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はじめにはじめにはじめにはじめに

この章の内容は、次のとおりです。

� このマニュアルの内容
                                                                               vii



このマニュアルの内容このマニュアルの内容このマニュアルの内容このマニュアルの内容
このマニュアルでは、Oracle8iで提供される XMLについて説明します。第 I部では XDK 
for Javaパッケージ、第 II部では XDK for PL/SQLパッケージについて、例を使用して説明
します。第 III部では、XSU for Javaおよび XSU for PL/SQLについて説明します。

詳細は、次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 基礎編』

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド - XML』
viii                                                                                         
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 XDK for Javaパッケージパッケージパッケージパッケージ

第 I部に含まれる章は、次のとおりです。 

� 第 1章「XML Parser for Java」

� 第 2章「XML Class Generator for Java」

� 第 3章「XSQL Servlet」

� 第 4章「Transviewer Beans」
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Oracle.xml.parser.v2パッケージ
Oracle.xml.parser.v2パッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェース

NSName 要素名および属性名用の名前空間をサポートします。

NSResolver 名前空間の解決をサポートします。

XMLDocumentHandler org.xml.sax.DocumentHandlerインタフェースを拡張します。

XMLToken XMLToken用の基本インタフェースです。

クラス

AttrDecl 文書型定義（Document Type Definition: DTD）の属性リストに宣言されている各
属性の情報を保持します。

DefaultXMLDocumentHandler XMLDocumentHandlerインタフェースのデフォルト動作を実装します。

DOMParser World Wide Web Consortium（W3C）勧告に従って、拡張可能マークアップ言語
（eXtensible Markup Language: XML）1.0パーサーを実装します。

DTD DOM DocumentTypeインタフェースを実装し、XMLドキュメントの DTD情報
を保持します。

ElementDecl DTDの要素宣言を表します。

NodeFactory 解析中に構築される DOMツリーの様々なノードを作成するメソッドを指定しま
す。

oraxsl 複数の XMLドキュメントで適用されるスタイルシートへのコマンドライン・イン
タフェースを提供します。

SAXAttrList SAX AttributeListインタフェースを実装し、名前空間をサポートします。

SAXParser W3C勧告に従って、XML 1.0パーサーを実装します。

XMLAttr DOM Attrインタフェースを実装し、要素の各属性情報を保持します。

XMLCDATA DOM CDATASectionインタフェースを実装します。

XMLComment DOM Commentインタフェースを実装します。
1-2 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1
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XMLDocument DOM Documentインタフェースを実装し、XMLドキュメント全体を表します。
また、ドキュメント・オブジェクト・モデル（Document Object Model: DOM）・
ツリーのルートとして機能します。

XMLDocumentFragment DOM DocumentFragmentインタフェースを実装します。

XMLElement DOM Elementインタフェースを実装します。

XMLEntityReference

XMLNode DOM Nodeインタフェースを実装し、DOM全体のプライマリ・データ型として
機能します。

XMLParser DOMParserクラスおよび SAXParserクラスのベース・クラスとして機能します。

XMLPI DOM Processing Instructionインタフェースを実装します。

XMLText DOM Textインタフェースを実装します。

XMLTokenizer W3C勧告に従って、XML 1.0パーサーを実装します。

XSLProcessor 事前に構成された XSLStylesheetを使用して、入力された XMLドキュメントを変
換するメソッドを提供します。

XSLStylesheet テンプレート、キー、変数、属性セットなどの XSLスタイルシート情報を保持し
ます。

例外

XMLParseException XMLドキュメントの処理中に解析例外が発生したことを示します。

XSLException XSL変換中に例外が発生したことを示します。

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要
XML Parser for Java 1-3



AttrDecl
oracle.xml.parser.v2

AttrDecl

構文構文構文構文
public class AttrDecl extends XMLNode implements oracle.xml.parser.v2.XMLConstants, 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.AttrDecl

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Node、java.io.Serializable、
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DTDの属性リストに宣言されている各属性の情報を保持します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

フィールド

CDATA 属性の型 - 文字型 - CDATA

DEFAULT 属性の存在 - デフォルト

ENTITIES 属性の型 - トークン型 - 複数の要素

ENTITY 属性の型 - トークン型 - 要素

ENUMERATION 属性の型 - 列挙型 - 列挙

FIXED 属性の存在 - 固定

ID 属性の型 - トークン型 - ID

IDREF 属性の型 - トークン型 - IDリファレンス

IDREFS 属性の型 - トークン型 - 複数の IDリファレンス

IMPLIED 属性の存在 - 暗黙
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NMTOKEN 属性の型 - トークン型 - 名前トークン

NMTOKENS 属性の型 - トークン型 - 複数の名前トークン

NOTATION 属性の型 - 列挙型 - 記法

REQUIRED 属性の存在 - 要求

メソッド

getAttrPresence() 属性の存在を取得します。

getAttrType() 属性の型を取得します。

getDefaultValue() 属性のデフォルト値を取得します。

getEnumerationValues() 属性の値を取得します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、
selectNodes(String, NSResolver)、selectSingleNode(String, NSResolver)、setNodeValue(String)、
transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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フィールドフィールドフィールドフィールド

CDATA
public static final int CDATA
属性の型 - 文字型 - CDATA

DEFAULT
public static final int DEFAULT
属性の存在 - デフォルト

ENTITIES
public static final int ENTITIES
属性の型 - トークン型 - 複数の要素

ENTITY
public static final int ENTITY
属性の型 - トークン型 - 要素

ENUMERATION
public static final int ENUMERATION
属性の型 - 列挙型 - 列挙

FIXED
public static final int FIXED
属性の存在 - 固定

ID
public static final int ID
属性の型 - トークン型 - ID

IDREF
public static final int IDREF
属性の型 - トークン型 - IDリファレンス

IDREFS
public static final int IDREFS
属性の型 - トークン型 - 複数の IDリファレンス
XML Parser for Java 1-7
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IMPLIED
public static final int IMPLIED
属性の存在 - 暗黙

NMTOKEN
public static final int NMTOKEN
属性の型 - トークン型 - 名前トークン

NMTOKENS
public static final int NMTOKENS
属性の型 - トークン型 - 複数の名前トークン

NOTATION
public static final int NOTATION
属性の型 - 列挙型 - 記法

REQUIRED
public static final int REQUIRED
属性の存在 - 要求

メソッドメソッドメソッドメソッド

getAttrPresence()
public int getAttrPresence()
属性の存在を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の存在

getAttrType()
public int getAttrType()
属性の型を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の型
1-8 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



Oracle.xml.parser.v2パッケージ
getDefaultValue()
public java.lang.String getDefaultValue()
属性のデフォルト値を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性のデフォルト値

getEnumerationValues()
public java.util.Vector getEnumerationValues()
属性値を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の値のリスト
XML Parser for Java 1-9
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oracle.xml.parser.v2

DefaultXMLDocumentHandler

構文構文構文構文
public class DefaultXMLDocumentHandler extends org.xml.sax.HandlerBase implements 
XMLDocumentHandler
 
java.lang.Object
|
+--org.xml.sax.HandlerBase

|
+--oracle.xml.parser.v2.DefaultXMLDocumentHandler

既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス
XMLTokenizer

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.xml.sax.DocumentHandler、org.xml.sax.DTDHandler、org.xml.sax.EntityResolver、
org.xml.sax.ErrorHandler、XMLDocumentHandler

説明説明説明説明
XMLDocumentHandlerインタフェースのデフォルト動作を実装します。

アプリケーション開発者は、このインタフェースの一部を実装する場合に、このクラスを拡
張できます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DefaultXMLDocumentHandler() デフォルトのドキュメント・ハンドラを構成します。

メソッド

cDATASection(char[], int, int) CDATAセクションの通知を受け取ります。

comment(String) コメントの通知を受け取ります。

endDoctype() DTDの終わりの通知を受け取ります。

endElement(NSName) 要素の終わりの通知を受け取ります。

setDoctype(DTD) DTDの通知を受け取ります。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DefaultXMLDocumentHandler()
public  DefaultXMLDocumentHandler()
デフォルトのドキュメント・ハンドラを構成します。

setTextDecl(String, String) テキスト宣言の通知を受け取ります。

setXMLDecl(String, String, 
String)

XML宣言の通知を受け取ります。

startElement(NSName, 
SAXAttrList)

要素の始まりの通知を受け取ります。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

HandlerBaseクラスから継承されたメソッド

characters(char[], int, int)、endDocument()、endElement(String)、error(SAXParseException)、
fatalError(SAXParseException)、ignorableWhitespace(char[], int, int)、notationDecl(String, String, String)、
processingInstruction(String, String)、resolveEntity(String, String)、setDocumentLocator(Locator)、
startDocument()、startElement(String, AttributeList)、unparsedEntityDecl(String, String, String, String)、
warning(SAXParseException)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

DocumentHandlerインタフェースから継承されたメソッド

characters(char[], int, int)、endDocument()、endElement(String)、ignorableWhitespace(char[], int, int)、
processingInstruction(String, String)、setDocumentLocator(Locator)、startDocument()、
startElement(String, AttributeList)

EntityResolverインタフェースから継承されたメソッド

resolveEntity(String, String)

DTDHandlerインタフェースから継承されたメソッド

notationDecl(String, String, String)、unparsedEntityDecl(String, String, String, String)

ErrorHandlerインタフェースから継承されたメソッド

error(SAXParseException)、fatalError(SAXParseException)、warning(SAXParseException)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

cDATASection(char[], int, int)
public void cDATASection(char[] ch, int start, int length)
CDATAセクションの通知を受け取ります。 

パーサーは、CDATAセクションが検出されるたびに、このメソッドをコールします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの cDATASection(char[ ], int, int)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ch - CDATAセクションの文字列

start - 文字配列の開始位置

length - 文字配列のうちの使用する文字の数

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

comment(String)
public void comment(java.lang.String data)
コメントの通知を受け取ります。

パーサーは、コメントが検出されるたびにこのメソッドをコールします。コメントは、主な
ドキュメント要素の前後で発生する場合があることに注意してください。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの comment(String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - コメント・データまたは NULL（コメントが指定されていない場合）

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。
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endDoctype()
public void endDoctype()
DTDの終わりの通知を受け取ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの endDoctype()で指定します。

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

endElement(NSName)
public void endElement(NSName elem)
要素の終わりの通知を受け取ります。SAXパーサーは、XMLドキュメントの各要素の終わ
りで、このメソッドをコールします。各 endElement()イベントには、対応する
startElement()イベントがあります（要素が空の場合も同様）。

org.xml.sax.DocumentHandler.endElementのかわりにこのメソッドを実装すると、SAXア
プリケーションで、NSNameによる名前空間がサポートされます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの endElement(NSName)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
elem - NSNameオブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外が発生する可能性があります。

参照参照参照参照
org.xml.sax.DocumentHandler.endElement(String)

setDoctype(DTD)
public void setDoctype(DTD dtd)
DTDの通知を受け取ります。DTDを設定します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの setDoctype(DTD)で指定します。

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

setTextDecl(String, String)
public void setTextDecl(java.lang.String version, java.lang.String encoding)
テキスト宣言の通知を受け取ります。

パーサーは、テキスト宣言ごとにこのメソッドをコールします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの setTextDecl(String, String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
version - バージョン番号（指定されていない場合は NULL）

encoding - エンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

setXMLDecl(String, String, String)
public void setXMLDecl(java.lang.String version, java.lang.String standalone, 
java.lang.String encoding)
XML宣言の通知を受け取ります。

パーサーは、XML宣言ごとにこのメソッドをコールします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの setXMLDecl(String, String, String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
version - バージョン番号

standalone - スタンドアロン値（指定されていない場合は NULL）

encoding - エンコーディング（指定されていない場合は NULL）
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

startElement(NSName, SAXAttrList)
public void startElement(NSName elem, SAXAttrList attrlist)
要素の始まりの通知を受け取ります。パーサーは、XMLドキュメントの各要素の始まりで、
このメソッドをコールします。各 startElement()イベントには、対応する endElement()イベ
ントがあります（要素が空の場合も同様）。要素の内容は、すべて対応する endElement()イ
ベントより前に、順番に通知されます。

org.xml.sax.DocumentHandler.startElementのかわりにこのメソッドを実装すると、SAXア
プリケーションで、NSNameおよび SAXAttrListによる名前空間がサポートされます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XMLDocumentHandlerインタフェースの startElement(NSName, SAXAttrList)で指定しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
elem - NSNameオブジェクト

attrlist - 要素の SAXAttrList

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外が発生する可能性があります。

参照参照参照参照
org.xml.sax.DocumentHandler.startElement(String, AttributeList)
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oracle.xml.parser.v2

DOMParser

構文構文構文構文
public class DOMParser extends XMLParser implements 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants
 
java.lang.Object
|
+--XMLParser

|
+--oracle.xml.parser.v2.DOMParser

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
W3C勧告に従って XML 1.0パーサーを実装し、XMLドキュメントの解析および DOMツ
リーの構築を行います。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMParser() 新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッド

getDoctype() DTDを取得します。

getDocument() ドキュメントを取得します。

parseDTD(InputSource, String) 与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

parseDTD(InputStream, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(Reader, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(String, String) 指定された URLから外部 DTDを解析します。

parseDTD(URL, String) 与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XML
ドキュメントの階層を作成します。

setErrorStream(OutputStream) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。
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setErrorStream(OutputStream, 
String)

エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(Print Writer) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setNodeFactory(NodeFactory) ノード・ファクトリを設定します。

showWarnings(boolean) 警告を出力するかどうかを決定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLParserクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLParserクラスから継承されたメソッド

getReleaseVersion()、getValidationMode()、parse(InputSource)、parse(InputStream)、parse(Reader)、
parse(String)、parse(URL)、setBaseURL(URL)、setDoctype(DTD)、setLocale(Locale)、
setPreserveWhitespace(boolean)、setValidationMode(boolean)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMParser()
public  DOMParser()
新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getDoctype()
public DTD getDoctype()
DTDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD

getDocument()
public XMLDocument getDocument()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント

parseDTD(InputSource, String)
public final void parseDTD(org.xml.sax.InputSource in, java.lang.String rootName)
与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

rootName - ルート要素として使用される要素

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputStream, String)
public final void parseDTD(java.io.InputStream in, java.lang.String rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

rootName - ルート要素として使用される要素

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
setBaseURL(URL)

parseDTD(Reader, String)
public final void parseDTD(java.io.Reader r, java.lang.String rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 変換する XMLデータを含む Reader

rootName - ルート要素として使用される要素

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
setBaseURL(URL)
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parseDTD(String, String)
public final void parseDTD(java.lang.String in, java.lang.String rootName)
指定された URLから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

rootName - ルート要素として使用される要素

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(URL, String)
public final void parseDTD(java.net.URL url, java.lang.String rootName)
与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメン
トの階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL

rootName - ルート要素として使用される要素

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.err
を使用して、エラーおよび警告を出力します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

setErrorStream(OutputStream, String)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.err
を使用して、エラーおよび警告を出力します。また、指定したエンコーディングがサポート
されていない場合は、例外が発生します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

enc - 使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - サポートされていないエンコーディングが指定された場合に発生します。

setErrorStream(Print Writer)
public final void setErrorStream(java.io.Print Writer out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.err
を使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用のプリント・ライター

setNodeFactory(NodeFactory)
public void setNodeFactory(NodeFactory factory)
ノード・ファクトリを設定します。アプリケーションは、ノード・ファクトリを拡張し、こ
のメソッドを使用してノード・ファクトリを登録できます。パーサーは、ユーザーが指定し
たノード・ファクトリを使用して、DOMツリーのノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
factory - 設定するノード・ファクトリ

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 無効なノード・ファクトリが設定された場合に発生します。
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参照参照参照参照
NodeFactory

showWarnings(boolean)
public void showWarnings(boolean yes)
警告を出力するかどうかを決定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告を表示する必要があるかどうかを決定します。
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oracle.xml.parser.v2

DTD

構文構文構文構文
public class DTD extends XMLNode implements org.w3c.dom.DocumentType, 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.DTD

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.DocumentType、org.w3c.dom.Node、
java.io.Serializable、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM DocumentTypeインタフェースを実装し、XMLドキュメントの DTD情報を保持しま
す。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

cloneNode(boolean) このノードの複製を戻し、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能しま
す。

findElementDecl(String) 指定するタグ名に対する要素宣言を検索します。

findEntity(String, boolean) DTDの名前付きエンティティを検索します。

findNotation(String) DTDから名前表記法を取得します。

getChildNodes() このノードのすべての子を含むノード・リストを取得します。

getElementDecls() DTDの要素宣言を含む NamedNodeMapを取得します。

getEntities() DTDで宣言されている外部および内部の汎用エンティティを含む
NamedNodeMapを取得します。

getName() DTDの名前（DOCTYPEキーワードの直後の名前）を取得します。

getNotations() DTDで宣言されている表記法を含む NamedNodeMapを取得します。
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getPublicId() DTDに対応する公開識別子（指定されている場合）を取得します。

getSystemId() DTDに対応するシステム識別子（指定されている場合）を取得します。

hasChildNodes() ノードに子ノードがあるかどうかを判別します。

printExternalDTD(OutputStream) このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

printExternalDTD(OutputStream, 
String)

外部 DTDの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

printExternalDTD(Print Writer) このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)
このノードの複製を戻し、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能します。複製
ノードは親を持ちません（parentNodeは NULLを戻します）。要素をクローニングすると、
XMLプロセッサによって生成されたデフォルト値の属性を含む、すべての属性およびその
値がコピーされます。ただし、このメソッドでは、ノードに含まれるテキストは子であるテ
キスト・ノードに含まれているため、ディープ・クローンの場合以外はコピーされません。
他のタイプのノードをクローニングすると、単純にこのノードのコピーが戻されます。

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getAttributes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、getNodeName()、
getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、getPreviousSibling()、
insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, String)、print(Print Writer)、
removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、setNodeValue(String)、transformNode(XSLStylesheet)、
valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getAttributes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、getNodeName()、
getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、getPreviousSibling()、
insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの cloneNode(boolean)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合、指定したノードの下位サブツリーが再帰的にクローニングされます。
FALSEの場合、ノードのみが（ノードが要素の場合はその属性も）クローニングされます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード

findElementDecl(String)
public final ElementDecl findElementDecl(java.lang.String name)
指定するタグ名に対する要素宣言を検索します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - タグ名

戻り値戻り値戻り値戻り値
要素宣言オブジェクト

findEntity(String, boolean)
public final org.w3c.dom.Entity findEntity(java.lang.String n, boolean par)
DTDの名前付きエンティティを検索します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
n - エンティティ名

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した Entityオブジェクト（検索されない場合は NULL）

findNotation(String)
public final org.w3c.dom.Notation findNotation(java.lang.String name)
DTDから名前表記法を取得します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 表記法の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
Notationオブジェクト（検索されない場合は NULL）

getChildNodes()
public org.w3c.dom.NodeList getChildNodes()
このノードのすべての子ノードを含むノード・リストを取得します。子ノードが存在しない
場合は、ノードを含まないノード・リストが戻されます。戻されたノード・リストの内容
は、たとえば、それが作成される基になったノード・オブジェクトの子ノードに変更があっ
た場合、その変更がノード・リスト・アクセッサが戻すノードにすぐに反映されるという意
味で最新のものであり、ノード内容の静的スナップショットではありません。このことは、
getElementsByTagNameメソッドが戻すノード・リストを含む、すべてのノード・リストに
ついていえます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getChildNodes()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getChildNodes()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの子ノード

getElementDecls()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getElementDecls()
DTDの要素宣言を含む NamedNodeMapを取得します。このマップのすべてのノードは、
ElementDeclオブジェクトです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDの要素宣言を含む NamedNodeMap
DOMレベル 1では、要素宣言の編集がサポートされないため、elementdeclsは変更でき
ません。

getEntities()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getEntities()
DTDで宣言されている外部および内部の汎用エンティティを含む NamedNodeMapを取得し
ます。複製は廃棄されます。たとえば、<!DOCTYPE ex SYSTEM "ex.dtd" [ <!ENTITY foo 
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"foo"> <!ENTITY bar "bar"> <!ENTITY % baz "baz">]> <ex/>の場合、インタフェースは
fooおよび barへのアクセスは提供しますが、bazへのアクセスは提供しません。また、
このマップのすべてのノードは、Entityインタフェースを実装します。DOMレベル 1で
は、エンティティの編集がサポートされないため、エンティティは変更できません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.DocumentTypeインタフェースの org.w3c.dom.DocumentType.getEntities()で指
定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDで宣言されているエンティティ

getName()
public java.lang.String getName()
DTDの名前（DOCTYPEキーワードの直後の名前）を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.DocumentTypeインタフェースの org.w3c.dom.DocumentType.getName()で指定
します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDの名前

getNotations()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getNotations()
DTDで宣言されている表記法を含む NamedNodeMapを取得します。複製は廃棄されます。
このマップのすべてのノードは、Notationインタフェースも実装します。DOMレベル 1
では、表記法の編集がサポートされないため、表記法は変更できません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.DocumentTypeインタフェースの org.w3c.dom.DocumentType.getNotations()で
指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDで宣言されている表記法を含む NamedNodeMap
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getPublicId()
public java.lang.String getPublicId()
DTDに対応する公開識別子（指定されている場合）を取得します。公開識別子が指定され
ていない場合、NULLになります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDに対応する公開識別子

getSystemId()
public java.lang.String getSystemId()
DTDに対応するシステム識別子（指定されている場合）を取得します。システム識別子が
指定されていない場合、NULLになります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDに対応するシステム識別子

hasChildNodes()
public boolean hasChildNodes()
ノードに子ノードがあるかどうかを判別します。XMLNodeでは、DTDはオーバーライド・
メソッドを持つことができないため、常に FALSEを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.hasChildNodes()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの hasChildNodes()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
FALSE（DTDノードは子を持つことができないため）

printExternalDTD(OutputStream)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out)
このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

printExternalDTD(OutputStream, String)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)
外部 DTDの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - 無効なエンコーディングを指定した場合、または別のエラーが起きた場合
に発生します。

printExternalDTD(Print Writer)
public void printExternalDTD(java.io.Print Writer out)
このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先のプリント・ライター

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。
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oracle.xml.parser.v2

ElementDecl

構文構文構文構文
public class ElementDecl extends XMLNode implements java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.ElementDecl

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Node、java.io.Serializable、
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DTDの要素宣言を表します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

フィールド

ANY 要素内容型 - 子は、すべての要素になることができます。

ASTERISK ContentModelParseTreeNode型 - 「*」ノード（1つの子を持ちます）。

COMMA ContentModelParseTreeNode型 - 「,」ノード（2つの子を持ちます）。

ELEMENT ContentModelParseTreeNode型 - 「リーフ」ノード（子を持ちません）。

ELEMENTS 要素内容型 - 子は、内容モデルに従って要素になることができます。

EMPTY 要素内容型 - 子を持ちません。

MIXED 要素内容型 - 子は、内容モデルに従って PCDATAおよび要素になることができま
す。

OR ContentModelParseTreeNode型 - 「|」ノード（2つの子を持ちます）。

PLUS ContentModelParseTreeNode型 - 「+」ノード（1つの子を持ちます）。

QMARK ContentModelParseTreeNode型 - 「?」ノード（1つの子を持ちます）。

メソッド
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expectedElements(Element) 要素に追加できる要素名の一覧を戻します。

findAttrDecl(String) 属性宣言オブジェクトを取得します。オブジェクトが検出されない場合は NULL
を取得します。

getAttrDecls() 列挙された属性宣言を取得します。

getContentElements() この要素に追加できる要素のベクトルを戻します。

getContentType() 要素の内容モデルを戻します。

getParseTree() 内容モデルを解析したツリーのルート・ノードを戻します。

validateContent(Element) 要素ノードの内容を検証します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、
FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、
nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、
PERCENT、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、
WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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フィールドフィールドフィールドフィールド

ANY
public static final byte ANY
要素内容型 - 子は、すべての要素になることができます。

ASTERISK
public static final int ASTERISK
ContentModelParseTreeNode型 - 「*」ノード（1つの子を持ちます）。

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、
cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、cENCODING、
cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、
cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、cPIEND、
cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、EOF、
EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、
ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、
nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、
nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、
nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、PERCENT、QUOTE、
RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、setNodeValue(String)、transformNode(XSLStylesheet)、
valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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COMMA
public static final int COMMA
ContentModelParseTreeNode型 - 「,」ノード（2つの子を持ちます）。

ELEMENT
public static final int ELEMENT
ContentModelParseTreeNode型 - 「リーフ」ノード（子を持ちません）。

ELEMENTS
public static final byte ELEMENTS
要素内容型 - 子は、内容モデルに従って要素になることができます。

EMPTY
public static final byte EMPTY
要素内容型 - 子を持ちません。

MIXED
public static final byte MIXED
要素内容型 - 子は、内容モデルに従って、PCDATAおよび要素になることができます。

OR
public static final int OR
ContentModelParseTreeNode型 - 「|」ノード（2つの子を持ちます）。

PLUS
public static final int PLUS
ContentModelParseTreeNode型 - 「+」ノード（1つの子を持ちます）。

QMARK
public static final int QMARK
ContentModelParseTreeNode型 - 「?」ノード（1つの子を持ちます）。

メソッドメソッドメソッドメソッド

expectedElements(Element)
public java.util.Vector expectedElements(org.w3c.dom.Element e)
要素に追加できる要素名の一覧を戻します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
e - 要素

戻り値戻り値戻り値戻り値
名前の一覧

findAttrDecl(String)
public final AttrDecl findAttrDecl(java.lang.String name)
属性宣言オブジェクトを取得します。オブジェクトが検出されない場合は NULLを取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 検索する属性宣言

戻り値戻り値戻り値戻り値
AttrDeclオブジェクト、またはそれが検出されない場合は NULL

getAttrDecls()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getAttrDecls()
列挙された属性宣言を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
列挙された属性宣言

getContentElements()
public final java.util.Vector getContentElements()
この要素に追加できる要素のベクトルを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
要素名を含むベクトル

getContentType()
public int getContentType()
要素の内容モデルを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
要素宣言のタイプ
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getParseTree()
public final org.w3c.dom.Node getParseTree()
内容モデルを解析したツリーのルート・ノードを戻します。Node.getFirstChild()およ
び Node.getLastChild()は、解析ツリー・ブランチを戻します。
Node.getNodeType()および Node.getNodeName()は、解析ツリーのノード・タイプお
よび名前を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
内容モデルを解析したツリーのルート・ノードを含むノード

validateContent(Element)
public boolean validateContent(org.w3c.dom.Element e)
要素ノードの内容を検証します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
有効な場合は TRUE、無効な場合は FALSE
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oracle.xml.parser.v2

NodeFactory

構文構文構文構文
public class NodeFactory extends java.lang.Object implements java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.NodeFactory

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
解析中に構築される DOMツリーに様々なノードを作成するメソッドを指定します。アプリ
ケーションは、これらのメソッドをオーバーライドして、解析中に DOMツリーに追加する
独自のカスタム・クラスを作成できます。アプリケーションは、XMLParserの
setNodeFactory()メソッドを使用して、独自のノード・ファクトリを登録する必要がありま
す。これらのメソッドが NULLポインタを戻した場合、そのノードは DOMツリーに追加さ
れません。

参照参照参照参照
setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

NodeFactory()

メソッド

createAttribute(String, String) 指定したタグおよびテキストを含む属性ノードを作成します。

createCDATASection(String) 指定したテキストを含む CDATAノードを作成します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

NodeFactory()
public  NodeFactory()

メソッドメソッドメソッドメソッド

createAttribute(String, String)
public XMLAttr createAttribute(java.lang.String tag, java.lang.String text)
指定したタグおよびテキストを含む属性ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
tag - ノード名

text - ノードに対応するテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成した属性ノード

createComment(String) 指定したテキストを含むコメント・ノードを作成します。

createDocument() ドキュメント・ノードを作成します。

createElement(String) 指定したタグを含む要素ノードを作成します。

createProcessingInstruction
(String, String)

指定したタグおよびテキストを含む処理命令ノードを作成します。

createTextNode(String) 指定したテキストを含むテキスト・ノードを作成します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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createCDATASection(String)
public XMLCDATA createCDATASection(java.lang.String text)
指定したテキストを含む CDATAノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
text - ノードに対応するテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成した CDATAノード

createComment(String)
public XMLComment createComment(java.lang.String text)
指定したテキストを含むコメント・ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
text - ノードに対応するテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成したコメント・ノード

createDocument()
public XMLDocument createDocument()
ドキュメント・ノードを作成します。このメソッドが、NULLポインタを戻すことはありま
せん。

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成したドキュメント

createElement(String)
public XMLElement createElement(java.lang.String tag)
指定したタグを含む要素ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
tag - 要素名

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成した要素
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createProcessingInstruction(String, String)
public XMLPI createProcessingInstruction(java.lang.String tag, java.lang.String 
text)
指定したタグおよびテキストを含む処理命令ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
tag - ノード名

text - ノードに対応するテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成した処理命令ノード

createTextNode(String)
public XMLText createTextNode(java.lang.String text)
指定したテキストを含むテキスト・ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
text - ノードに対応するテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成したテキスト・ノード
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oracle.xml.parser.v2

NSName

構文構文構文構文
public interface NSName

既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス
XMLAttr、XMLElement

説明説明説明説明
要素名および属性名用の名前空間をサポートします。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getExpandedName()
public java.lang.String getExpandedName()
この名前の解決済完全名を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済完全名

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

getExpandedName() この名前の解決済完全名を取得します。

getLocalName() この名前のローカル名を取得します。

getNamespace() この名前の解決済名前空間を取得します。

getPrefix() この名前の接頭辞を取得します。

getQualifiedName() 修飾名を取得します。
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getLocalName()
public java.lang.String getLocalName()
この名前のローカル名を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ローカル名

getNamespace()
public java.lang.String getNamespace()
この名前の解決済名前空間を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済名前空間

getPrefix()
public java.lang.String getPrefix()
この名前の接頭辞を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
接頭辞

getQualifiedName()
public java.lang.String getQualifiedName()
修飾名を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
修飾名
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oracle.xml.parser.v2

NSResolver

構文構文構文構文
public interface NSResolver

既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス
XMLElement

説明説明説明説明
名前空間の解決をサポートします。

メソッドメソッドメソッドメソッド

resolveNamespacePrefix(String)
public java.lang.String resolveNamespacePrefix(java.lang.String prefix)
与えられた名前空間の接頭辞の有効範囲で名前空間定義を検索します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
prefix -解決する名前空間の接頭辞

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済名前空間（接頭辞を解決できない場合は NULL）

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

resolveNamespacePrefix(String) 与えられた名前空間の接頭辞の有効範囲で名前空間定義を検索します。
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oracle.xml.parser.v2

oraxsl

構文構文構文構文
public class oraxsl extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.oraxsl

説明説明説明説明
複数の XMLドキュメントで適用されるスタイルシートのコマンドライン・インタフェース
を提供します。このクラスでは、動作を指定する様々なコマンドライン・オプションを使用
できます。次に、このクラスをコールする構文を示します。

java oraxsl [引数]* XML文書 XSLスタイルシート 出力先
-w 注意メッセージを表示
-e <エラー・ログ> エラー・メッセージを出力するファイル
-l <XMLファイル・リスト> 変換するXMLファイルのリスト
-d <ディレクトリ> 変換するXMLファイルのディレクトリ
-x <拡張子> 対象外とする拡張子
-i <拡張子> 対象とする拡張子
-s <スタイルシート> 使用するスタイルシート
-r <拡張子> 結果ファイルの拡張子
-o <拡張子> 結果ファイルのディレクトリ
-p <引数リスト> 引数リスト
-t <スレッド数> 使用するスレッド数
-v    メッセージを表示する

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

oraxsl()

メソッド

main(String[]) oraxslドライバを起動します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

oraxsl()
public  oraxsl()

メソッドメソッドメソッドメソッド

main(String[])
public static void main(java.lang.String[] args)
oraxslドライバを起動します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
args - コマンドライン引数

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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oracle.xml.parser.v2

SAXAttrList

構文構文構文構文
public class SAXAttrList extends java.lang.Object implements 
org.xml.sax.AttributeList
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.xml.sax.AttributeList

説明説明説明説明
SAX AttributeListインタフェースを実装し、名前空間をサポートします。名前空間のサポー
トが必要なアプリケーションは、Oracleのパーサー・クラスが戻すいずれかの属性リストを
明示的に SAXAttrListに割り当てることによって、次のメソッドを使用できます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

getExpandedName(int) リスト内の任意の位置の属性の拡張名を取得します。

getLength() このリスト内の属性数を戻します。

getLocalName(int) リスト内の任意の位置の属性のローカル名を取得します。

getName(int) このリスト内の任意の位置の属性名を戻します。

getNamespace(int) リスト内の任意の位置の属性の解決済名前空間を取得します。

getPrefix(int) リスト内の任意の位置の属性の名前空間の接頭辞を取得します。

getQualifiedName(int) リスト内の任意の位置の属性の修飾名を取得します。

getType(int)

getType(String) リスト内の任意の属性名の属性の型を戻します。

getValue(int) リスト内の任意の位置の属性値を戻します。

getValue(String) リスト内の任意の属性名の属性値を戻します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getExpandedName(int)
public java.lang.String getExpandedName(int i)
リスト内の任意の位置の属性の拡張名を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の拡張名

getLength()
public int getLength()
このリスト内の属性数を戻します。

SAXパーサーは、属性が宣言または指定された順序にかかわらず、それらを任意の順序で提
供できます。属性数が 0（ゼロ）の場合もあります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.AttributeListインタフェースの org.xml.sax.AttributeList.getLength()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
リスト内の属性数

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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getLocalName(int)
public java.lang.String getLocalName(int i)
リスト内の任意の位置の属性のローカル名を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性のローカル名

getName(int)
public java.lang.String getName(int i)
このリスト内の任意の位置の属性名を戻します。

SAXパーサー内に同じ属性が重複しないように、名前は一意である必要があります。値のな
い属性（開始タグに値が指定されずに、#IMPLIEDが宣言された属性）は、リストから削除
されます。

属性名に名前空間の接頭辞が付いている場合は、その接頭辞は付いたままになります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.AttributeListインタフェースの org.xml.sax.AttributeList.getName(int)で指定しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号（先頭の属性の索引番号は 0）

戻り値戻り値戻り値戻り値
索引付き属性の名前、またはその索引番号が範囲外にある場合は NULL

参照参照参照参照
getLength()
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getNamespace(int)
public java.lang.String getNamespace(int i)
リスト内の任意の位置の属性の解決済名前空間を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の解決済名前空間

getPrefix(int)
public java.lang.String getPrefix(int i)
リスト内の任意の位置の属性の名前空間の接頭辞を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の名前空間の接頭辞

getQualifiedName(int)
public java.lang.String getQualifiedName(int i)
リスト内の任意の位置の属性の修飾名を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の修飾名

getType(int)
public java.lang.String getType(int i)

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.AttributeListインタフェースの org.xml.sax.AttributeList.getType(int)で指定しま
す。
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getType(String)
public java.lang.String getType(java.lang.String s)
リスト内の任意の属性名の属性の型を戻します。

この戻り値は、getType(int)の戻り値と同じです。

属性名がドキュメントに名前空間の接頭辞を持つ場合、アプリケーションは、ここにその接
頭辞を含める必要があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.AttributeListインタフェースの org.xml.sax.AttributeList.getType(String)で指定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 属性名

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としての属性の型、または該当する属性が存在しない場合は NULL

参照参照参照参照
getType(int)

getValue(int)
public java.lang.String getValue(int i)
リスト内の任意の位置の属性値を戻します。

属性値がトークン（IDREFS、ENTITIESまたは NMTOKENS）のリストである場合は、これ
らのトークンは、空白で区切られた単一の文字列に連結されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.AttributeListインタフェースの org.xml.sax.AttributeList.getValue(int)で指定しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号（先頭の属性の索引番号は 0）

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としての属性値、またはその索引番号が範囲外にある場合は NULL
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参照参照参照参照
getLength()、getValue(String)

getValue(String)
public java.lang.String getValue(java.lang.String s)
リスト内の任意の属性名の属性値を戻します。

この戻り値は、getValue(int)の戻り値と同じです。

属性名がドキュメントに名前空間の接頭辞を持つ場合、アプリケーションは、ここにその接
頭辞を含める必要があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.AttributeListインタフェースの org.xml.sax.AttributeList.getValue(String)で指定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - リスト内の属性の索引番号

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としての属性値、または該当する属性が存在しない場合は NULL

参照参照参照参照
getValue(int)
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oracle.xml.parser.v2

SAXParser

構文構文構文構文
public class SAXParser extends XMLParser implements org.xml.sax.Parser, 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants
 
java.lang.Object
|
+--XMLParser

|
+--oracle.xml.parser.v2.SAXParser

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.xml.sax.Parser、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、W3C勧告に従って、XML 1.0 SAXパーサーを実装します。アプリケーショ
ンでは、SAXハンドラを登録して、様々なパーサー・イベントの通知を受け取ることができ
ます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

SAXParser() 新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッド

setDocumentHandler(Document
Handler)

SAXアプリケーションは、これを使用して、新しいドキュメント・イベント・ハ
ンドラを登録できます。

setDTDHandler(DTDHandler) SAXアプリケーションは、これを使用して、新しい DTDイベント・ハンドラを登
録できます。

setEntityResolver(EntityResolver) SAXアプリケーションは、これを使用して、新しいエンティティ・リゾルバを登
録できます。

setErrorHandler(ErrorHandler) SAXアプリケーションは、これを使用して、新しいエラー・イベント・ハンドラ
を登録できます。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLParserクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLParserクラスから継承されたメソッド

getReleaseVersion()、getValidationMode()、parse(InputSource)、parse(InputStream)、parse(Reader)、
parse(String)、parse(URL)、setBaseURL(URL)、setDoctype(DTD)、setLocale(Locale)、
setPreserveWhitespace(boolean)、setValidationMode(boolean)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Parserインタフェースから継承されたメソッド

parse(InputSource)、parse(String)、setLocale(Locale)
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

SAXParser()
public  SAXParser()
新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

setDocumentHandler(DocumentHandler)
public void setDocumentHandler(org.xml.sax.DocumentHandler handler)
SAXアプリケーションは、これを使用して、新しいドキュメント・イベント・ハンドラを登
録できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.Parserインタフェースの
org.xml.sax.Parser.setDocumentHandler(DocumentHandler)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
handler - 登録する DocumentHandler

参照参照参照参照
org.xml.sax.Parser.setDocumentHandler(DocumentHandler)、org.xml.sax.DocumentHandler

setDTDHandler(DTDHandler)
public void setDTDHandler(org.xml.sax.DTDHandler handler)
SAXアプリケーションは、これを使用して、新しい DTDイベント・ハンドラを登録できま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.Parserインタフェースの org.xml.sax.Parser.setDTDHandler(DTDHandler)で指定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
handler - 登録する DTDHandler

参照参照参照参照
org.xml.sax.Parser.setDTDHandler(DTDHandler)、org.xml.sax.DTDHandler
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setEntityResolver(EntityResolver)
public void setEntityResolver(org.xml.sax.EntityResolver resolver)
SAXアプリケーションは、これを使用して、新しいエンティティ・リゾルバを登録できま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.Parserインタフェースの org.xml.sax.Parser.setEntityResolver(EntityResolver)で指
定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
resolver - 登録する EntityResolver

参照参照参照参照
org.xml.sax.Parser.setEntityResolver(EntityResolver)、org.xml.sax.DTDHandler

setErrorHandler(ErrorHandler)
public void setErrorHandler(org.xml.sax.ErrorHandler handler)
SAXアプリケーションは、これを使用して、新しいエラー・イベント・ハンドラを登録でき
ます。これによって、それまでのエラー処理設定がすべて置き換えられます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.xml.sax.Parserインタフェースの org.xml.sax.Parser.setErrorHandler(ErrorHandler)で指定
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
handler - 登録する ErrorHandler

参照参照参照参照
org.xml.sax.Parser.setErrorHandler(ErrorHandler)、org.xml.sax.ErrorHandler
XML Parser for Java 1-55



XMLAttr
oracle.xml.parser.v2

XMLAttr

構文構文構文構文
public class XMLAttr extends XMLNode implements org.w3c.dom.Attr, NSName, 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLAttr

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.w3c.dom.Attr、java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Node、NSName、
java.io.Serializable、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM Attrインタフェースを実装し、要素の各属性情報を保持します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.Attr、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLAttr(String, String) 与えられた名前および値で属性を作成します。

XMLAttr(String, String, String, 
String)

指定した名前、値および名前空間で属性を作成します。

メソッド

cloneNode(boolean) このノードの複製を戻し、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能しま
す。

getExpandedName() この属性の解決済完全名を取得します。

getLocalName() この属性のローカル名を取得します

getName() 属性名を取得します。
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getNamespace() この属性の解決済名前空間を取得します。

getNodeValue() このノードの値を、ノード・タイプに応じて取得します。

getParentNode() このノードの親を取得します。

getPrefix() この属性の名前空間の接頭辞を取得します。

getQualifiedName() この属性の修飾名を取得します。

getSpecified() 属性が要素で明示的に指定されている場合は、TRUEを戻します。

getValue() 属性値を取得します。

setNodeValue(String) このノードの値を、ノード・タイプに応じて設定します。

setValue(String) 値を設定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLAttr(String, String)
public  XMLAttr(java.lang.String n, java.lang.String v)
与えられた名前および値で属性を構成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
n - 属性名

v - 属性値

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、
getNodeName()、getNodeType()、getOwnerDocument()、getPreviousSibling()、hasChildNodes()、
insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, String)、print(Print Writer)、
removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、
getNodeName()、getNodeType()、getOwnerDocument()、getPreviousSibling()、hasChildNodes()、
insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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XMLAttr(String, String, String, String)
public  XMLAttr(java.lang.String name, java.lang.String prefix, java.lang.String ns, 
java.lang.String v)
指定した属性名、属性値および名前空間で属性を作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)
このノードの複製を戻し、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能します。複製
ノードは親を持ちません（parentNodeは NULLを戻します）。要素をクローニングすると、
XMLプロセッサによって生成されたデフォルト値の属性を含む、すべての属性およびその
値がコピーされます。ただし、このメソッドでは、ノードに含まれるテキストは子であるテ
キスト・ノードに含まれているため、ディープ・クローンの場合以外はコピーされません。
他のタイプのノードをクローニングすると、単純にこのノードのコピーが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの cloneNode(boolean)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合、指定したノードの下位サブツリーが再帰的にクローニングされます。
FALSEの場合、ノードのみが（ノードが要素の場合はその属性も）クローニングされます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード

getExpandedName()
public java.lang.String getExpandedName()
この属性の解決済完全名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getExpandedName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済完全名
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getLocalName()
public java.lang.String getLocalName()
この属性のローカル名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getLocalName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ローカル名

getName()
public java.lang.String getName()
属性名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Attrインタフェースの org.w3c.dom.Attr.getName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性名

getNamespace()
public java.lang.String getNamespace()
この属性の解決済名前空間を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getNamespace()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済名前空間

getNodeValue()
public java.lang.String getNodeValue()
このノードの値を、ノード・タイプに応じて取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getNodeValue()で指定します。
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オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getNodeValue()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの値

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り
専用である場合に発生します。DOMSTRING_SIZE_ERR: このノードが、実装プラット
フォーム上で DOMString変数より多い文字を戻す場合に発生します。

getParentNode()
public org.w3c.dom.Node getParentNode()
このノードの親を取得します。ドキュメント、ドキュメント・フラグメントおよび属性以外
のすべてのノードは、親を持ちます。ただし、ノードが作成された直後でツリーに追加され
ていない場合、またはツリーから削除された場合は、NULLが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getParentNode()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getParentNode()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの親

getPrefix()
public java.lang.String getPrefix()
この属性の名前空間の接頭辞を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getPrefix()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
名前空間の接頭辞
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getQualifiedName()
public java.lang.String getQualifiedName()
この属性の修飾名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getQualifiedName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
修飾名

getSpecified()
public boolean getSpecified()
属性が要素で明示的に指定されている場合は、TRUEを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Attrインタフェースの org.w3c.dom.Attr.getSpecified()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性が明示的に指定されている場合は TRUE、指定されていない場合は FALSE

getValue()
public java.lang.String getValue()
属性値を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Attrインタフェースの org.w3c.dom.Attr.getValue()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性値

setNodeValue(String)
public void setNodeValue(java.lang.String nodeValue)
ノード・タイプに応じてノードに値を設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.setNodeValue(String)で指定します。
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オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの setNodeValue(String)をオーバーライドします。

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: ノードが読取り専用
である場合に発生します。
DOMSTRING_SIZE_ERR: このノードが、実装プラットフォーム上で DOMString変数より
多い文字を戻す場合に発生します。

setValue(String)
public void setValue(java.lang.String arg)
値を設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Attrインタフェースの org.w3c.dom.Attr.setValue(String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
arg - 設定する属性の値
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oracle.xml.parser.v2

XMLCDATA

構文構文構文構文
public class XMLCDATA extends XMLText implements org.w3c.dom.CDATASection, 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.CharData

|
+--XMLText

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLCDATA

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.w3c.dom.CDATASection、org.w3c.dom.CharacterData、java.lang.Cloneable、
org.w3c.dom.Node、java.io.Serializable、org.w3c.dom.Text、
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM CDATASectionインタフェースを実装します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.CDATASection、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLCDATA(String) 与えられた名前およびテキストを含む CDATAノードを作成します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、ENTITY_REFERENCE_
NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLTextクラスから継承されたメソッド

appendData、deleteData、getData、getLength、getNodeValue()、insertData、replaceData、setData、
setNodeValue、splitText(int)、substringData

oracle.xml.parser.v2.CharDataクラスから継承されたメソッド

appendData、deleteData、getData、getLength、insertData、replaceData、setData、setNodeValue、substringData
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLCDATA(String)
public  XMLCDATA(java.lang.String text)
与えられた名前およびテキストを含む CDATAノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
text - ノードのテキスト

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、transformNode(XSLStylesheet)、
valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Textインタフェースから継承されたメソッド

splitText(int)

CharacterDataインタフェースから継承されたメソッド

appendData(String)、deleteData(int, int)、getData()、getLength()、insertData(int, String)、
replaceData(int, int, String)、setData(String)、substringData(int, int)

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.parser.v2

XMLComment

構文構文構文構文
public class XMLComment extends oracle.xml.parser.v2.CharData implements 
org.w3c.dom.Comment, java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.CharData

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLComment

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.w3c.dom.CharacterData、java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Comment、
org.w3c.dom.Node、java.io.Serializable、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM Commentインタフェースを実装します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.Comment、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLComment(String) 新しいコメント・ノードを作成します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

oracle.xml.parser.v2.CharDataクラスから継承されたメソッド

appendData、deleteData、getData、getLength、insertData、replaceData、setData、setNodeValue、substringData
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLComment(String)
public  XMLComment(java.lang.String text)
新しいコメント・ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
text - コメント・ノードのテキスト

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、
selectNodes(String, NSResolver)、selectSingleNode(String, NSResolver)、transformNode(XSLStylesheet)、
valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

CharacterDataインタフェースから継承されたメソッド

appendData(String)、deleteData(int, int)、getData()、getLength()、insertData(int, String)、
replaceData(int, int, String)、setData(String)、substringData(int, int)

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.parser.v2

XMLDocument

構文構文構文構文
public class XMLDocument extends XMLNode implements org.w3c.dom.Document, 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLDocument

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Document、org.w3c.dom.Node、java.io.Serializable、
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM Documentインタフェースを実装します。XMLドキュメント全体を表し、ドキュメン
ト・オブジェクト・モデル（DOM）・ツリーのルートとして機能します。各 XMLタグは、
このツリーのノードまたはリーフを表します。

XMLの仕様に従い、ツリーのルートは、複数のコメントおよび処理命令の組合せで構成さ
れますが、ルート要素は 1つのみです。ルート要素を検出するショート・カットとして、補
助メソッド getDocumentElementが提供されます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLDocument() 空のドキュメントを作成します。

メソッド

cloneNode(boolean) このドキュメント・ノードの複製を戻します。

createAttribute(String) 与えられた名前を持つ属性を作成します。

createCDATASection(String) 指定した文字列を値に持つ CDATAセクション・ノードを作成します。

createComment(String) 指定した文字列を値に持つコメント・ノードを作成します。
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createDocumentFragment() 空のドキュメント・フラグメント・オブジェクトを作成します。

createElement(String) 指定した型の要素を作成します。

createEntityReference(String) エンティティ・リファレンス・オブジェクトを作成します。

createProcessingInstruction(String, 
String)

指定した名前およびデータ文字列を値に持つ処理命令ノードを作成します。

createTextNode(String) 指定した文字列を値に持つテキスト・ノードを作成します。

expectedElements(Element) 要素に追加できる要素名の一覧をベクトルで戻します。

getDoctype() このドキュメントに対応する DTDを取得します。

getDocumentElement() ドキュメントのルート要素を取得します。

getElementsByTagName(String) 与えられたタグ名を持つすべての要素のノード・リストを、ドキュメント・ツ
リーの前順走査で一致する順に戻します。

getEncoding() 文字コード情報を取得します。

getImplementation() このドキュメントを処理する DOMインプリメンテーション・オブジェクトを
取得します。

getOwnerDocument() このノードに対応するドキュメント・オブジェクトを取得します。

getStandalone() スタンドアロン情報を取得します。

getVersion() バージョン情報を取得します。

print(OutputStream) このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

print(OutputStream, String) このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

print(Print Writer) このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

printExternalDTD(OutputStream) 外部 DTDの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

printExternalDTD(OutputStream, 
String)

外部 DTDの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

printExternalDTD(Print Writer) このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

replaceChild(Node, Node) 子リスト内の子ノード oldChildを newChildと置換し、oldChildノードを戻し
ます。

setEncoding(String) 出力用の文字コードを設定します。

setLocale(Locale) エラー・レポート用のロケールを設定します。

setStandalone(String) <?xml ...?>タグに格納されるスタンドアロン情報を設定します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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setVersion(String) <?xml ...?>タグに格納されるバージョン番号を設定します。

validateElementContent(Element) 要素ノードの内容を検証します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLDocument()
public  XMLDocument()
空のドキュメントを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)
このドキュメント・ノードの複製を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの cloneNode(boolean)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合、ドキュメントの下位サブツリーが再帰的にクローニングされます。
FALSEの場合、ドキュメントのみがクローニングされます。

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、
getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getParentNode()、getPreviousSibling()、hasChildNodes()、
insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、selectNodes(String, NSResolver)、selectSingleNode(String, 
NSResolver)、setNodeValue(String)、transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、
getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getParentNode()、getPreviousSibling()、hasChildNodes()、
insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ドキュメント・ノード

createAttribute(String)
public org.w3c.dom.Attr createAttribute(java.lang.String name)
与えられた名前を持つ属性を作成します。作成された属性インスタンスは、setAttributeメ
ソッドを使用して、要素に対して設定できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createAttribute(String)で指
定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 属性名

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい属性オブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR: 指定した名前が無効な文字を含
む場合に発生します。

createCDATASection(String)
public org.w3c.dom.CDATASection createCDATASection(java.lang.String data)
指定した文字列を値に持つ CDATAセクション・ノードを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createCDATASection(String)
で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - CDATAセクションの内容データ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい CDATAセクション・オブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - DOMExceptionが発生する可能性があります。
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createComment(String)
public org.w3c.dom.Comment createComment(java.lang.String data)
指定した文字列を値に持つコメント・ノードを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createComment(String)で指
定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - ノードのデータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しいコメント・オブジェクト

createDocumentFragment()
public org.w3c.dom.DocumentFragment createDocumentFragment()
空のドキュメント・フラグメント・オブジェクトを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createDocumentFragment()
で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しいドキュメント・フラグメント

createElement(String)
public org.w3c.dom.Element createElement(java.lang.String tagName)
指定した型の要素を作成します。戻されたインスタンスは Elementインタフェースを実装す
るため、戻されたオブジェクトに対して、属性を直接設定できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createElement(String)で指定
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
tagName - インスタンス化する要素型の名前です。 この名前では、大 /小文字が区別されま
す。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい要素オブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR: 指定した名前が無効な文字を含
む場合に発生します。

createEntityReference(String)
public org.w3c.dom.EntityReference createEntityReference(java.lang.String name)
エンティティ・リファレンス・オブジェクトを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createEntityReference(String)
で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 参照するエンティティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しいエンティティ・リファレンス・オブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR: 指定した名前が無効な文字を含
む場合に発生します。

createProcessingInstruction(String, String)
public org.w3c.dom.ProcessingInstruction 
createProcessingInstruction(java.lang.String target, java.lang.String data)
指定した名前およびデータ文字列を値に持つ処理命令ノードを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの
org.w3c.dom.Document.createProcessingInstruction(String, String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
target - 処理命令のターゲット部分

data - ノードのデータ
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戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい処理命令オブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR: 無効な文字を指定した場合に発
生します。

createTextNode(String)
public org.w3c.dom.Text createTextNode(java.lang.String data)
指定した文字列を値に持つテキスト・ノードを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.createTextNode(String)で指
定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - ノードのデータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しいテキスト・オブジェクト

expectedElements(Element)
public java.util.Vector expectedElements(org.w3c.dom.Element e)
要素に追加できる要素名の一覧をベクトルで戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
e - 要素

戻り値戻り値戻り値戻り値
名前の一覧のベクトル

getDoctype()
public org.w3c.dom.DocumentType getDoctype()
このドキュメントに対応する DTDを取得します。DTDのない XMLドキュメントの場合は、
NULLを戻します。DOMレベル 1の仕様では、DTDの編集はサポートされないことに注意
してください。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.getDoctype()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
対応する DTD

参照参照参照参照
org.w3c.dom.DocumentType

getDocumentElement()
public org.w3c.dom.Element getDocumentElement()
ドキュメントのルート要素を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.getDocumentElement()で指
定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ルート要素

getElementsByTagName(String)
public org.w3c.dom.NodeList getElementsByTagName(java.lang.String tagname)
与えられたタグ名を持つすべての要素のノード・リストを、ドキュメント・ツリーの前順走
査で一致する順に戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの
org.w3c.dom.Document.getElementsByTagName(String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
tagname - 一致するタグ名。特殊値「*」を指定すると、すべてのタグに一致します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するすべての要素を含む新しいノード・リスト・オブジェクト

getEncoding()
public final java.lang.String getEncoding()
文字コード情報を取得します。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
<?xml ...?>タグに格納される文字コード情報、またはユーザー定義の出力コード（文字コー
ド情報より後で設定された場合）

getImplementation()
public org.w3c.dom.DOMImplementation getImplementation()
このドキュメントを処理する DOMインプリメンテーション・オブジェクトを取得します。
DOMアプリケーションは、複数実装からオブジェクトを使用できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Documentインタフェースの org.w3c.dom.Document.getImplementation()で指定
します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
対応する DOMインプリメンテーション・オブジェクト

getOwnerDocument()
public org.w3c.dom.Document getOwnerDocument()
このノードに対応するドキュメント・オブジェクトを取得します。このノードがドキュメン
トである場合は、NULLが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getOwnerDocument()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getOwnerDocument()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
NULLまたは対応するドキュメント・オブジェクト

getStandalone()
public final java.lang.String getStandalone()
スタンドアロン情報を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
<?xml ...?>タグに格納されるスタンドアロン属性
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getVersion()
public final java.lang.String getVersion()
バージョン情報を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
<?xml ...?>タグに格納されるバージョン番号

print(OutputStream)
public void print(java.io.OutputStream out)
このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの print(OutputStream)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

print(OutputStream, String)
public void print(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)
このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの print(OutputStream, String)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - 無効なエンコーディングを指定した場合、または別のエラーが起きた場合に
発生します。
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print(Print Writer)
public void print(java.io.Print Writer out)
このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの print(Print Writer)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先のプリント・ライター

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

printExternalDTD(OutputStream)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out)
外部 DTDの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

printExternalDTD(OutputStream, String)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)
外部 DTDの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - 無効なエンコーディングを指定した場合、または別のエラーが起きた場合に
発生します。
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printExternalDTD(Print Writer)
public void printExternalDTD(java.io.Print Writer out)
このドキュメントの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先のプリント・ライター

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

replaceChild(Node, Node)
public org.w3c.dom.Node replaceChild(org.w3c.dom.Node newChild, 
org.w3c.dom.Node oldChild)
子リスト内の子ノード oldChildを newChildと置換し、oldChildノードを戻します。
newChildがツリー内にすでに存在する場合は、最初に削除されます。これは、
XMLNode.removeChildメソッドのオーバーライドです。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.replaceChild(Node, Node)で指定しま
す。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの replaceChild(Node, Node)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
newChild - 子リストに挿入する新しいノード

oldChild - リスト内で置換されるノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換されたノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
HIERARCHY_REQUEST_ERR: このノードが newChildノード・タイプの子を許可しない場
合に発生します。
WRONG_DOCUMENT_ERR: このドキュメントとは異なるドキュメントから newChildが
作成された場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR: oldChildがこのノードの子でない場合に発生します。
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setEncoding(String)
public final void setEncoding(java.lang.String encoding)
出力用の文字コードを設定します。また、最終的には <?xml ...?>タグに格納されるエンコー
ディングを設定しますが、ドキュメントが保存されるまでは、この設定を行いません。した
がって、ドキュメントがロードされるまでは、このメソッドをコールしないでください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
encoding - 設定する文字コード

setLocale(Locale)
public final void setLocale(java.util.Locale locale)
エラー・レポート用のロケールを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
locale - エラー・レポート用のロケール

setStandalone(String)
public final void setStandalone(java.lang.String value)
<?xml ...?>タグに格納されるスタンドアロン情報を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 属性値（yesまたは no）

setVersion(String)
public final void setVersion(java.lang.String version)
<?xml ...?>タグに格納されるバージョン番号を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
version - 設定するバージョン情報
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validateElementContent(Element)
public boolean validateElementContent(org.w3c.dom.Element e)
要素ノードの内容を検証します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
e - 検証する要素

戻り値戻り値戻り値戻り値
有効な場合は TRUE、無効な場合は FALSE
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oracle.xml.parser.v2

XMLDocumentFragment

構文構文構文構文
public class XMLDocumentFragment extends XMLNode implements 
org.w3c.dom.DocumentFragment, java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLDocumentFragment

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.DocumentFragment、org.w3c.dom.Node、
java.io.Serializable、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM DocumentFragmentインタフェースを実装します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.DocumentFragment、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLDocumentFragment() 空のドキュメント・フラグメントを作成します。

メソッド

getParentNode() ノードの親を取得します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、setNodeValue(String)、transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, 
NSResolver)
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLDocumentFragment()
public  XMLDocumentFragment()
空のドキュメント・フラグメントを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getParentNode()
public org.w3c.dom.Node getParentNode()
このノードの親を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getParentNode()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getParentNode()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの親（NULL）

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.parser.v2

XMLDocumentHandler

構文構文構文構文
public interface XMLDocumentHandler extends org.xml.sax.DocumentHandler

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
org.xml.sax.DocumentHandler

既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス
DefaultXMLDocumentHandler

説明説明説明説明
org.xml.sax.DocumentHandlerインタフェースを拡張します。名前空間のサポートが必要な
SAXアプリケーションは、このインタフェースを実装し、Parser.setDocumentHandler()を
使用して SAXパーサーに登録する必要があります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

cDATASection(char[ ], int, int) CDATAセクションの通知を受け取ります。

comment(String) コメントの通知を受け取ります。

endDoctype() DTDの終わりの通知を受け取ります。

endElement(NSName) 要素の終わりの通知を受け取ります。

setDoctype(DTD) DTDの通知を受け取ります。

setTextDecl(String, String) テキスト宣言の通知を受け取ります。

setXMLDecl(String, String, 
String)

XML宣言の通知を受け取ります。

startElement(NSName, 
SAXAttrList)

要素の始まりの通知を受け取ります。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

cDATASection(char[ ], int, int)
public void cDATASection(char[] ch, int start, int length)
CDATAセクションの通知を受け取ります。

パーサーは、CDATAセクションが検出されるたびに、このメソッドをコールします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ch - CDATAセクションの文字列

start - 文字配列の開始位置

length - 文字配列のうちの使用する文字数

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

comment(String)
public void comment(java.lang.String data)
コメントの通知を受け取ります。

パーサーは、コメントが検出されるたびに、このメソッドをコールします。コメントは、主
なドキュメント要素の前後で発生する場合があることに注意してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - コメント・データ NULL（コメントが指定されていない場合）

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

DocumentHandlerインタフェースから継承されたメソッド

characters(char[], int, int)、endDocument()、endElement(String)、ignorableWhitespace(char[], int, int)、
processingInstruction(String, String)、setDocumentLocator(Locator)、startDocument()、
startElement(String, AttributeList)
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endDoctype()
public void endDoctype()
DTDの終わりの通知を受け取ります。

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

endElement(NSName)
public void endElement(NSName elem)
要素の終わりの通知を受け取ります。SAXパーサーは、XMLドキュメント内の各要素の終
わりでこのメソッドをコールします。各 endElement()イベントには、対応する
startElement()イベントがあります（要素が空の場合も同様）。

org.xml.sax.DocumentHandler.endElementのかわりにこのメソッドを実装すると、SAXア
プリケーションで、NSNameによる名前空間がサポートされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
elem - NSNameオブジェクト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外が発生する可能性があります。

参照参照参照参照
org.xml.sax.DocumentHandler.endElement(String)

setDoctype(DTD)
public void setDoctype(DTD dtd)
DTD（文書型ノード）の通知を受け取ります。

パーサーは、startDocumentをコールしてからこのメソッドをコールし、使用するDTDを
登録します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
DTD - DTDノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。
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setTextDecl(String, String)
public void setTextDecl(java.lang.String version, java.lang.String encoding)
テキスト宣言の通知を受け取ります。

パーサーは、テキスト宣言ごとにこのメソッドをコールします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
version - バージョン番号（指定されていない場合は NULL）

encoding - エンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

setXMLDecl(String, String, String)
public void setXMLDecl(java.lang.String version, java.lang.String standalone, 
java.lang.String encoding)
XML Declarationの通知を受け取ります。 

パーサーは、XML宣言ごとに、このメソッドをコールします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
version - バージョン番号

standalone - スタンドアロン値またはNULL（スタンドアロン値が指定されていない場合）

encoding - エンコーディングまたは NULL（エンコーディングが指定されていない場合）

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

startElement(NSName, SAXAttrList)
public void startElement(NSName elem, SAXAttrList attrlist)
要素の始まりの通知を受け取ります。パーサーは、XMLドキュメント内の各要素の始まり
でこのメソッドをコールします。各 startElement()イベントには、対応する endElement()イ
ベントがあります（要素が空の場合も同様）。すべての要素内容は、対応する endElement()
イベントより前に、順に通知されます。

org.xml.sax.DocumentHandler.startElementのかわりにこのメソッドを実装すると、SAXア
プリケーションで、NSNameおよび SAXAttrListによる名前空間がサポートされます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
elem - NSNameオブジェクト

attrlist - 要素の SAXAttrList

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外が発生する可能性があります。

参照参照参照参照
org.xml.sax.DocumentHandler.startElement(String, AttributeList)
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oracle.xml.parser.v2

XMLElement

構文構文構文構文
public class XMLElement extends XMLNode implements org.w3c.dom.Element, 
java.io.Serializable, NSName, NSResolver
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLElement

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
ava.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Element、org.w3c.dom.Node、NSName、NSResolver、
java.io.Serializable、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM Elementインタフェースを実装します。要素は、XMLパーサーが、デフォルトのノー
ド・ファクトリまたはユーザー定義のノード・ファクトリ（setNodeFactoty()メソッドを使
用して登録されている場合）を使用して作成します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.Element、XMLParser、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLElement(String) 与えられた名前を持つ要素を作成します。

XMLElement(String, String, 
String)

与えられた名前、接頭辞および名前空間を持つ要素を作成します。

メソッド

checkNamespace(String, String) 指定した名前空間に要素が属するかどうかを判別します。

cloneNode(boolean) ノードの複製を戻す、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能します。

getAttribute(String) 指定する属性名の属性値を取得します。

getAttributeNode(String) 指定する属性名を持つ属性ノードを取得します。
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getAttributes() ノードが要素の場合はその属性を含む NamedNodeMapを、それ以外の場合は
NULLを取得します。

getChildrenByTagName(String) 指定するタグが持つすべての子ノードをノード・リストとして取得します。

getChildrenByTagName(String, 
String)

指定するタグおよび名前空間が持つすべての子ノードをノード・リストとして取
得します。

getElementsByTagName(String) 指定するタグが持つすべての子要素を、要素ツリーの前順走査で一致する順に
ノード・リストとして取得します。

getElementsByTagName(String, 
String)

指定するタグおよび名前空間が持つすべての子要素を、要素ツリーの前順走査で
一致する順にノード・リストとして取得します。

getExpandedName() 要素の解決済完全名を取得します。

getLocalName() 要素のローカル名を取得します。

getNamespace() 要素の解決済名前空間を取得します。

getPrefix() 要素の名前空間の接頭辞を取得します。

getQualifiedName() 要素の修飾名を取得します。

getTagName() 要素名を取得します。

normalize() 要素の下位サブツリー全体にあるすべてのテキスト・ノードを正規形に変換しま
す。この正規形では、マークアップ（タグ、コメント、処理命令、CDATAセク
ション、実体参照など）のみがテキスト・ノードを分割し、隣接するテキスト・
ノードがない状態になります。

removeAttribute(String) 指定する属性名の属性を削除します。

removeAttributeNode(Attr) 指定する属性ノードの属性を削除します。

resolveNamespacePrefix(String) 名前空間の接頭辞を指定し、この要素で、有効範囲にある名前空間定義を検索し
ます。

setAttribute(String, String) 新しい属性を追加します。

setAttributeNode(Attr) 新しい属性を追加します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、getNodeName()、
getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、getPreviousSibling()、
hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, String)、print(Print 
Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、setNodeValue(String)、transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, 
NSResolver)
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLElement(String)
public  XMLElement(java.lang.String tag)
与えられた名前を持つ要素を作成します。

XMLElement(String, String, String)
public  XMLElement(java.lang.String name, java.lang.String prefix, java.lang.String 
namespace)
与えられた名前、接頭辞および名前空間を持つ要素を作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

checkNamespace(String, String)
public boolean checkNamespace(java.lang.String localname, java.lang.String ns)
指定した名前空間に要素が属するかどうかを判別します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ns - 名前空間

戻り値戻り値戻り値戻り値
TRUE - 指定した名前空間に要素が属する場合

cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)
ノードの複製を戻す、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能します。複製ノード
は親を持ちません（parentNodeは NULLを戻します）。要素をクローニングすると、XML

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、getNextSibling()、getNodeName()、
getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、getPreviousSibling()、
hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、
setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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プロセッサによって生成されたデフォルト値の属性を含む、すべての属性およびその値がコ
ピーされます。ただし、このメソッドでは、ノードに含まれるテキストは、子であるテキス
ト・ノードに含まれているため、ディープ・クローンの場合以外はコピーされません。他の
タイプのノードをクローニングすると、単純にこのノードのコピーが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの cloneNode(boolean)をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合、指定したノードの下位サブツリーが再帰的にクローニングされます。
FALSEの場合、ノードのみが（ノードが要素の場合はその属性も）クローニングされます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード

getAttribute(String)
public java.lang.String getAttribute(java.lang.String name)
指定する属性名の属性値を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.getAttribute(String)で指定しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 属性名

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としての属性値、またはその属性が設定値またはデフォルト値を持たない場合は空の
文字列

getAttributeNode(String)
public org.w3c.dom.Attr getAttributeNode(java.lang.String name)
指定する属性名を持つ属性ノードを取得します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.getAttributeNode(String)で指定
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 属性名

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した属性名を持つ属性ノード、または該当する属性がない場合は NULL

getAttributes()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getAttributes()
ノードが要素の場合はその属性を含む NamedNodeMapを、それ以外の場合は NULLを取
得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getAttributes()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getAttributes()をオーバーライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
この要素の属性リスト

getChildrenByTagName(String)
public org.w3c.dom.NodeList getChildrenByTagName(java.lang.String name)
指定するタグが持つすべての子ノードのノード・リストを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - タグ名

戻り値戻り値戻り値戻り値
子ノードのノード・リスト
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getChildrenByTagName(String, String)
public org.w3c.dom.NodeList getChildrenByTagName(java.lang.String name, 
java.lang.String ns)
指定するタグおよび名前空間が持つすべての子ノードのノード・リストを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - タグ名（ローカル名）

ns - 名前空間

戻り値戻り値戻り値戻り値
子ノードのノード・リスト

getElementsByTagName(String)
public org.w3c.dom.NodeList getElementsByTagName(java.lang.String name)
指定するタグが持つすべての子要素を、要素ツリーの前順走査で一致する順にノード・リス
トとして戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.getElementsByTagName(String)
で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - タグ名。特殊値「*」を指定すると、すべてのタグに一致します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致する要素ノードのリスト

getElementsByTagName(String, String)
public org.w3c.dom.NodeList getElementsByTagName(java.lang.String name, 
java.lang.String ns)
指定するタグおよび名前空間が持つすべての子要素を、要素ツリーの前順走査で一致する順
にノード・リストとして戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 検索するタグ名。特殊値「*」を指定すると、すべてのタグに一致します（常にロー
カル名）。

ns - 要素の名前空間
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戻り値戻り値戻り値戻り値
一致する要素ノードのリスト

getExpandedName()
public java.lang.String getExpandedName()
要素の解決済完全名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getExpandedName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済完全名

getLocalName()
public java.lang.String getLocalName()
要素のローカル名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getLocalName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ローカル名

getNamespace()
public java.lang.String getNamespace()
要素の解決済名前空間を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getNamespace()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済名前空間

getPrefix()
public java.lang.String getPrefix()
要素の名前空間の接頭辞を取得します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getPrefix()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
名前空間の接頭辞

getQualifiedName()
public java.lang.String getQualifiedName()
要素の修飾名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSNameインタフェースの getQualifiedName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
修飾名

getTagName()
public java.lang.String getTagName()
要素名を取得します。たとえば、<elementExample id="demo"> ... </elementExample>の場
合、要素名は値「elementExample」を持ちます。XMLでは、DOMのすべての操作と同
様、大 /小文字が区別されることに注意してください。HTML DOMは、ソースである
HTMLドキュメントでの大 /小文字にかかわらず、HTML要素の要素名を大文字の正規形
で戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.getTagName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
要素名

normalize()
public void normalize()
要素の下位サブツリー全体にあるすべてのテキスト・ノードを正規形に変換します。この正
規形では、マークアップ（タグ、コメント、処理命令、CDATAセクション、実体参照な
ど）のみがテキスト・ノードを分割し、隣接するテキスト・ノードがない状態になります。
これを使用して、ドキュメントの DOM表示が、保存および再ロードされた場合と同様であ
ることを確認できます。また、特定のドキュメント・ツリー構造に依存する操作（Xポイン
タ検索など）を使用する場合に有効です。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.normalize()で指定します。

removeAttribute(String)
public void removeAttribute(java.lang.String name)
指定する属性名の属性を削除します。削除した属性がデフォルト値を持つ場合は、すぐに置
換されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.removeAttribute(String)で指定
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 削除する属性の名前

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り
専用である場合に発生します。

removeAttributeNode(Attr)
public org.w3c.dom.Attr removeAttributeNode(org.w3c.dom.Attr oldAttr)
指定する属性ノードの属性を削除します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.removeAttributeNode(Attr)で指
定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
oldAttr - 属性リストから削除する属性ノード。削除した属性がデフォルト値を持つ場合
は、すぐに置換されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
削除した属性ノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR: oldAttrが要素の属性でない場合に発生します。
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resolveNamespacePrefix(String)
public java.lang.String resolveNamespacePrefix(java.lang.String prefix)
名前空間の接頭辞を指定し、この要素で有効範囲にある名前空間定義を検索します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
NSResolverインタフェースの resolveNamespacePrefix(String)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
prefix - 解決する名前空間の接頭辞

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済名前空間（接頭辞を解決できない場合は NULL）

setAttribute(String, String)
public void setAttribute(java.lang.String name, java.lang.String value)
新しい属性を追加します。指定する属性名を持つ属性がすでに要素に存在する場合は、その
値が該当する値パラメータの値に変更されます。この値は、単純な文字列であり、設定され
ている場合は解析されません。このため、すべてのマークアップ（実体参照として認識され
る構文など）はリテラル・テキストとして処理され、作成時に実装によって適切にエスケー
プされる必要があります。実体参照を含む属性値を割り当てるには、1つの属性ノードに加
えて、任意のテキスト・ノードおよび EntityReferenceノードを作成し、適切なサブツ
リーを構築して、setAttributeNodeによって、属性値として割り当てる必要がありま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.setAttribute(String, String)で指
定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 作成または変更する属性の名前

value - 文字列形式で設定する値

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR: 指定した属性名が無効な文字を
含む場合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
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setAttributeNode(Attr)
public org.w3c.dom.Attr setAttributeNode(org.w3c.dom.Attr newAttr)
新しい属性を追加します。指定する属性を持つ属性がすでに要素に存在する場合は、新しい
属性によって置換されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Elementインタフェースの org.w3c.dom.Element.setAttributeNode(Attr)で指定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
newAttr - 属性リストに追加する属性ノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
同じ属性名を持つ既存の属性が newAttr属性によって置換されると、前に存在した属性
ノードが戻されます。それ以外の場合は NULLが戻されます。

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - WRONG_DOCUMENT_ERR: newAttrが、要素を作成したド
キュメントとは異なるドキュメントから作成された場合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
INUSE_ATTRIBUTE_ERR: newAttrがすでに他の要素オブジェクトの属性である場合に発
生します。DOMユーザーは、属性ノードを明示的にクローニングして、それを他の要素で
再度使用する必要があります。
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oracle.xml.parser.v2

XMLEntityReference

構文構文構文構文
public class XMLEntityReference extends XMLNode implements 
org.w3c.dom.EntityReference, oracle.xml.parser.v2.XMLConstants, 
java.lang.Cloneable, java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLEntityReference

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.EntityReference、org.w3c.dom.Node、
java.io.Serializable、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLEntityReference(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド
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AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、
selectNodes(String, NSResolver)、selectSingleNode(String, NSResolver)、setNodeValue(String)、
transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLEntityReference(String)
public  XMLEntityReference(java.lang.String tag)

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.parser.v2

XMLNode

構文構文構文構文
public class XMLNode extends java.lang.Object implements org.w3c.dom.Node, 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants, java.lang.Cloneable, java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLNode

既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス
AttrDecl、oracle.xml.parser.v2.CharData、DTD、ElementDecl、XMLAttr、
XMLDocument、XMLDocumentFragment、XMLElement、XMLEntityReference

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Node、java.io.Serializable、
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOMノード・インタフェースを実装し、ドキュメント・オブジェクト・モデル全体のプラ
イマリ・データ型として機能します。これは、ドキュメント・ツリーの単一ノードを表しま
す。

属性 nodeName、nodeValueおよび attributesは、特定の導出インスタンスに依存せず
にノード情報を取得するためのメカニズムとして含まれます。特定の nodeTypeのこれらの
属性（要素の nodeValue、コメントの attributesなど）が明確にマッピングされていな
い場合は、NULLが戻されます。派生クラスには、関連情報を取得および設定するためによ
り有効な、別のメカニズムが含まれる場合があることに注意してください。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

フィールド

ATTRDECL 属性宣言ノードです。

ELEMENTDECL 要素宣言ノードです。

メソッド

appendChild(Node) ノードの子のノード・リストの最後に、newChildノードを追加します。
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cloneNode(boolean) ノードの複製を戻し、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能します。

getAttributes() ノードが要素の場合はその属性を含む NamedNodeMapを、それ以外の場合は
NULLを取得します。

getChildNodes() ノードのすべての子ノードを含むノード・リストを取得します。

getFirstChild() ノードの最初の子ノードを取得します。

getLastChild() ノードの最後の子ノードを取得します。

getNextSibling() ノードの直後のノードを取得します。

getNodeName() ノードの名前を、ノード・タイプに応じて取得します。

getNodeType() 基礎となるオブジェクトの型を表すコードを取得します。

getNodeValue() ノードの値を、ノード・タイプに応じて取得します。

getOwnerDocument() ノードに対応するドキュメント・オブジェクトを取得します。

getParentNode() ノードの親を取得します。

getPreviousSibling() ノードの直前のノードを取得します。

hasChildNodes() ノードに子ノードがあるかどうかを判別します。

insertBefore(Node, Node) ノード newChildを既存の子ノード refChildの前に挿入します。

print(OutputStream) ノードの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

print(OutputStream, String) ノードの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

print(Print Writer) ノードの内容を特定のプリント・ライターを使用して書き込みます。

removeChild(Node) oldChildが示す子ノードを子のノード・リストから削除し、それを戻します。

replaceChild(Node, Node) 子のノード・リスト内の子ノード oldChildを newChildと置換し、oldChild
ノードを戻します。

selectNodes(String, NSResolver) 与えられたパターンに一致するツリー内のノードを選択します。

selectSingleNode(String, 
NSResolver)

与えられたパターンに一致するツリー内の最初のノードを選択します。

setNodeValue(String) このノードの値を、ノード・タイプに応じて設定します。

transformNode(XSLStylesheet) ツリー内のノードを、与えられたスタイルシートを使用して変換します。

valueOf(String, NSResolver) 与えられたパターンに一致する、ツリー内の最初のノードの値を選択します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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フィールドフィールドフィールドフィールド

ATTRDECL
public static final short ATTRDECL
属性宣言ノードです。

ELEMENTDECL
public static final short ELEMENTDECL
要素宣言ノードです。

メソッドメソッドメソッドメソッド

appendChild(Node)
public org.w3c.dom.Node appendChild(org.w3c.dom.Node newChild)
ノードの子のノード・リストの最後に、newChildノードを追加します。これは、newChild
がツリー内にすでに存在する場合は、最初に削除されます。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.appendChild(Node)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
newChild - 追加するノード
これが DocumentFragmentオブジェクトである場合は、ドキュメント・フラグメントの内
容全体が、このノードの子のノード・リストに移動されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
追加ノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
HIERARCHY_REQUEST_ERR: このノードが newChildノード・タイプの子を許可しないタ
イプである場合、または追加するノードがこのノードの祖先クラスの 1つである場合に発生
します。
WRONG_DOCUMENT_ERR: このノードを作成したドキュメントとは異なるドキュメント
から newChildが作成された場合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。

cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)
ノードの複製を戻す、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能します。複製ノード
は親を持ちません（parentNodeは NULLを戻します）。要素をクローニングすると、XML
プロセッサによって生成されたデフォルト値の属性を含む、すべての属性およびその値がコ
ピーされます。ただし、このメソッドでは、ノードに含まれるテキストは、子であるテキス
ト・ノードに含まれているため、ディープ・クローンの場合以外はコピーされません。他の
タイプのノードをクローニングすると、単純にこのノードのコピーが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合、指定したノードの下位サブツリーが再帰的にクローニングされます。
FALSEの場合、ノードのみが（ノードが要素の場合はその属性も）クローニングされます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード
XML Parser for Java 1-111



XMLNode
getAttributes()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getAttributes()
ノードが要素の場合はその属性を含む NamedNodeMapを、それ以外の場合は NULLを取
得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getAttributes()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの属性

getChildNodes()
public org.w3c.dom.NodeList getChildNodes()
ノードのすべての子ノードを含むノード・リストを取得します。子ノードが存在しない場合
は、ノードを含まないノード・リストが戻されます。戻されたノード・リストの内容は、た
とえば、それが作成される基になったノード・オブジェクトの子ノードに変更があった場
合、その変更がノード・リスト・アクセッサが戻すノードにすぐに反映されるという意味で
最新のものであり、ノード内容の静的スナップショットではありません。このことは、
getElementsByTagNameメソッドが戻すノード・リストを含む、すべてのノード・リストに
ついていえます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getChildNodes()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの子ノード

getFirstChild()
public org.w3c.dom.Node getFirstChild()
ノードの最初の子ノードを取得します。該当するノードがない場合は、NULLが戻されま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getFirstChild()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの最初の子ノード
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getLastChild()
public org.w3c.dom.Node getLastChild()
ノードの最後の子ノードを取得します。該当するノードがない場合は、NULLが戻されま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getLastChild()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの最後の子ノード

getNextSibling()
public org.w3c.dom.Node getNextSibling()
ノードの直後のノードを取得します。 該当するノードがない場合は、NULLが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getNextSibling()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
次のノード

getNodeName()
public java.lang.String getNodeName()
ノードの名前を、ノード・タイプに応じて取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getNodeName()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの名前

getNodeType()
public short getNodeType()
基礎となるオブジェクトの型を表すコードを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getNodeType()で指定します。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
ノード・タイプ

getNodeValue()
public java.lang.String getNodeValue()
ノードの値を、ノード・タイプに応じて取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getNodeValue()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの値

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
DOMSTRING_SIZE_ERR: このノードが、実装プラットフォーム上で DOMString変数より
多い文字を戻す場合に発生します。

getOwnerDocument()
public org.w3c.dom.Document getOwnerDocument()
ノードに対応するドキュメント・オブジェクトを取得します。これは、新しいノードを作成
するために使用するドキュメント・オブジェクトでもあります。このノードがドキュメント
である場合は、NULLが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getOwnerDocument()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードに対応するドキュメント

getParentNode()
public org.w3c.dom.Node getParentNode()
ノードの親を取得します。Document、DocumentFragmentおよび属性以外のすべてのノー
ドは、親を持ちます。ただし、ノードが作成された直後でツリーに追加されていない場合、
またはツリーから削除された場合は、NULLが戻されます。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getParentNode()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードの親

getPreviousSibling()
public org.w3c.dom.Node getPreviousSibling()
ノードの直前のノードを取得します。該当するノードがない場合は、NULLが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getPreviousSibling()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
前にあるノード

hasChildNodes()
public boolean hasChildNodes()
ノードに子ノードがあるかどうかを判別します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.hasChildNodes()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードが子を持つ場合は TRUE、子を持たない場合は FALSEが戻されます。

insertBefore(Node, Node)
public org.w3c.dom.Node insertBefore(org.w3c.dom.Node newChild, 
org.w3c.dom.Node refChild)
newChildノードを既存の子ノード refChildの前に挿入します。refChildが NULLの場合
は、子リストの最後に newChildを挿入します。newChildが DocumentFragmentオブジェ
クトの場合は、そのすべての子が同じ順序で refChildの前に挿入されます。newChildがツ
リー内にすでに存在する場合は、最初に削除されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.insertBefore(Node, Node)で指定しま
す。
XML Parser for Java 1-115



XMLNode
パラメータパラメータパラメータパラメータ
newChild - 挿入するノード

refChild - 参照ノード（このノードの前に新しいノードが挿入されます）

戻り値戻り値戻り値戻り値
挿入されているノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException - HIERARCHY_REQUEST_ERR: このノードが newChildノー
ド・タイプの子を許可しないタイプである場合、または挿入するノードがこのノードの祖先
クラスの 1つである場合に発生します。
WRONG_DOCUMENT_ERR: このノードを作成したドキュメントとは異なるドキュメント
から newChildが作成された場合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR: refChildがこのノードの子でない場合に発生します。

print(OutputStream)
public void print(java.io.OutputStream out)
ノードの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

print(OutputStream, String)
public void print(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)
ノードの内容を特定の出力ストリームに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 書込み先の出力ストリーム

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - 無効なエンコーディングを指定した場合、または別のエラーが起きた場合に
発生します。
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print(Print Writer)
public void print(java.io.Print Writer out)
ノードの内容を、特定のプリント・ライターを使用して書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 使用するプリント・ライター

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - エラーが起きた場合に発生します。

removeChild(Node)
public org.w3c.dom.Node removeChild(org.w3c.dom.Node oldChild)
oldChildが示す子ノードを子リストから削除し、それを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.removeChild(Node)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
oldChild - 削除中のノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
削除したノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR: oldChildがこのノードの子でない場合に発生します。

replaceChild(Node, Node)
public org.w3c.dom.Node replaceChild(org.w3c.dom.Node newChild, 
org.w3c.dom.Node oldChild)
子のノード・リスト内の子ノード oldChildを newChildと置換し、oldChildノードを戻し
ます。これは、newChildがツリー内にすでに存在する場合は、最初に削除されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.replaceChild(Node, Node)で指定し
ます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
newChild - 子リストに挿入する新しいノード

oldChild - リスト内で置換されるノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換されたノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
HIERARCHY_REQUEST_ERR: このノードが newChildノード・タイプの子を許可しないタ
イプである場合、または挿入するノードがこのノードの祖先クラスの 1つである場合に発生
します。
WRONG_DOCUMENT_ERR: このノードを作成したドキュメントとは異なるドキュメント
から newChildが作成された場合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR: oldChildがこのノードの子でない場合に発生します。

selectNodes(String, NSResolver)
public org.w3c.dom.NodeList selectNodes(java.lang.String pattern, NSResolver 
nsr)
与えられたパターンに一致するツリー内のノードを選択します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pattern - 一致させる XSLパターン

nsr - 与えられたパターンに一致する接頭辞を変換する NSResolver

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するノードのリスト

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - 一致検索中にエラーが起きた場合に発生します。
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selectSingleNode(String, NSResolver)
public org.w3c.dom.Node selectSingleNode(java.lang.String pattern, NSResolver nsr)
与えられたパターンに一致するツリー内の最初のノードを選択します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pattern - 一致させる XSLパターン

nsr - 与えられたパターンに一致する接頭辞を変換する NSResolver

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - 一致検索中にエラーが起きた場合に発生します。

setNodeValue(String)
public void setNodeValue(java.lang.String nodeValue)
このノードの値を、ノード・タイプに応じて設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.setNodeValue(String)で指定しま
す。

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
DOMSTRING_SIZE_ERR: このノードが、実装プラットフォーム上で DOMString変数より
多い文字を戻す場合に発生します。

transformNode(XSLStylesheet)
public org.w3c.dom.DocumentFragment transformNode(XSLStylesheet xsl)
ツリー内のノードを、与えられたスタイルシートを使用して変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用される XSLStylesheet

戻り値戻り値戻り値戻り値
ドキュメント・フラグメント
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - XSL変換中にエラーが起きた場合に発生します。

valueOf(String, NSResolver)
public java.lang.String valueOf(java.lang.String pattern, NSResolver nsr)
与えられたパターンに一致する、ツリー内の最初のノードの値を選択します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pattern - 一致させる XSLパターン

nsr - 与えられたパターンに一致する接頭辞を変換する NSResolver

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するノードの値

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - 一致検索中にエラーが起きた場合に発生します。
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oracle.xml.parser.v2

XMLParseException

構文構文構文構文
public class XMLParseException extends org.xml.sax.SAXParseException
 
java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--org.xml.sax.SAXException

|
+--org.xml.sax.SAXParseException

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLParseException

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLドキュメントの処理中に解析例外が発生したことを示します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

フィールド

ERROR 非致命的エラーのコードです。

FATAL_ERROR 致命的エラーのコードです。

WARNING 警告のコードです。

コンストラクタ

XMLParseException(String, 
String, String, int, int, int)

メソッド

getColumnNumber(int) 指定した索引で発生したエラーの列番号を取得します。

getException(int) 指定した索引のエラーで発生した例外（存在する場合）を取得します。
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フィールドフィールドフィールドフィールド

ERROR
public static final int ERROR
非致命的エラーのコードです。

FATAL_ERROR
public static final int FATAL_ERROR
致命的エラーのコードです。

WARNING
public static final int WARNING
警告のコードです。

getLineNumber(int) 指定した索引で発生したエラーの行番号を取得します。

getMessage(int) 指定した索引のエラー・メッセージを取得します。

getMessageType(int) 指定した索引のエラー・メッセージのタイプを取得します。

getNumMessages() 解析中に検出されたエラー /警告の合計数を戻します。

getPublicId(int) 指定した索引でエラーが発生した場合に入力するパブリック IDを取得します。

getSystemId(int) 指定した索引でエラーが発生した場合に入力するシステム IDを取得します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

SAXParseExceptionインタフェースから継承されたメソッド

getColumnNumber()、getLineNumber()、getPublicId()、getSystemId()

SAXExceptionインタフェースから継承されたメソッド

getException()、getMessage()、toString()

java.lang.Throwableクラスから継承されたメソッド

fillInStackTrace、getLocalizedMessage、printStackTrace、printStackTrace、printStackTrace

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLParseException(String, String, String, int, int, int)
public  XMLParseException(java.lang.String mesg, java.lang.String pubId, 
java.lang.String sysId, int line, int col, int type)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getColumnNumber(int)
public int getColumnNumber(int i)
指定した索引で発生したエラーの列番号を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
列番号

getException(int)
public java.lang.Exception getException(int i)
指定した索引のエラーで発生した例外（存在する場合）を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
例外

getLineNumber(int)
public int getLineNumber(int i)
指定した索引で発生したエラーの行番号を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
行番号

getMessage(int)
public java.lang.String getMessage(int i)
指定した索引のエラー・メッセージを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ
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getMessageType(int)
public int getMessageType(int i)
指定した索引のエラー・メッセージのタイプを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージのタイプ

getNumMessages()
public int getNumMessages()
解析中に検出されたエラー /警告の合計数を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー /警告の数

getPublicId(int)
public java.lang.String getPublicId(int i)
指定した索引でエラーが発生した場合に入力するパブリック IDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
パブリック ID

getSystemId(int)
public java.lang.String getSystemId(int i)
指定した索引でエラーが発生した場合に入力するシステム IDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
システム ID
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oracle.xml.parser.v2

XMLParser

構文構文構文構文
public abstract class XMLParser extends java.lang.Object implements 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLParser

既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス
DOMParser、SAXParser

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOMParserクラスおよび SAXParserクラスのベース・クラスとして機能します。このクラ
スには、W3C勧告に従って拡張可能マークアップ言語（XML）1.0ドキュメントを解析する
メソッドが含まれています。このクラスは、インスタンス化できません（アプリケーション
では、用途に応じて、DOMまたは SAXパーサーをインスタンス化します）。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

getReleaseVersion() Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

getValidationMode() 検証モードを戻します。

parse(InputSource) 与えられた入力ソースから XMLを解析します。

parse(InputStream) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(Reader) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(String) 指定した URLから XMLを解析します。

parse(URL) 与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLド
キュメントの階層を作成します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getReleaseVersion()
public static java.lang.String getReleaseVersion()
Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
バージョン番号文字列

setBaseURL(URL) 外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。

setDoctype(DTD) DTDを設定します。

setLocale(Locale) アプリケーションは、これを使用してエラー・レポート用のロケールを設定でき
ます。

setPreserveWhitespace(boolean) 空白保持モードを設定します。

setValidationMode(boolean) 検証モードを設定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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getValidationMode()
public boolean getValidationMode()
検証モードを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLパーサーが検証中の場合は TRUE、検証中でない場合は FALSE

parse(InputSource)
public final void parse(org.xml.sax.InputSource in)
与えられた入力ソースから XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSource

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parse(InputStream)
public final void parse(java.io.InputStream in)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
setBaseURL(URL)
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parse(Reader)
public final void parse(java.io.Reader r)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
setBaseURL(URL)

parse(String)
public final void parse(java.lang.String in)
指定した URLから XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parse(URL)
public final void parse(java.net.URL url)
与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメントの
階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

setBaseURL(URL)
public void setBaseURL(java.net.URL url)
外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。 
parse(InputStream)を利用する場合は、このメソッドをコールする必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - ベース URL

setDoctype(DTD)
public void setDoctype(DTD dtd)
DTDを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
dtd - 設定する DTD。解析中に使用されます。

setLocale(Locale)
public void setLocale(java.util.Locale locale)
アプリケーションは、これを使用してエラー・レポート用のロケールを設定できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
locale - 設定する Locale

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.xml.sax.SAXException - SAXの例外が発生する可能性があります。

参照参照参照参照
org.xml.sax.Parser.setLocale(Locale)
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setPreserveWhitespace(boolean)
public void setPreserveWhitespace(boolean flag)
空白保持モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - 保持モード

setValidationMode(boolean)
public void setValidationMode(boolean yes)
検証モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - XMLパーサーが検証する必要があるかどうかを決定します。
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oracle.xml.parser.v2

XMLPI

構文構文構文構文
public class XMLPI extends oracle.xml.parser.v2.CharData implements 
org.w3c.dom.ProcessingInstruction, java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.CharData

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLPI

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.w3c.dom.CharacterData、java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Node、
org.w3c.dom.ProcessingInstruction、java.io.Serializable、
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM Processing Instructionインタフェースを実装します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.ProcessingInstruction、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLPI(String, String) 与えられたターゲットおよびデータを持つ新しい処理命令ノードを作成します。

メソッド

getTarget() この処理命令のターゲットを戻します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

oracle.xml.parser.v2.CharDataクラスから継承されたメソッド

appendData、deleteData、getData、getLength、insertData、replaceData、setData、setNodeValue、substringData
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLPI(String, String)
public  XMLPI(java.lang.String target, java.lang.String data)
与えられたターゲットおよびデータを持つ新しい処理命令ノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
target - この処理命令のターゲット

data - この処理命令の内容

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、
print(OutputStream, String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、
selectNodes(String, NSResolver)、selectSingleNode(String, NSResolver)、transformNode(XSLStylesheet)、
valueOf(String, NSResolver)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

ProcessingInstructionインタフェースから継承されたメソッド

getData()、setData(String)

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getNodeValue()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

CharacterDataインタフェースから継承されたメソッド

appendData(String)、deleteData(int, int)、getLength()、insertData(int, String)、replaceData(int, int, String)、
substringData(int, int)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getTarget()
public java.lang.String getTarget()
この処理命令のターゲットを戻します。 XMLは、これを処理命令を開始するマークアップの
後の最初のトークンとして定義します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.ProcessingInstructionインタフェースの
org.w3c.dom.ProcessingInstruction.getTarget()で指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
処理命令のターゲット
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oracle.xml.parser.v2

XMLText

構文構文構文構文
public class XMLText extends oracle.xml.parser.v2.CharData implements 
org.w3c.dom.Text, java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--XMLNode

|
+--oracle.xml.parser.v2.CharData

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLText

既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス
XMLCDATA

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.w3c.dom.CharacterData、java.lang.Cloneable、org.w3c.dom.Node、
java.io.Serializable、org.w3c.dom.Text、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOM Textインタフェースを実装します。

参照参照参照参照
org.w3c.dom.Text、NodeFactory、setNodeFactory(NodeFactory)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLText(String)

メソッド

getNodeValue()

splitText(int) テキスト・ノードを、指定したオフセットで 2つのテキスト・ノードに分割しま
す。このため、これら 2つのノードは兄弟関係となり、1つ目のノードにはオフ
セットまでの内容のみが含まれます。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XMLNodeクラスから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、ATTRDECL、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、
cCOMMENTEND、cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、
cEMPTYTAGEND、cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、
cIDREF、cIDREFS、cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、
cNOTATION、COLON、COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、
cSYSTEM、cVERSION、cXML、DOUBLEQUOTE、ELEMENTDECL、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、
FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、
LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、
nameENCODING、nameNameSpace、nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、
nameXML、nameXMLLang、nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、
NONVALIDATING、OR、PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、
SLASH、TAGEND、TAGSTART、VALIDATING、WARNING

Nodeインタフェースから継承されたフィールド

ATTRIBUTE_NODE、CDATA_SECTION_NODE、COMMENT_NODE、DOCUMENT_FRAGMENT_NODE、
DOCUMENT_NODE、DOCUMENT_TYPE_NODE、ELEMENT_NODE、ENTITY_NODE、
ENTITY_REFERENCE_NODE、NOTATION_NODE、PROCESSING_INSTRUCTION_NODE、TEXT_NODE

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

oracle.xml.parser.v2.CharDataクラスから継承されたメソッド

appendData、deleteData、getData、getLength、insertData、replaceData、setData、setNodeValue、substringData

XMLNodeクラスから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、print(OutputStream)、print(OutputStream, 
String)、print(Print Writer)、removeChild(Node)、replaceChild(Node, Node)、selectNodes(String, NSResolver)、
selectSingleNode(String, NSResolver)、transformNode(XSLStylesheet)、valueOf(String, NSResolver)
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLText(String)
public  XMLText(java.lang.String text)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getNodeValue()
public java.lang.String getNodeValue()

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Nodeインタフェースの org.w3c.dom.Node.getNodeValue()で指定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XMLNodeクラスの getNodeValue()をオーバーライドします。

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

CharacterDataインタフェースから継承されたメソッド

appendData(String)、deleteData(int, int)、getData()、getLength()、insertData(int, String)、
replaceData(int, int, String)、setData(String)、substringData(int, int)

Nodeインタフェースから継承されたメソッド

appendChild(Node)、cloneNode(boolean)、getAttributes()、getChildNodes()、getFirstChild()、getLastChild()、
getNextSibling()、getNodeName()、getNodeType()、getOwnerDocument()、getParentNode()、
getPreviousSibling()、hasChildNodes()、insertBefore(Node, Node)、removeChild(Node)、
replaceChild(Node, Node)、setNodeValue(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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splitText(int)
public org.w3c.dom.Text splitText(int offset)
テキスト・ノードを、指定したオフセットで 2つのテキスト・ノードに分割します。このた
め、これら 2つのノードは兄弟関係となり、1つ目のノードにはオフセットまでの内容のみ
が含まれます。新しく挿入される 2つ目のノードには、オフセット点の後のすべての内容が
含まれます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
org.w3c.dom.Textインタフェースの org.w3c.dom.Text.splitText(int)で指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
offset - 分割点となるオフセット（0から開始）

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しいテキスト・ノード

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
org.w3c.dom.DOMException -
INDEX_SIZE_ERR: 指定したオフセットが負数の場合、または data内の文字数より多い場
合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用である場合に発生します。
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XMLToken

構文構文構文構文
public interface XMLToken

説明説明説明説明
XMLTokenの基本インタフェースです。

トークン化機能を持つすべての XMLParserアプリケーションは、このインタフェースを実
装する必要があります。このインタフェースは、XMLParserのメソッドである
setTokenHandler(XMLToken handler)を使用して登録する必要があります。

XMLトークン・ハンドラが NULLでない場合、パーサーはトークンが登録および検出され
るたびに、XMLTokenのコールバック・メソッド token(int token, String value)をコールし
ます。トークン化実行中、パーサーは、ドキュメントを検証したり、内部 /外部エンティ
ティの追加 /読取りを行いません。XMLトークン・ハンドラが NULLの場合は、パーサー
は通常の解析を行います。

XMLトークンのリクエストは、XMLParserのメソッド setToken (int token, boolean set)を
使用して登録（オン /オフ）されます。リクエストは、解析中も（コールバック・メソッド
内から）登録可能です。

XMLトークンは、XMLTokenインタフェースでパブリック定数として定義されます。これ
らの定数は、W3Cによる XML構文仕様の XML構文変数に準拠しています。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

フィールド

AttListDecl AttListDecl ::= '<' '!' 'ATTLIST' S Name AttDef* S? '>'

AttName AttName ::= Name 

Attribute Attribute ::= AttName Eq AttValue 

AttValue AttValue ::= '"' ([^<&"] | Reference)* '"' 

CDSect CDSect ::= CDStart CData CDEnd 

CharData CharData ::= [^<&]* - ([^<&]* ']]>' [^<&]*) 

Comment Comment ::= '<' '!' '--' ((Char - '-') | ('-' (Char - '-')))* '-->' 

DTDName DTDName ::= name
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フィールドフィールドフィールドフィールド

AttListDecl
public static final int AttListDecl
AttListDecl ::= '<' '!' 'ATTLIST' S Name AttDef* S? '>'

AttName
public static final int AttName
AttName ::= Name 

ElemDeclName ElemDeclName ::= name 

elementdecl elementdecl ::= '<' '!ELEMENT' S ElemDeclName S contentspec S? '>' 

EmptyElemTag EmptyElemTag ::= '<' STagName (S Attribute)* S? '/' '>' 

EntityDecl EntityDecl ::= '<' '!' ENTITY' S EntityDeclName S EntityDef S? '>' 

EntityDeclName EntityValue ::= '"' ([^%&"] | PEReference | Reference)* '"' 

EntityValue EntityDeclName ::= Name 

ETag ETag ::= '<' '/' ETagName S? '>' 

ETagName ETagName ::= Name 

ExternalID ExternalID ::= 'SYSTEM' S SystemLiteral 

NotationDecl NotationDecl ::= '<' '!NOTATION' S Name S (ExternalID | PublicID) S? '>' 

PI PI ::= '<' '?' PITarget (S (Char* - (Char* '?>' Char*)))? '?' '>' 

PITarget PITarget ::= Name - (('X' | 'x') ('M' | 'm') ('L' | 'l'))

Reference Reference ::= EntityRef | CharRef | PEReference 

STag STag ::= '<' STagName (S Attribute)* S? '>'

STagName STagName ::= Name 

TextDecl TextDecl ::= '<' '?' 'xml' VersionInfo? EncodingDecl S? '?>' 

XMLDecl XMLDecl ::= '<' '?' 'xml' VersionInfo EncodingDecl? SDDecl? S? '?' '>'

メソッド

token(int, String) インタフェース・コールバック・メソッドです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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Attribute
public static final int Attribute
Attribute ::= AttName Eq AttValue 

AttValue
public static final int AttValue
AttValue ::= '"' ([^<&"] | Reference)* '"' 

| "'" ([^<&'] | Reference)* "'" 

CDSect
public static final int CDSect
CDSect ::= CDStart CData CDEnd 

CDStart ::= '<' '!' '[CDATA[' 

CData ::= (Char* - (Char* ']]>' Char*)) 

CDEnd ::= ']]>' 

CharData
public static final int CharData
CharData ::= [^<&]* - ([^<&]* ']]>' [^<&]*) 

Comment
public static final int Comment
Comment ::= '<' '!' '--' ((Char - '-') | ('-' (Char - '-')))* '-->' 

DTDName
public static final int DTDName
DTDName ::= name

ElemDeclName
public static final int ElemDeclName
ElemDeclName ::= name 

elementdecl
public static final int elementdecl
elementdecl ::= '<' '!ELEMENT' S ElemDeclName S contentspec S? '>' 
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EmptyElemTag
public static final int EmptyElemTag
EmptyElemTag ::= '<' STagName (S Attribute)* S? '/' '>' 

EntityDecl
public static final int EntityDecl
EntityDecl ::= '<' '!' ENTITY' S EntityDeclName S EntityDef S? '>' 

| '<' '!' ENTITY' S '%' S EntityDeclName S PEDef S? '>' 

EntityDef ::= EntityValue | (ExternalID NDataDecl?)

PEDef ::= EntityValue | ExternalID 

EntityDeclName
public static final int EntityDeclName
EntityValue ::= '"' ([^%&"] | PEReference | Reference)* '"' 

| "'" ([^%&'] | PEReference | Reference)* "'" 

EntityValue
public static final int EntityValue
EntityDeclName ::= Name 

ETag
public static final int ETag
ETag ::= '<' '/' ETagName S? '>' 

ETagName
public static final int ETagName
ETagName ::= Name 

ExternalID
public static final int ExternalID
ExternalID ::= 'SYSTEM' S SystemLiteral 

| 'PUBLIC' S PubidLiteral S SystemLiteral 

NotationDecl
public static final int NotationDecl
NotationDecl ::= '<' '!NOTATION' S Name S (ExternalID | PublicID) S? '>' 
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PI
public static final int PI
PI ::= '<' '?' PITarget (S (Char* - (Char* '?>' Char*)))? '?' '>' 

PITarget
public static final int PITarget
PITarget ::= Name - (('X' | 'x') ('M' | 'm') ('L' | 'l'))

Reference
public static final int Reference
Reference ::= EntityRef | CharRef | PEReference 

EntityRef ::= '&' Name ';' 

PEReference ::= '%' Name ';' 

CharRef ::= '&#' [0-9]+ ';' | '&#x' [0-9a-fA-F]+ '; 

STag
public static final int STag
STag ::= '<' STagName (S Attribute)* S? '>'

STagName
public static final int STagName
STagName ::= Name 

TextDecl
public static final int TextDecl
TextDecl ::= '<' '?' 'xml' VersionInfo? EncodingDecl S? '?>' 

XMLDecl
public static final int XMLDecl
XMLDecl ::= '<' '?' 'xml' VersionInfo EncodingDecl? SDDecl? S? '?' '>'

メソッドメソッドメソッドメソッド

token(int, String)
public void token(int token, java.lang.String value)
インタフェース・コールバック・メソッドです。XMLトークンおよびそれに対応する値を
受け取ります。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
token - インタフェースで指定した XMLトークン定数

value - 解析したテキストからの対応する部分文字列
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oracle.xml.parser.v2

XMLTokenizer

構文構文構文構文
public class XMLTokenizer extends DefaultXMLDocumentHandler implements 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants
 
java.lang.Object
|
+--org.xml.sax.HandlerBase

|
+--DefaultXMLDocumentHandler

|
+--oracle.xml.parser.v2.XMLTokenizer

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
org.xml.sax.DocumentHandler、org.xml.sax.DTDHandler、org.xml.sax.EntityResolver、
org.xml.sax.ErrorHandler、oracle.xml.parser.v2.XMLConstants、XMLDocumentHandler

説明説明説明説明
W3C勧告に従って、XML 1.0パーサーを実装します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTokenizer() 新しい Tokenizerオブジェクトを作成します。

XMLTokenizer(XMLToken) 新しい Tokenizerオブジェクトを作成します。

メソッド

parseDocument() Document ::= Prolog Element Misc*

setErrorHandler(ErrorHandler) アプリケーションは、これを使用して新しいエラー・イベント・ハンドラを登録
できます。

setErrorStream(OutputStream) エラー用の出力ストリームを登録します。

setToken(int, boolean) アプリケーションは、これを使用して XMLトークン化機能のための新しいトーク
ンを登録できます。

setTokenHandler(XMLToken) アプリケーションは、これを使用して新しい XMLトークン化機能イベント・ハン
ドラを登録できます。
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tokenize(InputSource) 与えられた入力ソースから XMLをトークン化します。

tokenize(InputStream) 与えられた入力ストリームから XMLをトークン化します。

tokenize(Reader) 与えられた入力ストリームから XMLをトークン化します。

tokenize(String) 指定した URLから XMLをトークン化します。

tokenize(URL) 与えられた URLが指す XMLドキュメントをトークン化し、それに対応する XML
ドキュメントの階層を作成します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.parser.v2.XMLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

AMP、ASTERISK、cANY、cATTLIST、cCDATA、cCDATAEND、cCDATASTART、cCOMMENTEND、
cCOMMENTSTART、cDECCREF、cDECLSTART、cDOCTYPE、cELEMENT、cEMPTY、cEMPTYTAGEND、
cENCODING、cENDTAGSTART、cENTITIES、cENTITY、cFIXED、cHEXCREF、cID、cIDREF、cIDREFS、
cIGNORE、cIMPLIED、cINCLUDE、cNDATA、cNMTOKEN、cNMTOKENS、cNOTATION、COLON、
COMMA、cPIEND、cPISTART、cPUBLIC、cREQUIRED、cSTANDALONE、cSYSTEM、cVERSION、cXML、
DOUBLEQUOTE、EOF、EQ、ERROR、FATAL_ERROR、FDIGIT、FLETTER、FMISCNAME、FSTARTNAME、
FWHITESPACE、HASH、ICOUNT、ISTART、LEFTSQB、LPAREN、nameCDATA、nameCOMMENT、
nameDOCUMENT、nameDOCUMENTFRAGMENT、nameENCODING、nameNameSpace、
nameSpaceSeparator、nameSTANDALONE、nameTEXT、nameVERSION、nameXML、nameXMLLang、
nameXMLNamespace、nameXMLNSNamespace、nameXMLSpace、nameXSLPI、NONVALIDATING、OR、
PERCENT、PLUS、QMARK、QUOTE、RIGHTSQB、RPAREN、SEMICOLON、SLASH、TAGEND、
TAGSTART、VALIDATING、WARNING

DefaultXMLDocumentHandlerクラスから継承されたメソッド

cDATASection(char[], int, int)、comment(String)、endDoctype()、endElement(NSName)、setDoctype(DTD)、
setTextDecl(String, String)、setXMLDecl(String, String, String)、startElement(NSName, SAXAttrList)

HandlerBaseクラスから継承されたメソッド

characters(char[], int, int)、endDocument()、endElement(String)、error(SAXParseException)、
fatalError(SAXParseException)、ignorableWhitespace(char[], int, int)、notationDecl(String, String, String)、
processingInstruction(String, String)、resolveEntity(String, String)、setDocumentLocator(Locator)、
startDocument()、startElement(String, AttributeList)、unparsedEntityDecl(String, String, String, String)、
warning(SAXParseException)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

XMLDocumentHandlerインタフェースから継承されたメソッド

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTokenizer()
public  XMLTokenizer()
新しい Tokenizerオブジェクトを作成します。

XMLTokenizer(XMLToken)
public  XMLTokenizer(XMLToken handler)
新しい Tokenizerオブジェクトを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

parseDocument()
public void parseDocument()
Document ::= Prolog Element Misc*

setErrorHandler(ErrorHandler)
public void setErrorHandler(org.xml.sax.ErrorHandler handler)
アプリケーションは、これを使用して新しいエラー・イベント・ハンドラを登録できます。
これによって、以前に設定したエラー処理設定がすべて置換されます。

cDATASection(char[ ], int, int)、comment(String)、endDoctype()、endElement(NSName)、setDoctype(DTD)、
setTextDecl(String, String)、setXMLDecl(String, String, String)、startElement(NSName, SAXAttrList)

DocumentHandlerインタフェースから継承されたメソッド

characters(char[], int, int)、endDocument()、endElement(String)、ignorableWhitespace(char[], int, int)、
processingInstruction(String, String)、setDocumentLocator(Locator)、startDocument()、
startElement(String, AttributeList)

EntityResolverインタフェースから継承されたメソッド

resolveEntity(String, String)

DTDHandlerインタフェースから継承されたメソッド

notationDecl(String, String, String)、unparsedEntityDecl(String, String, String, String)

ErrorHandlerインタフェースから継承されたメソッド

error(SAXParseException)、fatalError(SAXParseException)、warning(SAXParseException)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
handler - 登録する ErrorHandler

setErrorStream(OutputStream)
public void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
エラー用の出力ストリームを登録します。

setToken(int, boolean)
public void setToken(int token, boolean val)
アプリケーションは、これを使用して XMLトークン化機能のための新しいトークンを登録
できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
token - 設定する XMLToken

setTokenHandler(XMLToken)
public void setTokenHandler(XMLToken handler)
アプリケーションは、これを使用して新しい XMLトークン化機能イベント・ハンドラを登
録できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
handler - 登録する XMLToken

tokenize(InputSource)
public final void tokenize(org.xml.sax.InputSource in)
指定した入力ソースから XMLをトークン化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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tokenize(InputStream)
public final void tokenize(java.io.InputStream in)
与えられた入力ストリームから XMLをトークン化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
setBaseURL(URL)

tokenize(Reader)
public final void tokenize(java.io.Reader r)
与えられた入力ストリームから XMLをトークン化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
setBaseURL(URL)
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tokenize(String)
public final void tokenize(java.lang.String in)
指定した URLから XMLをトークン化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

tokenize(URL)
public final void tokenize(java.net.URL url)
与えられた URLが指す XMLドキュメントをトークン化し、それに対応する XMLドキュメ
ントの階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

org.xml.sax.SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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oracle.xml.parser.v2

XSLException

構文構文構文構文
public class XSLException extends java.lang.Exception
 
java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--oracle.xml.parser.v2.XSLException

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSL変換中に例外が発生したことを示します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Throwableクラスから継承されたメソッド

fillInStackTrace、getLocalizedMessage、getMessage、printStackTrace、printStackTrace、printStackTrace、
toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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oracle.xml.parser.v2

XSLProcessor

構文構文構文構文
public class XSLProcessor extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.XSLProcessor

説明説明説明説明
事前に構成された XSLStylesheetを使用して、入力された XMLドキュメントを変換するメ
ソッドを提供します。変換は、XSLT 1.0仕様に従って行われます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLProcessor()

メソッド

processXSL(XSLStylesheet, 
InputStream, URL)

与えられた InputStreamおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLド
キュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
Reader, URL)

与えられた Readerおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメ
ントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, URL, 
URL)

与えられた URLおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメン
トを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument)

与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XML
ドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocumentFragment)

与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XML
ドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocumentFragment, 
OutputStream)

与えられた XMLDocumentFragmentおよびスタイルシートを使用して、入力され
た XMLドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocumentFragment, Print 
Writer)

与えられた XMLDocumentFragmentおよびスタイルシートを使用して、入力され
た XMLドキュメントを変換します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLProcessor()
public  XSLProcessor()

メソッドメソッドメソッドメソッド

processXSL(XSLStylesheet, InputStream, URL)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, java.io.InputStream xml, 
java.net.URL ref)
与えられた InputStreamおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメント
を変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （java.io.Inputstreamとして）変換する XMLドキュメント

ref - 入力 XMLファイル内の外部エンティティを変換する参照 URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, OutputStream)

与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XML
ドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, Print Writer)

与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XML
ドキュメントを変換します。

setErrorStream(OutputStream) 警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setLocale(Locale) アプリケーションは、これを使用して、エラー・レポート用のロケールを設定で
きます。

showWarnings(boolean) 警告を出力するかどうかを決定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

processXSL(XSLStylesheet, Reader, URL)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, java.io.Reader xml, 
java.net.URL ref)
与えられた Readerおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメントを変
換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （java.io.Readerとして）変換する XMLドキュメント

ref - 入力 XMLファイル内の外部エンティティを変換する参照 URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

processXSL(XSLStylesheet, URL, URL)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, java.net.URL xml, 
java.net.URL ref)
与えられた URLおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメントを変換し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （java.net.URLとして）変換する XMLドキュメント

ref - 入力 XMLファイル内の外部エンティティを変換する参照 URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。
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processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocument xml)
与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメン
トを変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （DOMツリーとして）変換する XMLドキュメント

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocumentFragment)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocumentFragment inp)
与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメン
トを変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （DOMツリーとして）変換する XMLドキュメント

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocumentFragment, OutputStream)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocumentFragment xml, 
java.io.OutputStream out)
与えられた XMLDocumentFragmentおよびスタイルシートを使用して、入力された XML
を変換します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （DOMツリーとして）変換する XMLドキュメント

out - 結果が出力される出力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時の I/O例外です。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocumentFragment, Print Writer)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocumentFragment xml, java.io.Print 
Writer pw)
与えられた XMLDocumentFragmentおよびスタイルシートを使用して、入力された XML
を変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （DOMツリーとして）変換する XMLドキュメント

pw - 結果が出力されるプリント・ライター

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時の I/O例外です。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, OutputStream)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocument xml, java.io.OutputStream out)
与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメン
トを変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （DOMツリーとして）変換する XMLドキュメント

out - 結果が出力される Outputstream

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時の I/O例外です。
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processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, Print Writer)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocument xml, java.io.Print Writer pw)
与えられた XMLDocumentおよびスタイルシートを使用して、入力された XMLドキュメン
トを変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - 変換に使用する XSLStylesheet

xml - （DOMツリーとして）変換する XMLドキュメント

pw - 結果が出力されるプリント・ライター

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時の I/O例外です。

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
警告を出力するための出力ストリームを作成します。警告用の出力ストリームが指定されて
いない場合は、プロセッサは警告を出力しません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

setLocale(Locale)
public void setLocale(java.util.Locale locale)
アプリケーションは、これを使用して、エラー・レポート用のロケールを設定できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
locale - 設定する Locale

showWarnings(boolean)
public final void showWarnings(boolean yes)
警告を出力するかどうかを決定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告をデフォルトで表示するかどうかを決定します。デフォルトでは、警告は出力さ
れません。
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oracle.xml.parser.v2

XSLStylesheet

構文構文構文構文
public class XSLStylesheet extends java.lang.Object implements 
oracle.xml.parser.v2.XSLConstants
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.parser.v2.XSLStylesheet

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
oracle.xml.parser.v2.XSLConstants

説明説明説明説明
テンプレート、キー、変数、属性セットなどの XSLスタイルシート情報を保持します。構成
済の同じスタイルシートを使用して、複数の XMLドキュメントを変換できます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLStylesheet(InputStream, 
URL)

与えられた Inputstreamを使用して XSLStylesheetを構成します。

XSLStylesheet(Reader, URL) 与えられた Readerを使用して XSLStylesheetを構成します。

XSLStylesheet(URL, URL) 与えられた URLを使用して XSLStylesheetを構成します。

XSLStylesheet(XMLDocument, 
URL)

与えられた XMLDocumentを使用して XSLStylesheetを構成します。

メソッド

setParam(String, String) トップレベルのスタイルシート・パラメータの値を設定します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLStylesheet(InputStream, URL)
public  XSLStylesheet(java.io.InputStream xsl, java.net.URL ref)
与えられた Inputstreamを使用して XSLStylesheetを構成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - Inputstreamとしての XSLドキュメント

ref - 挿入、インポートおよび外部エンティティ用の参照 URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

XSLStylesheet(Reader, URL)
public  XSLStylesheet(java.io.Reader xsl, java.net.URL ref)
与えられた Readerを使用して XSLStylesheetを構成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - Readerとしての XSLドキュメント

ref - 挿入、インポートおよび外部エンティティ用の参照 URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.parser.v2.XSLConstantsインタフェースから継承されたフィールド

APPLY_IMPORTS、APPLY_TEMPLATES、ATTRIBUTE、ATTRIBUTE_SET、CALL_TEMPLATE、CHOOSE、
COMMENT、COPY、COPY_OF、DISABLEOUTESC、ELEMENT、FOR_EACH、HREF、IF、IMPORT、
INCLUDE、KEY、LOCALE、MATCH、MESSAGE、NAME、NEGINFPRIORITY、NUMBER、ORACLE_NAME、
ORACLE_URL、OTHERWISE、OUTPUT、PARAM、PARAM_VARIABLE、PI、PRESERVE_SPACE、
RESULT_ROOT、SORT、STRIP_SPACE、TEMPLATE、TEXT、USE、USE_ATTRIBUTE_SETS、VALUE_OF、
VARIABLE、WHEN、XSL_ROOT、XSLEXTFUNCNS、XSLNAMESPACE、XSLT_SPEC_VERSION

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

clone、equals、finalize、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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XSLStylesheet(URL, URL)
public  XSLStylesheet(java.net.URL xsl, java.net.URL ref)
与えられた URLを使用して XSLStylesheetを構成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - URLとしての XSLドキュメント

ref - 挿入、インポートおよび外部エンティティ用の参照 URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

XSLStylesheet(XMLDocument, URL)
public  XSLStylesheet(XMLDocument xsl, java.net.URL ref)
与えられた XMLDocumentを使用して XSLStylesheetを構成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl - DOMツリーとしての XSLドキュメント

ref - 挿入およびインポート用の参照 URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

setParam(String, String)
public void setParam(java.lang.String name, java.lang.String value)
トップレベルのスタイルシート・パラメータの値を設定します。パラメータの値は、有効な
XPath式である必要があります（このため、文字列リテラル値を明示的に引用符で囲む必要
があります）。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - パラメータ名

value - XPath式としてのパラメータ値

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XSLException - エラー発生時に発生します。
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oracle.xml.classgenパッケージ
oracle.xml.classgenパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

CGDocument Class Generatorによって生成されたクラスのベース・ドキュメント・クラスとし
て機能します。

CGNode Class Generatorによって生成されたノードのベース・クラスとして機能します。

ClassGenerator クラスを生成するために Class Generatorによって使用されます。

例外

InvalidContentException dtdcompilerクラスによって発生する InvalidContentExceptionの定義です。
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oracle.xml.classgen

CGDocument

構文構文構文構文
public abstract class CGDocument extends CGNode
 
java.lang.Object
|
+--CGNode

|
+--oracle.xml.classgen.CGDocument

説明説明説明説明
Class Generatorによって生成されたクラスのベース・ドキュメント・クラスとして機能しま
す。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

CGNodeクラスから継承されたメソッド

setDocument(CGDocument)

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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oracle.xml.classgen

CGNode

構文構文構文構文
public abstract class CGNode extends java.lang.Object

java.lang.Object
|
+--oracle.xml.classgen.CGNode

既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス既知のダイレクト・サブクラス
CGDocument

説明説明説明説明
Class Generatorによって生成されたノードのベース・クラスとして機能します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

setDocument(CGDocument)
public void setDocument(CGDocument d)
ベース・ドキュメント（ルート要素）を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
d - ベースの CGDocument

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

setDocument(CGDocument) ベース・ドキュメント（ルート要素）を設定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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oracle.xml.classgen

ClassGenerator

構文構文構文構文
public class ClassGenerator extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.classgen.ClassGenerator

説明説明説明説明
クラスを生成するために Class Generatorによって使用されます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

ClassGenerator() ClassGeneratorのデフォルト・コンストラクタです。

メソッド

generate(DTD, String) doctype要素を持つ DTDをルートとして横断し、Javaクラスを生成します。

setGenerateComments(boolean) Javaドキュメントのコメントを生成するかどうかを決定します。デフォルトは
TRUEです。

setJavaPackage(String) 生成されたクラスのパッケージを設定します。デフォルトはパッケージなしです。

setOutputDirectory(String) 出力ディレクトリを設定します。デフォルトは現在のディレクトリです。

setSerializationMode(boolean) DTDをシリアライズ・オブジェクトとして保存するか、またはテキスト・ファイ
ルとして保存するかを決定します。

setValidationMode(boolean) 生成されたクラスが、構成中の XMLドキュメントを検証する必要があるかどうか
を決定します。デフォルトは TRUEです。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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ClassGenerator
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

ClassGenerator()
public  ClassGenerator()
ClassGeneratorのデフォルト・コンストラクタです。

メソッドメソッドメソッドメソッド

generate(DTD, String)
public void generate(oracle.xml.classgen.DTD dtd, java.lang.String doctype)
doctype要素を持つ DTDをルートとして横断し、Javaクラスを生成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
DTD - クラスを生成するために使用される DTD

doctype - ルート要素名

setGenerateComments(boolean)
public void setGenerateComments(boolean comments)
Javaドキュメントのコメントを生成するかどうかを決定します。デフォルトは TRUEです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
comments - ブール・フラグ

setJavaPackage(String)
public void setJavaPackage(java.lang.String packageName)
生成されたクラスのパッケージを設定します。デフォルトはパッケージなしです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
packageName - パッケージ名

setOutputDirectory(String)
public void setOutputDirectory(java.lang.String dir)
出力ディレクトリを設定します。デフォルトは現在のディレクトリです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
dir - 出力ディレクトリ
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setSerializationMode(boolean)
public void setSerializationMode(boolean flag)
DTDをシリアライズ・オブジェクトとして保存するか、またはテキスト・ファイルとして
保存するかを決定します。生成されたクラスを使用して XMLファイルが作成した場合、
DTDをシリアル化するとパフォーマンスが向上します。デフォルトは FALSEです（DTD
は、テキスト・ファイルとして保存されます）。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - ブール・フラグ

setValidationMode(boolean)
public void setValidationMode(boolean flag)
生成されたクラスが、構成中の XMLドキュメントを検証する必要があるかどうかを決定し
ます。デフォルトは TRUEです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - ブール・フラグ
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InvalidContentException
oracle.xml.classgen

InvalidContentException

構文構文構文構文
public class InvalidContentException extends java.lang.Exception
 
java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--oracle.xml.classgen.InvalidContentException

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
dtdcompilerクラスによって投げられる InvalidContentExceptionの定義です。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

InvalidContentException()

InvalidContentException(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Throwableクラスから継承されたメソッド

fillInStackTrace、getLocalizedMessage、getMessage、printStackTrace、printStackTrace、printStackTrace、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
2-8 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.classgenパッケージ
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

InvalidContentException()
public  InvalidContentException()

InvalidContentException(String)
public  InvalidContentException(java.lang.String s)
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oracle.xml.xsqlパッケージ
oracle.xml.xsqlパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェース

XSQLActionHandler すべての XSQL Action Element Handlerが実装する必要があるインタフェースで
す。

XSQLPageRequest XSQLページに対する要求を表すインタフェースです。

クラス

Res

XSQLActionHandlerImpl ユーザー独自のカスタム・ハンドラを作成するために拡張可能な
XSQLActionHandlerの基本実装です。

XSQLCommandLine XSQLページを処理するコマンドライン・ユーティリティです。

XSQLDiagnostic

XSQLHttpUtil

XSQLPageRequestImpl 新しい種類のページ・リクエストの実装の導出（派生）に使用される
XSQLPageRequestインタフェースの基本となる実装です。

XSQLParserHelper 一般的な XML解析ルーチンです。

XSQLRequest XSQLページに対する要求をプログラム処理します。

XSQLServlet XSQLページに対して、HTTPの GETメソッドおよび POSTメソッドを使用可能
にするサーブレットです。

XSQLServletPageRequest サーブレットベースの XSQLページ要求に対する XSQLPageRequestの実装です。

XSQLStylesheetProcessor XSLTスタイルシート処理エンジンです。

XSQLUtil
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oracle.xml.xsql

Res

構文構文構文構文
public class Res extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.Res

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

フィールド

CANTREAD_XSQL

CANTREAD_XSQL_MSG

CLASSNOTFOUND

CLASSNOTFOUND_MSG

CONN_FILE

CONN_FILE_MSG

ERR_OUTPUT

ERR_OUTPUT_MSG

ERRORINCLUDING

ERRORINCLUDING_MSG

ERRORLOADINGURL

ERRORLOADINGURL_MSG

ERRORREADINGPARAM

ERRORREADINGPARAM_MSG

FATAL_SHEETPOOL

FATAL_SHEETPOOL_MSG

ILLFORMEDXMLPARAMVAL
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Res
ILLFORMEDXMLPARAMVAL_MSG

ILLFORMEDXMLRESOURCE

ILLFORMEDXMLRESOURCE_MSG

INSTANTIATIONERR

INSTANTIATIONERR_MSG

INVALID_URI

INVALID_URI_MSG

INVALIDURL

INVALIDURL_MSG

MISSING_ARGS

MISSING_ARGS_MSG

MISSING_ATTR

MISSING_ATTR_MSG

NAMED_CONN

NAMED_CONN_MSG

NO_CONN

NO_CONN_DEF

NO_CONN_DEF_MSG

NO_CONN_MSG

NO_XSQL_FILE

NO_XSQL_FILE_MSG

NOFUNCTIONNAME

NOFUNCTIONNAME_MSG

NOPOSTEDXML

NOPOSTEDXML_MSG

NOQUERYSUPPLIED

NOQUERYSUPPLIED_MSG

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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NOTANACTIONHANDLER

NOTANACTIONHANDLER_MSG

NULLPARAM

NULLPARAM_MSG

OWAXMLMALFORMED

OWAXMLMALFORMED_MSG

POSTEDXML_ERR

POSTEDXML_ERR_MSG

UNHANDLED_ERR

UNHANDLED_ERR_MSG

UNHANDLED_ERR_XSL_PR

UNHANDLED_ERR_XSL_PR_MSG

UNHANDLED_ERR_XSL_RD

UNHANDLED_ERR_XSL_RD_MSG

XML_INS_ERR

XML_INS_ERR_MSG

XML_PARSE

XML_PARSE_MSG

XML_SQL_ERR

XML_SQL_ERR_MSG

XSL_ERRORS

XSL_ERRORS_MSG

XSL_NOFILE

XSL_NOFILE_MSG

XSL_PARSE

XSL_PARSE_MSG

XSLNOTFOUND

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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Res
XSLNOTFOUND_MSG

コンストラクタ

Res()

メソッド

format(int, String)

getString(int)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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フィールドフィールドフィールドフィールド

CANTREAD_XSQL
public static final int CANTREAD_XSQL

CANTREAD_XSQL_MSG
public static final java.lang.String CANTREAD_XSQL_MSG

CLASSNOTFOUND
public static final int CLASSNOTFOUND

CLASSNOTFOUND_MSG
public static final java.lang.String CLASSNOTFOUND_MSG

CONN_FILE
public static final int CONN_FILE

CONN_FILE_MSG
public static final java.lang.String CONN_FILE_MSG

ERR_OUTPUT
public static final int ERR_OUTPUT

ERR_OUTPUT_MSG
public static final java.lang.String ERR_OUTPUT_MSG

ERRORINCLUDING
public static final int ERRORINCLUDING

ERRORINCLUDING_MSG
public static final java.lang.String ERRORINCLUDING_MSG

ERRORLOADINGURL
public static final int ERRORLOADINGURL
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Res
ERRORLOADINGURL_MSG
public static final java.lang.String ERRORLOADINGURL_MSG

ERRORREADINGPARAM
public static final int ERRORREADINGPARAM

ERRORREADINGPARAM_MSG
public static final java.lang.String ERRORREADINGPARAM_MSG

FATAL_SHEETPOOL
public static final int FATAL_SHEETPOOL

FATAL_SHEETPOOL_MSG
public static final java.lang.String FATAL_SHEETPOOL_MSG

ILLFORMEDXMLPARAMVAL
public static final int ILLFORMEDXMLPARAMVAL

ILLFORMEDXMLPARAMVAL_MSG
public static final java.lang.String ILLFORMEDXMLPARAMVAL_MSG

ILLFORMEDXMLRESOURCE
public static final int ILLFORMEDXMLRESOURCE

ILLFORMEDXMLRESOURCE_MSG
public static final java.lang.String ILLFORMEDXMLRESOURCE_MSG

INSTANTIATIONERR
public static final int INSTANTIATIONERR

INSTANTIATIONERR_MSG
public static final java.lang.String INSTANTIATIONERR_MSG

INVALID_URI
public static final int INVALID_URI
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INVALID_URI_MSG
public static final java.lang.String INVALID_URI_MSG

INVALIDURL
public static final int INVALIDURL

INVALIDURL_MSG
public static final java.lang.String INVALIDURL_MSG

MISSING_ARGS
public static final int MISSING_ARGS

MISSING_ARGS_MSG
public static final java.lang.String MISSING_ARGS_MSG

MISSING_ATTR
public static final int MISSING_ATTR

MISSING_ATTR_MSG
public static final java.lang.String MISSING_ATTR_MSG

NAMED_CONN
public static final int NAMED_CONN

NAMED_CONN_MSG
public static final java.lang.String NAMED_CONN_MSG

NO_CONN
public static final int NO_CONN

NO_CONN_DEF
public static final int NO_CONN_DEF

NO_CONN_DEF_MSG
public static final java.lang.String NO_CONN_DEF_MSG
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Res
NO_CONN_MSG
public static final java.lang.String NO_CONN_MSG

NO_XSQL_FILE
public static final int NO_XSQL_FILE

NO_XSQL_FILE_MSG
public static final java.lang.String NO_XSQL_FILE_MSG

NOFUNCTIONNAME
public static final int NOFUNCTIONNAME

NOFUNCTIONNAME_MSG
public static final java.lang.String NOFUNCTIONNAME_MSG

NOPOSTEDXML
public static final int NOPOSTEDXML

NOPOSTEDXML_MSG
public static final java.lang.String NOPOSTEDXML_MSG

NOQUERYSUPPLIED
public static final int NOQUERYSUPPLIED

NOQUERYSUPPLIED_MSG
public static final java.lang.String NOQUERYSUPPLIED_MSG

NOTANACTIONHANDLER
public static final int NOTANACTIONHANDLER

NOTANACTIONHANDLER_MSG
public static final java.lang.String NOTANACTIONHANDLER_MSG

NULLPARAM
public static final int NULLPARAM
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NULLPARAM_MSG
public static final java.lang.String NULLPARAM_MSG

OWAXMLMALFORMED
public static final int OWAXMLMALFORMED

OWAXMLMALFORMED_MSG
public static final java.lang.String OWAXMLMALFORMED_MSG

POSTEDXML_ERR
public static final int POSTEDXML_ERR

POSTEDXML_ERR_MSG
public static final java.lang.String POSTEDXML_ERR_MSG

UNHANDLED_ERR
public static final int UNHANDLED_ERR

UNHANDLED_ERR_MSG
public static final java.lang.String UNHANDLED_ERR_MSG

UNHANDLED_ERR_XSL_PR
public static final int UNHANDLED_ERR_XSL_PR

UNHANDLED_ERR_XSL_PR_MSG
public static final java.lang.String UNHANDLED_ERR_XSL_PR_MSG

UNHANDLED_ERR_XSL_RD
public static final int UNHANDLED_ERR_XSL_RD

UNHANDLED_ERR_XSL_RD_MSG
public static final java.lang.String UNHANDLED_ERR_XSL_RD_MSG

XML_INS_ERR
public static final int XML_INS_ERR
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XML_INS_ERR_MSG
public static final java.lang.String XML_INS_ERR_MSG

XML_PARSE
public static final int XML_PARSE

XML_PARSE_MSG
public static final java.lang.String XML_PARSE_MSG

XML_SQL_ERR
public static final int XML_SQL_ERR

XML_SQL_ERR_MSG
public static final java.lang.String XML_SQL_ERR_MSG

XSL_ERRORS
public static final int XSL_ERRORS

XSL_ERRORS_MSG
public static final java.lang.String XSL_ERRORS_MSG

XSL_NOFILE
public static final int XSL_NOFILE

XSL_NOFILE_MSG
public static final java.lang.String XSL_NOFILE_MSG

XSL_PARSE
public static final int XSL_PARSE

XSL_PARSE_MSG
public static final java.lang.String XSL_PARSE_MSG

XSLNOTFOUND
public static final int XSLNOTFOUND
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XSLNOTFOUND_MSG
public static final java.lang.String XSLNOTFOUND_MSG

コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

Res()
public  Res()

メソッドメソッドメソッドメソッド

format(int, String)
public static java.lang.String format(int id, java.lang.String s)

getString(int)
public static java.lang.String getString(int id)
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XSQLActionHandler
oracle.xml.xsql

XSQLActionHandler

構文構文構文構文
public interface XSQLActionHandler

既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス
XSQLActionHandlerImpl

説明説明説明説明
すべての XSQL Action Element Handlerが実装する必要があるインタフェースです。

XSQLページに <xsql:xxxx>形式の XSQL Action Elementがある場合、XSQL Page Processor
は、次の手順で対応する XSQL Action Handlerを起動します。

1. no-argsコンストラクタを使用して、ハンドラのインスタンスを構成します。

2. XSQL Action Handlerの init()メソッドを起動します。

3. XSQL Action Handlerの handleAction()メソッドを起動します。

注意注意注意注意 : XSQLページに指定された接続が処理中でない場合、connパラメータは NULLにな
る可能性があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

handleAction(Node)
public void handleAction(oracle.xml.xsql.Node rootNode)
通常、コードを実行し、新しい子である DOMノードを rootNodeに追加することによって、
アクションを処理します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

handleAction(Node) 通常、コードを実行し、新しい子である DOMノードをルート・ノードに追加す
ることによって、アクションを処理します。

init(XSQLPageRequest, Element) Action Handlerを初期化します。
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XSQL Page Processorは、処理中の XSQL Pageのアクション要素を、handleActionメソッ
ドがルート・ノードに追加するノードのドキュメント・フラグメントに置き換えます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
rootNode - 生成されたドキュメント・フラグメントのルート・ノードです。

init(XSQLPageRequest, Element)
public void init(XSQLPageRequest env, oracle.xml.xsql.Element e)
Action Handlerを初期化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
env - XSQLPageRequestオブジェクト

e - 処理中のアクション要素を表す DOM要素
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XSQLActionHandlerImpl
oracle.xml.xsql

XSQLActionHandlerImpl

構文構文構文構文
public abstract class XSQLActionHandlerImpl extends java.lang.Object implements 
XSQLActionHandler
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLActionHandlerImpl

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
XSQLActionHandler

説明説明説明説明
ユーザー独自のカスタム・ハンドラを作成するために拡張可能な XSQLActionHandlerの基
本となる実装です。

一連の有効な補助メソッドを含みます。

注意注意注意注意 : このクラスを拡張し、init()メソッドをオーバーライドする場合、次の文をコールする
必要があります。

super.init(env,e);

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLActionHandlerImpl()

メソッド

init(XSQLPageRequest, Element)
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLActionHandlerImpl()
public  XSQLActionHandlerImpl()

メソッドメソッドメソッドメソッド

init(XSQLPageRequest, Element)
public void init(XSQLPageRequest env, oracle.xml.xsql.Element e)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLActionHandlerインタフェースの init(XSQLPageRequest, Element)で指定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

XSQLActionHandlerインタフェースから継承されたメソッド

handleAction(Node)
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oracle.xml.xsql

XSQLCommandLine

構文構文構文構文
public final class XSQLCommandLine extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLCommandLine

説明説明説明説明
XSQL Pageを処理するコマンドライン・ユーティリティです。

コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLCommandLine()
public  XSQLCommandLine()

メソッドメソッドメソッドメソッド

main(String[])
public static void main(java.lang.String[] args)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLCommandLine()

メソッド

main(String[])

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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oracle.xml.xsql

XSQLDiagnostic

構文構文構文構文
public final class XSQLDiagnostic extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLDiagnostic

コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLDiagnostic(String)
public  XSQLDiagnostic(java.lang.String diagFile)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLDiagnostic(String)

メソッド

debugPrintToFile(String, String)

msg(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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メソッドメソッドメソッドメソッド

debugPrintToFile(String, String)
public static void debugPrintToFile(java.lang.String msg, java.lang.String filename)

msg(String)
public void msg(java.lang.String text)
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oracle.xml.xsql

XSQLHttpUtil

構文構文構文構文
public final class XSQLHttpUtil extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLHttpUtil

コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLHttpUtil()
public  XSQLHttpUtil()

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLHttpUtil()

メソッド

HttpRequestAsXMLDocument(Http
ServletRequest, String)

XL(String, String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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メソッドメソッドメソッドメソッド

HttpRequestAsXMLDocument(HttpServletRequest, String)
public static oracle.xml.xsql.XMLDocument 
HttpRequestAsXMLDocument(oracle.xml.xsql.HttpServletRequest req, java.lang.String 
XSQLPageEncoding)

XL(String, String)
public static java.lang.String XL(java.lang.String s, java.lang.String enc)
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oracle.xml.xsql

XSQLPageRequest

構文構文構文構文
public interface XSQLPageRequest

既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス既知の実装クラス
XSQLPageRequestImpl

説明説明説明説明
XSQLページに対する要求を表すインタフェースです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

createNestedRequest(URL, 
Dictionary)

ネストした要求のインスタンスを戻します。

getConnectionName() この要求に使用されている接続名を戻します。接続が設定または使用されてない場
合、NULLになる場合があります。

getErrorWriter() この要求を処理するエラーを出力するためのプリント・ライターを戻します。

getJDBCConnection() この要求に使用されている JDBC接続を取得します（NULLの場合もあります）。

getPageEncoding() この要求に対応するソース XSQLページのエンコーディングを戻します。

getParameter(String) 要求されたパラメータ値を戻します。

getPostedDocument() この要求に対する Posted XMLの内容を、XMLドキュメントとして戻します。

getRequestParamsAsXML
Document()

要求パラメータの内容を、XMLドキュメントとして戻します。

getRequestType() 作成中のページ要求の型を識別する文字列を戻します。

getSourceDocumentURI() 要求されたドキュメントの URIの文字列表現を戻します。

getStylesheetParameter(String) スタイルシート・パラメータを名前で取得します。

getStylesheetParameters() 列挙されたスタイルシート・パラメータ名を取得します。

getStylesheetURI() 結果を処理するために使用するスタイルシートの URIを戻します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

createNestedRequest(URL, Dictionary)
public XSQLPageRequest createNestedRequest(java.net.URL pageurl, 
java.util.Dictionary params)
ネストした要求のインスタンスを戻します。

getUserAgent() 要求しているプログラムの文字列識別子を戻します。

getWriter() ページ要求結果の出力に使用するプリント・ライターを戻します。

getXSQLConnection() この要求に使用されている XSQLConnectionオブジェクトを取得します。NULLの
場合もあります。

isIncludedRequest() この要求が別の要求に含まれている場合、TRUEを戻します。

isOracleDriver() 現行の接続が Oracle JDBC Driverを使用する場合、TRUEを戻します。

printedErrorHeader() Error Headerが出力されたかどうかの状態を戻します。

requestProcessed() Page Requestで要求終了処理を実行します。

setConnectionName(String) この要求に使用する接続名を設定します。

setContentType(String) 結果ページの内容の型を設定します。

setIncludingRequest(XSQLPage
Request)

この要求に対して Including Page Requestオブジェクトを設定します。

setPageEncoding(String) この要求に対応するソース XSQLページのエンコーディングを設定します。

setPageParam(String, String) 動的ページ・パラメータ値を設定します。

setPostedDocument(Document) Posted Documentのプログラム設定を可能にします。

setPrintedErrorHeader(boolean) Error Headerが出力されたかどうかを設定します。

setStylesheetParameter(String, 
String)

対応するスタイルシートに渡されるパラメータ値を設定します。

setStylesheetURI(String) 結果を処理するために使用するスタイルシートの URIを設定します。

translateURL(String) この要求のベース URIに合わせて変換された絶対 URLを表す文字列を戻します。

useConnectionPooling() この要求に接続プーリングが必要な場合、TRUEを戻します。

useHTMLErrors() この要求に HTML形式のエラー・メッセージが必要な場合、TRUEを戻します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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getConnectionName()
public java.lang.String getConnectionName()
この要求に使用されている接続名を戻します。接続が設定または使用されてない場合、
NULLになる場合があります。

getErrorWriter()
public java.io.Print Writer getErrorWriter()
この要求を処理するエラーを出力するためのプリント・ライターを戻します。

getJDBCConnection()
public java.sql.Connection getJDBCConnection()
この要求に使用されている JDBC接続を取得します（NULLの場合もあります）。

getPageEncoding()
public java.lang.String getPageEncoding()
この要求に対応するソース XSQLページのエンコーディングを戻します。

getParameter(String)
public java.lang.String getParameter(java.lang.String name)
要求されたパラメータ値を戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - パラメータ名

getPostedDocument()
public oracle.xml.xsql.Document getPostedDocument()
この要求に対する Posted XMLの内容を、XMLドキュメントとして戻します。

getRequestParamsAsXMLDocument()
public oracle.xml.xsql.Document getRequestParamsAsXMLDocument()
要求パラメータの内容を、XMLドキュメントとして戻します。

getRequestType()
public java.lang.String getRequestType()
作成中のページ要求の型を識別する文字列を戻します。
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getSourceDocumentURI()
public java.lang.String getSourceDocumentURI()
要求されたドキュメントの URIの文字列表現を戻します。

getStylesheetParameter(String)
public java.lang.String getStylesheetParameter(java.lang.String name)
スタイルシート・パラメータを名前で取得します。

getStylesheetParameters()
public java.util.Enumeration getStylesheetParameters()
列挙されたスタイルシート・パラメータ名を取得します。

getStylesheetURI()
public java.lang.String getStylesheetURI()
結果を処理するために使用するスタイルシートの URIを戻します。

getUserAgent()
public java.lang.String getUserAgent()
要求しているプログラムの文字列識別子を戻します。

getWriter()
public java.io.Print Writer getWriter()
ページ要求結果の出力に使用するプリント・ライターを戻します。

getXSQLConnection()
public oracle.xml.xsql.XSQLConnection getXSQLConnection()
この要求に使用されている XSQLConnectionオブジェクトを取得します。NULLの場合もあ
ります。

isIncludedRequest()
public boolean isIncludedRequest()
この要求が別の要求に含まれている場合、TRUEを戻します。

isOracleDriver()
public boolean isOracleDriver()
現行の接続が Oracle JDBC Driverを使用する場合、TRUEを戻します。
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printedErrorHeader()
public boolean printedErrorHeader()
Error Headerが出力されたかどうかの状態を戻します。

requestProcessed()
public void requestProcessed()
Page Requestで要求終了処理を実行します。

setConnectionName(String)
public void setConnectionName(java.lang.String connName)
この要求に使用する接続名を設定します。

setContentType(String)
public void setContentType(java.lang.String mimetype)
結果ページのコンテンツ・タイプを設定します。

setIncludingRequest(XSQLPageRequest)
public void setIncludingRequest(XSQLPageRequest includingEnv)
この要求に対して Including Page Requestオブジェクトを設定します。

setPageEncoding(String)
public void setPageEncoding(java.lang.String enc)
この要求に対応するソース XSQLページのエンコーディングを設定します。

setPageParam(String, String)
public void setPageParam(java.lang.String name, java.lang.String value)
動的ページ・パラメータ値を設定します。

setPostedDocument(Document)
public void setPostedDocument(oracle.xml.xsql.Document doc)
Posted Documentのプログラム設定を可能にします。

setPrintedErrorHeader(boolean)
public void setPrintedErrorHeader(boolean yes)
Error Headerが出力されたかどうかを設定します。
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setStylesheetParameter(String, String)
public void setStylesheetParameter(java.lang.String name, java.lang.String value)
対応するスタイルシートに渡されるパラメータ値を設定します。

setStylesheetURI(String)
public void setStylesheetURI(java.lang.String uri)
結果を処理するために使用するスタイルシートの URIを設定します。

translateURL(String)
public java.lang.String translateURL(java.lang.String url)
この要求のベース URIに合わせて変換された絶対 URLを表す文字列を戻します。

useConnectionPooling()
public boolean useConnectionPooling()
この要求に接続プーリングが必要な場合、TRUEを戻します。

useHTMLErrors()
public boolean useHTMLErrors()
この要求に HTML形式のエラー・メッセージが必要な場合、TRUEを戻します。
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oracle.xml.xsql

XSQLPageRequestImpl

構文構文構文構文
public abstract class XSQLPageRequestImpl extends java.lang.Object implements 
XSQLPageRequest
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl

ダイレクト・サブクラスダイレクト・サブクラスダイレクト・サブクラスダイレクト・サブクラス
XSQLServletPageRequest

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
XSQLPageRequest

説明説明説明説明
新しい種類のページ・リクエストの実装の導出に使用される XSQLPageRequestインタ
フェースの基本となる実装です。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLPageRequestImpl()

XSQLPageRequestImpl(Hashtable)

XSQLPageRequestImpl(String, 
Hashtable)

メソッド

getConnectionName() この要求に使用されている接続名を戻します。接続が設定または使用されてない
場合、NULLになる場合があります。

getErrorWriter()

getJDBCConnection() この要求に使用されている JDBC接続を取得します（NULLの場合もありま
す）。
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getPageEncoding() この要求に対応するソース XSQLページのエンコーディングを戻します。

getParameter(String)

getPostedDocument()

getRequestParamsAsXMLDocument()

getSourceDocumentURI()

getStylesheetParameter(String) スタイルシート・パラメータを名前で取得します。

getStylesheetParameters() 列挙されたスタイルシート・パラメータ名を取得します。

getStylesheetURI()

getUserAgent()

getWriter()

getXSQLConnection() この要求に使用されている XSQLConnectionオブジェクトを取得します。
NULLの場合もあります。

isIncludedRequest() この要求が別の要求に含まれている場合、TRUEを戻します。

isOracleDriver() 現行の接続が Oracle JDBC Driverを使用している場合、TRUEを戻します。

printedErrorHeader()

requestProcessed() Page Requestで要求終了処理を実行します。

setConnectionName(String) この要求に使用されている接続を設定します（NULLの場合もあります）。

setContentType(String)

setIncludingRequest(XSQLPage
Request)

この要求に対して Including Page Requestオブジェクトを設定します。

setPageEncoding(String) XSQLページを要求と対応付けます。

setPageParam(String, String) 動的ページ・パラメータ値を設定します。

setPostedDocument(Document)

setPrintedErrorHeader(boolean)

setStylesheetParameter(String, 
String)

setStylesheetURI(String)

translateURL(String)

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLPageRequestImpl()
public  XSQLPageRequestImpl()

XSQLPageRequestImpl(Hashtable)
public  XSQLPageRequestImpl(java.util.Hashtable parameters)

XSQLPageRequestImpl(String, Hashtable)
public  XSQLPageRequestImpl(java.lang.String pageurl, java.util.Hashtable 
parameters)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getConnectionName()
public java.lang.String getConnectionName()
この要求に使用されている接続名を戻します。接続が設定または使用されてない場合、
NULLになる場合があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getConnectionName()で指定します。

useConnectionPooling()

useHTMLErrors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

XSQLPageRequestインタフェースから継承されたメソッド

createNestedRequest(URL, Dictionary)、getRequestType()

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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getErrorWriter()
public java.io.Print Writer getErrorWriter()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getErrorWriter()で指定します。

getJDBCConnection()
public java.sql.Connection getJDBCConnection()
この要求に使用されている JDBC接続を取得します（NULLの場合もあります）。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getJDBCConnection()で指定します。

getPageEncoding()
public java.lang.String getPageEncoding()
この要求に対応するソース XSQLページのエンコーディングを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getPageEncoding()で指定します。

getParameter(String)
public java.lang.String getParameter(java.lang.String name)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getParameter(String)で指定します。

getPostedDocument()
public oracle.xml.xsql.Document getPostedDocument()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getPostedDocument()で指定します。

getRequestParamsAsXMLDocument()
public oracle.xml.xsql.Document getRequestParamsAsXMLDocument()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getRequestParamsAsXMLDocument()で指定します。
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getSourceDocumentURI()
public java.lang.String getSourceDocumentURI()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getSourceDocumentURI()で指定します。

getStylesheetParameter(String)
public java.lang.String getStylesheetParameter(java.lang.String name)
スタイルシート・パラメータを名前で取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getStylesheetParameter(String)で指定します。

getStylesheetParameters()
public java.util.Enumeration getStylesheetParameters()
列挙されたスタイルシート・パラメータ名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getStylesheetParameters()で指定します。

getStylesheetURI()
public java.lang.String getStylesheetURI()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getStylesheetURI()で指定します。

getUserAgent()
public java.lang.String getUserAgent()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getUserAgent()で指定します。

getWriter()
public java.io.Print Writer getWriter()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getWriter()で指定します。
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getXSQLConnection()
public oracle.xml.xsql.XSQLConnection getXSQLConnection()
この要求に使用されている XSQLConnectionオブジェクトを取得します。NULLの場合もあ
ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの getXSQLConnection()で指定します。

isIncludedRequest()
public boolean isIncludedRequest()
この要求が別の要求に含まれている場合、TRUEを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの isIncludedRequest()で指定します。

isOracleDriver()
public boolean isOracleDriver()
現行の接続が Oracle JDBC Driverを使用している場合、TRUEを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの isOracleDriver()で指定します。

printedErrorHeader()
public boolean printedErrorHeader()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの printedErrorHeader()で指定します。

requestProcessed()
public void requestProcessed()
Page Requestで要求終了処理を実行します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの requestProcessed()で指定します。
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setConnectionName(String)
public void setConnectionName(java.lang.String connName)
この要求に使用されている接続を設定します（NULLの場合もあります）。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setConnectionName(String)で指定します。

setContentType(String)
public void setContentType(java.lang.String mimetype)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setContentType(String)で指定します。

setIncludingRequest(XSQLPageRequest)
public void setIncludingRequest(XSQLPageRequest includingEnv)
この要求に対して Including Page Requestオブジェクトを設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setIncludingRequest(XSQLPageRequest)で指定しま
す。

setPageEncoding(String)
public void setPageEncoding(java.lang.String enc)
XSQLページを要求と対応付けます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setPageEncoding(String)で指定します。

setPageParam(String, String)
public void setPageParam(java.lang.String name, java.lang.String value)
動的ページ・パラメータ値を設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setPageParam(String, String)で指定します。
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setPostedDocument(Document)
public void setPostedDocument(oracle.xml.xsql.Document doc)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setPostedDocument(Document)で指定します。

setPrintedErrorHeader(boolean)
public void setPrintedErrorHeader(boolean yes)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setPrintedErrorHeader(boolean)で指定します。

setStylesheetParameter(String, String)
public void setStylesheetParameter(java.lang.String name, java.lang.String value)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setStylesheetParameter(String, String)で指定します。

setStylesheetURI(String)
public void setStylesheetURI(java.lang.String uri)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの setStylesheetURI(String)で指定します。

translateURL(String)
public java.lang.String translateURL(java.lang.String filename)

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの translateURL(String)で指定します。

useConnectionPooling()
public boolean useConnectionPooling()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの useConnectionPooling()で指定します。
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useHTMLErrors()
public boolean useHTMLErrors()

指定方法指定方法指定方法指定方法
XSQLPageRequestインタフェースの useHTMLErrors()で指定します。
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oracle.xml.xsql

XSQLParserHelper

構文構文構文構文
public final class XSQLParserHelper extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper

説明説明説明説明
一般的な XML解析ルーチンです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLParserHelper()

メソッド

newDocument()

parse(InputStream, URL, Print Writer)

parse(Reader, Print Writer)

parse(URL, Print Writer)

parseFromString(StringBuffer, Print 
Writer)

parseFromString(String, Print Writer)

print(Document, Print Writer)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLParserHelper()
public  XSQLParserHelper()

メソッドメソッドメソッドメソッド

newDocument()
public static oracle.xml.xsql.Document newDocument()

parse(InputStream, URL, Print Writer)
public static oracle.xml.xsql.Document parse(java.io.InputStream is, java.net.URL 
baseUrl, java.io.Print Writer errorWriter)

parse(Reader, Print Writer)
public static oracle.xml.xsql.Document parse(java.io.Reader r, java.io.Print Writer 
errorWriter)

parse(URL, Print Writer)
public static oracle.xml.xsql.Document parse(java.net.URL url, java.io.Print Writer 
errorWriter)

parseFromString(StringBuffer, Print Writer)
public static oracle.xml.xsql.Document parseFromString(java.lang.StringBuffer 
xmlString, java.io.Print Writer errorWriter)

parseFromString(String, Print Writer)
public static oracle.xml.xsql.Document parseFromString(java.lang.String xmlString, 
java.io.Print Writer errorWriter)

print(Document, Print Writer)
public static void print(oracle.xml.xsql.Document d, java.io.Print Writer out)
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oracle.xml.xsql

XSQLRequest

構文構文構文構文
public class XSQLRequest extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLRequest

説明説明説明説明
XSQL Pageの要求をプログラム処理します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLRequest(String) XSQL Pageへの要求を作成します。

XSQLRequest(String, 
XSQLPageRequest)

XSQL Pageへの要求を作成します。

XSQLRequest(URL) XSQL Pageへの要求を作成します。

XSQLRequest(URL, 
XSQLPageRequest)

XSQL Pageへの要求を作成します。

メソッド

process() 要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

process(Dictionary) 要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

process(Dictionary, Print Writer, 
Print Writer)

要求を処理し、出力 /エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

process(Print Writer, Print 
Writer)

要求を処理し、出力 /エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

processToXML() 要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

processToXML(Dictionary) 要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

processToXML(Dictionary, Print 
Writer)

要求を処理し、出力 /エラーを各プリント・ライターに書き込みます。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLRequest(String)
public  XSQLRequest(java.lang.String url)
XSQL Pageへの要求を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - XSQL Pageへの URLの文字列表現

XSQLRequest(String, XSQLPageRequest)
public  XSQLRequest(java.lang.String url, XSQLPageRequest env)
XSQL Pageへの要求を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - XSQL Pageへの URLの文字列表現

env - XSQLPageRequest環境をコールします。

XSQLRequest(URL)
public  XSQLRequest(java.net.URL url)
XSQL Pageへの要求を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - XSQL Pageへの URL

processToXML(Print Writer) 要求を処理し、エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

setPostedDocument(Document) 要求の一部としてポストされた場合と同様に処理されるように、XMLドキュメン
トのプログラム設定を行います。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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XSQLRequest(URL, XSQLPageRequest)
public  XSQLRequest(java.net.URL url, XSQLPageRequest env)
XSQL Pageへの要求を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - XSQL Pageへの URL

env - XSQLPageRequest環境をコールします。

メソッドメソッドメソッドメソッド

process()
public void process()
要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

process(Dictionary)
public void process(java.util.Dictionary params)
要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
params - XSQL Pageパラメータを持つディクショナリ（Hashtableなど）

process(Dictionary, Print Writer, Print Writer)
public void process(java.util.Dictionary params, java.io.Print Writer out, 
java.io.Print Writer err)
要求を処理し、出力 /エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
params - XSQL Pageパラメータを持つディクショナリ（Hashtableなど）

out - 結果ページの結果を書き込むために使用するプリント・ライター

err - 結果ページのエラーを書き込むために使用するプリント・ライター
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process(Print Writer, Print Writer)
public void process(java.io.Print Writer out, java.io.Print Writer err)
要求を処理し、出力 /エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - 結果ページの結果を書き込むために使用するプリント・ライター

err - 結果ページのエラーを書き込むために使用するプリント・ライター

processToXML()
public org.w3c.dom.Document processToXML()
要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

processToXML(Dictionary)
public org.w3c.dom.Document processToXML(java.util.Dictionary params)
要求を処理し、出力 /エラーを System.out/System.errに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
params - XSQL Pageパラメータを持つディクショナリ（Hashtableなど）

processToXML(Dictionary, Print Writer)
public org.w3c.dom.Document processToXML(java.util.Dictionary params, java.io.Print 
Writer err)
要求を処理し、出力 /エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
params - XSQL Pageパラメータを持つディクショナリ（Hashtableなど）

err - 結果ページのエラーを書き込むために使用するプリント・ライター

processToXML(Print Writer)
public org.w3c.dom.Document processToXML(java.io.Print Writer err)
要求を処理し、エラーを各プリント・ライターに書き込みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
err - 結果ページのエラーを書き込むために使用するプリント・ライター
XSQL Servlet 3-43



XSQLRequest
setPostedDocument(Document)
public void setPostedDocument(org.w3c.dom.Document postedDoc)
要求の一部としてポストされた場合と同様に処理されるように、XMLドキュメントのプロ
グラム設定を行います。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
postedDoc - DOMドキュメント
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oracle.xml.xsql

XSQLServlet

構文構文構文構文
public final class XSQLServlet
 
oracle.xml.xsql.XSQLServlet

説明説明説明説明
XSQL Pageに対して、HTTPの GETメソッドおよび POSTメソッドを使用可能にするサー
ブレットです。

コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLServlet()
public  XSQLServlet()

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLServlet()

メソッド

doGet(HttpServletRequest, 
HttpServletResponse)

doPost(HttpServletRequest, 
HttpServletResponse)

getServletInfo()

init(ServletConfig)

inJServ()
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メソッドメソッドメソッドメソッド

doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
public void doGet(oracle.xml.xsql.HttpServletRequest request, 
oracle.xml.xsql.HttpServletResponse response)

doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
public void doPost(oracle.xml.xsql.HttpServletRequest request, 
oracle.xml.xsql.HttpServletResponse response)

getServletInfo()
public java.lang.String getServletInfo()

init(ServletConfig)
public void init(oracle.xml.xsql.ServletConfig config)

inJServ()
public static boolean inJServ()
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oracle.xml.xsql

XSQLServletPageRequest

構文構文構文構文
public final class XSQLServletPageRequest extends XSQLPageRequestImpl
 
java.lang.Object
|
+--XSQLPageRequestImpl

|
+--oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
XSQLPageRequest

説明説明説明説明
サーブレットベースの XSQL Page要求のための XSQLPageRequestの実装です。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLServletPageRequest(HttpServlet
Request, HttpServletResponse)

メソッド

createNestedRequest(URL, 
Dictionary)

ネストした要求のインスタンスを戻します。

getCookie(String)

getHttpServletRequest() この XSQL Page要求を開始したHttpServletRequestを取得します。

getHttpServletResponse() この XSQL Page要求に対応するHttpServletRequestを取得します。

getParameter(String) パラメータのソースとして、HTTPパラメータを代用します。

getPostedDocument()

getRequestParamsAsXMLDocument()

getRequestType()
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLServletPageRequest(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
public  XSQLServletPageRequest(oracle.xml.xsql.HttpServletRequest req, 
oracle.xml.xsql.HttpServletResponse resp)

getUserAgent()

setContentType(String)

setPageEncoding(String)

translateURL(String)

useHTMLErrors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

XSQLPageRequestImplクラスから継承されたメソッド

getConnectionName()、getErrorWriter()、getJDBCConnection()、getPageEncoding()、getSourceDocumentURI()、
getStylesheetParameter(String)、getStylesheetParameters()、getStylesheetURI()、getWriter()、
getXSQLConnection()、isIncludedRequest()、isOracleDriver()、printedErrorHeader()、requestProcessed()、
setConnectionName(String)、setIncludingRequest(XSQLPageRequest)、setPageParam(String, String)、
setPostedDocument(Document)、setPrintedErrorHeader(boolean)、setStylesheetParameter(String, String)、
setStylesheetURI(String)、useConnectionPooling()

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

XSQLPageRequestインタフェースから継承されたメソッド

getConnectionName()、getErrorWriter()、getJDBCConnection()、getPageEncoding()、getSourceDocumentURI()、
getStylesheetParameter(String)、getStylesheetParameters()、getStylesheetURI()、getWriter()、
getXSQLConnection()、isIncludedRequest()、isOracleDriver()、printedErrorHeader()、requestProcessed()、
setConnectionName(String)、setIncludingRequest(XSQLPageRequest)、setPageParam(String, String)、
setPostedDocument(Document)、setPrintedErrorHeader(boolean)、setStylesheetParameter(String, String)、
setStylesheetURI(String)、useConnectionPooling()

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

createNestedRequest(URL, Dictionary)
public XSQLPageRequest createNestedRequest(java.net.URL pageurl, 
java.util.Dictionary params)
ネストした要求のインスタンスを戻します。

getCookie(String)
public java.lang.String getCookie(java.lang.String name)

getHttpServletRequest()
public oracle.xml.xsql.HttpServletRequest getHttpServletRequest()
この XSQL Page要求を開始した HttpServletRequestを取得します。

getHttpServletResponse()
public oracle.xml.xsql.HttpServletResponse getHttpServletResponse()
この XSQL Page要求に対応する HttpServletRequestを取得します。

getParameter(String)
public java.lang.String getParameter(java.lang.String name)
パラメータのソースとして、HTTPパラメータを代用します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの getParameter(String)をオーバーライドします。

getPostedDocument()
public oracle.xml.xsql.Document getPostedDocument()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの getPostedDocument()をオーバーライドします。

getRequestParamsAsXMLDocument()
public oracle.xml.xsql.Document getRequestParamsAsXMLDocument()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの getRequestParamsAsXMLDocument()をオーバーライドし
ます。
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getRequestType()
public java.lang.String getRequestType()

getUserAgent()
public java.lang.String getUserAgent()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの getUserAgent()をオーバーライドします。

setContentType(String)
public void setContentType(java.lang.String mimetype)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの setContentType(String)をオーバーライドします。

setPageEncoding(String)
public void setPageEncoding(java.lang.String enc)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの setPageEncoding(String)をオーバーライドします。

translateURL(String)
public java.lang.String translateURL(java.lang.String path)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの translateURL(String)をオーバーライドします。

useHTMLErrors()
public boolean useHTMLErrors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
XSQLPageRequestImplクラスの useHTMLErrors()をオーバーライドします。
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oracle.xml.xsql

XSQLStylesheetProcessor

構文構文構文構文
public final class XSQLStylesheetProcessor extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLStylesheetProcessor

説明説明説明説明
XSLT スタイルシート処理エンジンです。 

コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLStylesheetProcessor()
public  XSQLStylesheetProcessor()

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLStylesheetProcessor()

メソッド

processToDocument(Document, 
String, XSQLPageRequest)

processToWriter(Document, 
String, XSQLPageRequest)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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メソッドメソッドメソッドメソッド

processToDocument(Document, String, XSQLPageRequest)
public static oracle.xml.xsql.Document 
processToDocument(oracle.xml.xsql.Document xml, java.lang.String xslURI, 
XSQLPageRequest env)

processToWriter(Document, String, XSQLPageRequest)
public static void processToWriter(oracle.xml.xsql.Document xml, 
java.lang.String xslURI, XSQLPageRequest env)
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oracle.xml.xsql

XSQLUtil

構文構文構文構文
public final class XSQLUtil extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.xsql.XSQLUtil

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSQLUtil()

メソッド

DictionaryOfParamsAsXMLDocument
(Dictionary)

safeURLAsString(URL)

select(Document, String)

select(Element, String)

select(XMLDocument, String)

select(XMLElement, String)

selectFirst(Document, String)

selectFirst(Element, String)

selectFirst(XMLDocument, String)

selectFirst(XMLElement, String)

stringParamValue(Object)

translate(String, String)

translate(URL, String)

valueOf(Element, String)

valueOf(Node, String)
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSQLUtil()
public  XSQLUtil()

メソッドメソッドメソッドメソッド

DictionaryOfParamsAsXMLDocument(Dictionary)
public static oracle.xml.xsql.XMLDocument 
DictionaryOfParamsAsXMLDocument(java.util.Dictionary dict)

safeURLAsString(URL)
public static java.lang.String safeURLAsString(java.net.URL u)

select(Document, String)
public static oracle.xml.xsql.NodeList select(oracle.xml.xsql.Document d, 
java.lang.String pattern)

select(Element, String)
public static oracle.xml.xsql.NodeList select(oracle.xml.xsql.Element n, 
java.lang.String pattern)

select(XMLDocument, String)
public static oracle.xml.xsql.NodeList select(oracle.xml.xsql.XMLDocument d, 
java.lang.String pattern)

valueOf(XMLElement, String)

valueOf(XMLNode, String)

XL(String, String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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select(XMLElement, String)
public static oracle.xml.xsql.NodeList select(oracle.xml.xsql.XMLElement n, 
java.lang.String pattern)

selectFirst(Document, String)
public static oracle.xml.xsql.Node selectFirst(oracle.xml.xsql.Document d, 
java.lang.String pattern)

selectFirst(Element, String)
public static oracle.xml.xsql.Node selectFirst(oracle.xml.xsql.Element n, 
java.lang.String pattern)

selectFirst(XMLDocument, String)
public static oracle.xml.xsql.Node selectFirst(oracle.xml.xsql.XMLDocument d, 
java.lang.String pattern)

selectFirst(XMLElement, String)
public static oracle.xml.xsql.Node selectFirst(oracle.xml.xsql.XMLElement n, 
java.lang.String pattern)

stringParamValue(Object)
public static java.lang.String stringParamValue(java.lang.Object val)

translate(String, String)
public static java.lang.String translate(java.lang.String u, java.lang.String path)

translate(URL, String)
public static java.lang.String translate(java.net.URL u, java.lang.String path)

valueOf(Element, String)
public static java.lang.String valueOf(oracle.xml.xsql.Element n, java.lang.String 
pattern)

valueOf(Node, String)
public static java.lang.String valueOf(oracle.xml.xsql.Node n, java.lang.String 
pattern)
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valueOf(XMLElement, String)
public static java.lang.String valueOf(oracle.xml.xsql.XMLElement n, 
java.lang.String pattern)

valueOf(XMLNode, String)
public static java.lang.String valueOf(oracle.xml.xsql.XMLNode n, java.lang.String 
pattern)

XL(String, String)
public static java.lang.String XL(java.lang.String s, java.lang.String enc)
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oracle.xml.asyncパッケージ
oracle.xml.asyncパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェース

DOMBuilderErrorListener 解析中にエラーが検出された場合に通知を受け取るためには、このインタフェー
スを実装する必要があります。

DOMBuilderListener 非同期解析中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェース
を実装する必要があります。

XSLTransformerErrorListener 非同期変換中のエラー・イベントに関する通知を受け取るためには、このインタ
フェースを実装する必要があります。

XSLTransformerListener 非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェース
を実装する必要があります。

クラス

DOMBuilder W3C勧告に従って、XML 1.0パーサーを実装します。

DOMBuilderBeanInfo

DOMBuilderErrorEvent 解析例外の発生時に送信されるエラー・イベントを定義します。

DOMBuilderEvent DOMBuilderが、すべての登録リスナーに解析イベントを通知するために使用す
るイベント・オブジェクトです。

ResourceManager 固定数の論理リソースへのアクセスを維持する単純セマフォです。

XSLTransformer バックグラウンド・スレッドに XSL変換を適用します。

XSLTransformerBeanInfo

XSLTransformerErrorEvent XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換エラー・イベントを通知するた
めに使用するエラー・イベント・オブジェクトです。

XSLTransformerEvent XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換イベントを通知するために使用
するイベント・オブジェクトです。
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oracle.xml.async

DOMBuilder

構文構文構文構文
public class DOMBuilder extends java.lang.Object implements 
java.io.Serializable, oracle.xml.async.DOMBuilderConstants, java.lang.Runnable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.DOMBuilder

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
oracle.xml.async.DOMBuilderConstants、java.lang.Runnable、java.io.Serializable

説明説明説明説明
W3C勧告に従って XML 1.0パーサーを実装し、XMLドキュメントの解析および DOMツ
リーの構築を行います。ツリーが構築されている場合、解析は別のスレッドで行われ、
DOMBuilderListenerインタフェースを使用して通知する必要があります。
Transviewer Beans 4-3



DOMBuilder
メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilder() 新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

DOMBuilder(int) 与えられた IDを使用して新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッド

addDOMBuilderErrorListener
(DOMBuilderErrorListener)

DOMBuilderErrorListenerを追加します。

addDOMBuilderListener(DOM
BuilderListener)

DOMBuilderListenerを追加します。

getDoctype() DTDを取得します。

getDocument() ドキュメントを取得します。

getId() パーサー・オブジェクト IDを戻します。

getReleaseVersion() Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

getResult() ドキュメントを取得します。

getValidationMode() 検証モードを戻します。

parse(InputSource) 与えられた入力ソースから XMLを解析します。

parse(InputStream) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(Reader) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(String) 指定した URLから XMLを解析します。

parse(URL) 与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLド
キュメントの階層を作成します。

parseDTD(InputSource, String) 与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

parseDTD(InputStream, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(Reader, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(String, String) 指定した URLから外部 DTDを解析します。

parseDTD(URL, String) 与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XML
ドキュメントの階層を作成します。

removeDOMBuilderErrorListener
(DOMBuilderErrorListener)

DOMBuilderErrorListenerを削除します。

removeDOMBuilderListener(DOM
BuilderListener)

DOMBuilderListenerを削除します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilder()
public  DOMBuilder()
新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

DOMBuilder(int)
public  DOMBuilder(int id)
与えられた IDを使用して新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

run() メソッドをスレッドで実行します。

setBaseURL(URL) 外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。

setDebugMode(boolean) ドキュメントのデバッグ情報を有効にするフラグを設定します。

setDoctype(DTD) DTDを設定します。

setErrorStream(OutputStream) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(OutputStream, 
String)

エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(Print Writer) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setNodeFactory(NodeFactory) ノード・ファクトリを設定します。

setPreserveWhitespace(boolean) 空白保持モードを設定します。

setValidationMode(boolean) 検証モードを設定します。

showWarnings(boolean) 警告を出力するかどうかを決定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.async.DOMBuilderConstantsインタフェースから継承されたフィールド

DOM_GEN_ENDED、DOM_GEN_ERROR、DOM_GEN_STARTED、DOM_METHOD1、DOM_METHOD10、
DOM_METHOD2、DOM_METHOD3、DOM_METHOD4、DOM_METHOD5、DOM_METHOD6、
DOM_METHOD7、DOM_METHOD8、DOM_METHOD9

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
Transviewer Beans 4-5



DOMBuilder
メソッドメソッドメソッドメソッド

addDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener)
public void addDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener p0)
DOMBuilderErrorListenerを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 追加する DOMBuilderErrorListener

addDOMBuilderListener(DOMBuilderListener)
public void addDOMBuilderListener(DOMBuilderListener p0)
DOMBuilderListenerを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 追加する DOMBuilderListener

getDoctype()
public synchronized oracle.xml.async.DTD getDoctype()
DTDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD

getDocument()
public synchronized oracle.xml.async.XMLDocument getDocument()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント

getId()
public int getId()
パーサー・オブジェクト IDを戻します。
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getReleaseVersion()
public synchronized java.lang.String getReleaseVersion()
Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
バージョン番号文字列

getResult()
public synchronized org.w3c.dom.Document getResult()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント

getValidationMode()
public synchronized boolean getValidationMode()
検証モードを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLパーサーが検証中の場合は TRUE、検証中でない場合は FALSE

parse(InputSource)
public final synchronized void parse(org.xml.sax.InputSource in)
与えられた入力ソースから XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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parse(InputStream)
public final synchronized void parse(java.io.InputStream in)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parse(Reader)
public final synchronized void parse(java.io.Reader r)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser
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parse(String)
public final synchronized void parse(java.lang.String in)
指定した URLからの XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parse(URL)
public final synchronized void parse(java.net.URL url)
与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメントの
階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputSource, String)
public final synchronized void parseDTD(org.xml.sax.InputSource in, 
java.lang.String rootName)
与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

rootName - ルート要素の要素名
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputStream, String)
public final synchronized void parseDTD(java.io.InputStream in, java.lang.String 
rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parseDTD(Reader, String)
public final synchronized void parseDTD(java.io.Reader r, java.lang.String rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parseDTD(String, String)
public final synchronized void parseDTD(java.lang.String in, java.lang.String 
rootName)
指定した URLから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(URL, String)
public final synchronized void parseDTD(java.net.URL url, java.lang.String rootName)
与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメン
トの階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL

rootName - ルート要素として使用される要素

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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removeDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener)
public synchronized void removeDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener p0)
DOMBuilderErrorListenerを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 削除する DOMBuilderErrorListener

removeDOMBuilderListener(DOMBuilderListener)
public synchronized void removeDOMBuilderListener(DOMBuilderListener p0)
DOMBuilderListenerを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 削除する DOMBuilderListener

run()
public void run()
メソッドをスレッドで実行します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
java.lang.Runnableインタフェースの java.lang.Runnable.run()で指定します。

setBaseURL(URL)
public synchronized void setBaseURL(java.net.URL url)
外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。
parse(InputStream)を使用して XMLドキュメントを解析する場合は、このメソッドをコー
ルする必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - ベース URL

setDebugMode(boolean)
public void setDebugMode(boolean flag)
ドキュメントのデバッグ情報を有効にするフラグを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - デバッグ情報が格納されているかどうかを判断します。
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setDoctype(DTD)
public synchronized void setDoctype(oracle.xml.async.DTD dtd)
DTDを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
dtd - 設定する DTD。解析中に使用されます。

setErrorStream(OutputStream)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

setErrorStream(OutputStream, String)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.OutputStream out, 
java.lang.String enc)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。また、指定されたエンコーディングがサポート
されていない場合は、例外が発生します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

enc - 使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - サポートしていないエンコーディングが指定された場合に発生します。
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setErrorStream(Print Writer)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.Print Writer out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用のプリント・ライター

setNodeFactory(NodeFactory)
public synchronized void setNodeFactory(oracle.xml.async.NodeFactory factory)
ノード・ファクトリを設定します。アプリケーションは、ノード・ファクトリを拡張し、こ
のメソッドを介してノード・ファクトリを登録できます。パーサーは、ユーザーが指定した
ノード・ファクトリを使用して、DOMツリーのノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
factory - 設定するノード・ファクトリ

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 無効なノード・ファクトリが設定された場合に発生します。

参照参照参照参照
NodeFactory

setPreserveWhitespace(boolean)
public synchronized void setPreserveWhitespace(boolean flag)
空白保持モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - 保持モード

setValidationMode(boolean)
public synchronized void setValidationMode(boolean yes)
検証モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - XMLパーサーが検証を行う必要があるかどうかを決定します。
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showWarnings(boolean)
public synchronized void showWarnings(boolean yes)
警告を出力するかどうかを決定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告を出力する必要があるかどうかを決定します。
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DOMBuilderBeanInfo
oracle.xml.async

DOMBuilderBeanInfo

構文構文構文構文
public class DOMBuilderBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderBeanInfo()
public  DOMBuilderBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.async

DOMBuilderErrorEvent

構文構文構文構文
public class DOMBuilderErrorEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderErrorEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
解析例外の発生時に送信されるエラー・イベントを定義します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderErrorEvent(Object, 
Exception)

DOMBuilderErrorEvent用のコンストラクタです。

メソッド

getException() 例外を取得します。

getMessage() パーサーが生成したエラー・メッセージを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderErrorEvent(Object, Exception)
public  DOMBuilderErrorEvent(java.lang.Object p0, java.lang.Exception e)
DOMBuilderErrorEvent用のコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - このオブジェクトを作成する Object

e - 発生した例外

メソッドメソッドメソッドメソッド

getException()
public java.lang.Exception getException()
例外を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
発生中の例外

getMessage()
public java.lang.String getMessage()
パーサーが生成したエラー・メッセージを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ文字列
Transviewer Beans 4-19



DOMBuilderErrorListener
oracle.xml.async

DOMBuilderErrorListener

構文構文構文構文
public interface DOMBuilderErrorListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
解析中にエラーが検出された場合に通知を受け取るためには、このインタフェースを実装す
る必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addDOMBuilderErrorListenerメソッドを使用して DOMBuilderに追加する必要がありま
す。

メソッドメソッドメソッドメソッド

domBuilderErrorCalled(DOMBuilderErrorEvent)
public void domBuilderErrorCalled(DOMBuilderErrorEvent p0)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - 解析エラーの結果として DOMBuilderが生成した DOMBuilderErrorEventオブジェク
ト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

domBuilderErrorCalled(DOM
BuilderErrorEvent)
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oracle.xml.async

DOMBuilderEvent

構文構文構文構文
public class DOMBuilderEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
DOMBuilderがすべての登録リスナーに解析イベントを通知するために使用するイベント・
オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderEvent(Object, int)

メソッド

getID() DOMBuilderオブジェクトの一意の IDを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderEvent(Object, int)
public  DOMBuilderEvent(java.lang.Object p0, int p1)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getID()
public int getID()
DOMBuilderオブジェクトの一意の IDを戻します。DOMBuilderの複数のインスタンスが
バックグラウンドで動作している場合は、そのうちのどのインスタンスがこのイベントを生
成したかを識別するために使用できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの一意の ID
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oracle.xml.async

DOMBuilderListener

構文構文構文構文
public interface DOMBuilderListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期解析中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、addDOMBuilderListenerメ
ソッドを使用して DOMBuilderに追加する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

domBuilderError(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderError(DOMBuilderEvent p0)
解析エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

domBuilderError(DOMBuilderEvent) 解析エラーの発生時にコールされます。

domBuilderOver(DOMBuilderEvent) 解析の完了時にコールされます。

domBuilderStarted(DOMBuilderEvent) 解析の開始時にコールされます。
Transviewer Beans 4-23



DOMBuilderListener
domBuilderOver(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderOver(DOMBuilderEvent p0)
解析の完了時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト

domBuilderStarted(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderStarted(DOMBuilderEvent p0)
解析の開始時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト
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oracle.xml.async

ResourceManager

構文構文構文構文
public class ResourceManager extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.ResourceManager

説明説明説明説明
固定数の論理リソースへのアクセスを維持する単純セマフォです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

ResourceManager(int) ResourceManagerコンストラクタです。

メソッド

activeFound() リソースが使用可能な場合、TRUEを戻します。

getResource() 使用可能なリソース数が 0（ゼロ）以外である場合は、メソッドは使用可能なリ
ソース数を 1つ減らします。

releaseResource() リソースを解放します。

sleep(int) Thread.sleep()を例外処理せずに使用できるようになります。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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ResourceManager
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

ResourceManager(int)
public  ResourceManager(int i)
ResourceManagerコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - 管理するリソース数

メソッドメソッドメソッドメソッド

activeFound()
public boolean activeFound()
リソースが使用可能な場合、TRUEを戻します。

getResource()
public synchronized void getResource()
使用可能なリソース数が 0（ゼロ）以外である場合は、メソッドは使用可能なリソース数を
1つ減らします。0（ゼロ）である場合は、リソースが解放されるまで待ちます。

releaseResource()
public void releaseResource()
リソースを解放します。このメソッドがコールされると、使用可能なリソース数が 1つ増え
ます。

sleep(int)
public void sleep(int i)
Thread.sleep()を例外処理せずに使用できるようになります。
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oracle.xml.async

XSLTransformer

構文構文構文構文
public class XSLTransformer extends java.lang.Object implements 
java.io.Serializable, oracle.xml.async.XSLTransformerConstants, 
java.lang.Runnable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.XSLTransformer

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Runnable、java.io.Serializable、oracle.xml.async.XSLTransformerConstants

説明説明説明説明
バックグラウンド・スレッドに XSL変換を適用します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformer() XSLTransformetコンストラクタです。

XSLTransformer(int) XSLTransformerコンストラクタです。

メソッド

addXSLTransformerErrorListener
(XSLTransformerErrorListener)

エラー・イベント・リスナーを追加します。

addXSLTransformerListener(XSL
TransformerListener)

リスナーを追加します。

getId() 一意の XSLTransformer IDを戻します。

getResult() 結果のドキュメント・フラグメントを戻します。

processXSL(XSLStylesheet, 
InputStream, URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, Reader, 
URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, URL, 
URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。
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XSLTransformer
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformer()
public  XSLTransformer()
XSLTransformetコンストラクタです。

XSLTransformer(int)
public  XSLTransformer(int id)
XSLTransformerコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
id - イベントの処理中に XSLTransformerインスタンスを識別するために使用できる一意の
整数

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, OutputStream)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

removeDOMTransformerErrorListener
(XSLTransformerErrorListener)

エラー・イベント・リスナーを削除します。

removeXSLTransformerListener(XSL
TransformerListener)

リスナーを削除します。

run()

setErrorStream(OutputStream) XSLプロセッサが使用するエラー・ストリームを設定します。

showWarnings(boolean) XSLプロセッサが使用する showWarningsフラグを設定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.async.XSLTransformerConstantsインタフェースから継承されたフィールド

XSL_GEN_ENDED、XSL_GEN_ERROR、XSL_GEN_STARTED

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

addXSLTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener)
public void addXSLTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener p0)
エラー・イベント・リスナーを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerErrorListener

addXSLTransformerListener(XSLTransformerListener)
public void addXSLTransformerListener(XSLTransformerListener p0)
リスナーを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerListener

getId()
public int getId()
一意の XSLTransformer IDを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ID

getResult()
public synchronized oracle.xml.async.DocumentFragment getResult()
結果のドキュメント・フラグメントを戻します。このメソッドは、変換完了の通知を受け
取った後にのみコールします。変換はバックグラウンドで非同期に行われるため、
processXSLの直後にこのメソッドをコールすると、結果が使用可能になるまで制御が保持
されます。

processXSL(XSLStylesheet, InputStream, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.io.InputStream 
xml, java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。
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XSLTransformer
processXSL(XSLStylesheet, Reader, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.io.Reader xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, URL, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.net.URL xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, 
oracle.xml.async.XMLDocument xml)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, OutputStream)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, 
oracle.xml.async.XMLDocument xml, java.io.OutputStream os)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

removeDOMTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener)
public synchronized void 
removeDOMTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener p0)
エラー・イベント・リスナーを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerErrorListener

removeXSLTransformerListener(XSLTransformerListener)
public synchronized void removeXSLTransformerListener(XSLTransformerListener p0)
リスナーを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerListener
4-30 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.asyncパッケージ
run()
public void run()

指定方法指定方法指定方法指定方法
java.lang.Runnableインタフェースの java.lang.Runnable.run()で指定します。

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
XSLプロセッサが使用するエラー・ストリームを設定します。

showWarnings(boolean)
public final void showWarnings(boolean yes)
XSLプロセッサが使用する showWarningsフラグを設定します。
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XSLTransformerBeanInfo
oracle.xml.async

XSLTransformerBeanInfo

構文構文構文構文
public class XSLTransformerBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerBeanInfo()
public  XSLTransformerBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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XSLTransformerErrorEvent
oracle.xml.async

XSLTransformerErrorEvent

構文構文構文構文
public class XSLTransformerErrorEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerErrorEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換エラー・イベントを通知するために使用
するエラー・イベント・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerErrorEvent(Object, 
Exception)

メソッド

getException() XSLTransformerが一意のオブジェクト IDを検出したという例外を戻します。

getMessage() XSLTransformerに発生したエラーを説明するエラー・メッセージを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerErrorEvent(Object, Exception)
public  XSLTransformerErrorEvent(java.lang.Object p0, java.lang.Exception e)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getException()
public java.lang.Exception getException()
XSLTransformerが一意のオブジェクト IDを検出したという例外を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
変換例外

getMessage()
public java.lang.String getMessage()
XSLTransformerに発生したエラーを説明するエラー・メッセージを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ
Transviewer Beans 4-35



XSLTransformerErrorListener
oracle.xml.async

XSLTransformerErrorListener

構文構文構文構文
public interface XSLTransformerErrorListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期での変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装
する必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addXSLTransformerListenerメソッドを使用して XSLTransformetエラー・イベント・
キューに追加する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

xslTransformerErrorCalled(XSLTransformerErrorEvent)
public void xslTransformerErrorCalled(XSLTransformerErrorEvent p0)
解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが生成する XSLTransformerErrorEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

xslTransformerErrorCalled(XSL
TransformerErrorEvent)

解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。
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oracle.xml.async

XSLTransformerEvent

構文構文構文構文
public class XSLTransformerEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換イベントを通知するために使用するイベ
ント・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerEvent(Object, int)

メソッド

getID() XSLTransformerオブジェクトの一意の IDを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerEvent(Object, int)
public  XSLTransformerEvent(java.lang.Object p0, int p1)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getID()
public int getID()
XSLTransformerオブジェクトの一意の IDを戻します。XSLTransformerの複数インスタン
スがバックグラウンドで動作している場合は、そのうちのどのインスタンスがこのイベント
を生成したかを識別するために使用できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの一意の ID
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oracle.xml.async

XSLTransformerListener

構文構文構文構文
public interface XSLTransformerListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期での変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装
する必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addXSLTransformerListenerメソッドを使用して XSLTransformetイベント・キューに追加
する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

xslTransformerError(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerError(XSLTransformerEvent p0)
解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが生成する XSLTransformerEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

xslTransformerError(XSLTransformerEvent) 解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

xslTransformerOver(XSLTransformerEvent) 変換の完了時にコールされます。

xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent) 変換の開始時にコールされます。
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xslTransformerOver(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerOver(XSLTransformerEvent p0)
変換の完了時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが生成する XSLTransformerEventオブジェクト

xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent p0)
変換の開始時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが生成する XSLTransformerEventオブジェクト
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oracle.xml.srcviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

XMLSourceView XMLドキュメントを表示します。

XMLSourceViewBeanInfo
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XMLSourceView
oracle.xml.srcviewer

XMLSourceView

構文構文構文構文
public class XMLSourceView extends javax.swing.JPanel implements 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、
java.awt.MenuContainer、java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLドキュメントを表示します。XMLトークン型（タグ、属性名、属性値、コメント、
CDATA、PCDATA、処理命令データ、処理命令名および記法）を認識します。各トークン型
には、フォアグラウンド・カラーおよびフォントがあります。デフォルトのカラー /フォン
ト設定は変更できます。入力として org.w3c.dom.Documentオブジェクトを受け取ります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLSourceView() クラス・コンストラクタです。

メソッド

fontGet(AttributeSet) 与えられた属性セットのフォントを戻します。

fontSet(MutableAttributeSet, Font) 属性セットのフォントを設定します。

getAttributeNameFont() 属性値のフォントを戻します。

getAttributeNameForeground() 属性名のフォアグラウンド・カラーを戻します。
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getAttributeValueFont() 属性値のフォントを戻します。

getAttributeValueForeground() 属性値のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getBackground() バックグラウンド・カラーを戻します。

getCDATAFont() CDATAのフォントを戻します。

getCDATAForeground() CDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getCommentDataFont() コメント文のフォントを戻します。

getCommentDataForeground() コメント文のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getEditedText() 編集済テキストを戻します。

getJTextPane() JTextPaneビューアのコンポーネントを戻します。

getMinimumSize() XMLSourceViewの最小サイズを戻します。

getNodeAtOffset(int) 与えられたオフセットにある XMLノードを戻します。

getPCDATAFont() PCDATAのフォントを戻します。

getPCDATAForeground() PCDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getPIDataFont() 処理命令データのフォントを戻します。

getPIDataForeground() 処理命令データのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getPINameFont() 処理命令名のフォントを戻します。

getPINameForeground() 処理命令名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getSymbolFont() 記法のフォントを戻します。

getSymbolForeground() 記法のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getTagFont() タグのフォントを戻します。

getTagForeground() タグのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getText() XMLドキュメントを文字列として戻します。

isEditable() このオブジェクトが編集可能かどうかを示すブールを戻します。

selectNodeAt(int) オフセット iにある XMLノードにカーソルを移動します。

setAttributeNameFont(Font) 属性名のフォントを設定します。

setAttributeNameForeground(Color) 属性名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setAttributeValueFont(Font) 属性値のフォントを設定します。

setAttributeValueForeground(Color) 属性値のフォアグラウンド・カラーを設定します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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setBackground(Color) バックグラウンド・カラーを設定します。

setCDATAFont(Font) CDATAのフォントを設定します。

setCDATAForeground(Color) CDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setCommentDataFont(Font) コメント文のフォントを設定します。

setCommentDataForeground(Color) コメント文のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setEditable(boolean) このオブジェクトを編集可能にするかどうかを示すブールを設定します。

setPCDATAFont(Font) PCDATAのフォントを設定します。

setPCDATAForeground(Color) PCDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setPIDataFont(Font) 処理命令データのフォントを設定します。

setPIDataForeground(Color) 処理命令データのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setPINameFont(Font) 処理命令名のフォントを設定します。

setPINameForeground(Color) 処理命令名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setSelectedNode(Node) 選択した XMLノードにカーソル位置を設定します。

setSymbolFont(Font) 記法のフォントを設定します。

setSymbolForeground(Color) 記法のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setTagFont(Font) タグのフォントを設定します。

setTagForeground(Color) タグのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setXMLDocument(Document) XMLviewerと XMLドキュメントを対応付けます。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、TOP_
ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID、updateUI

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getNextFocusableComponent、getPreferredSize、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、getSize、
getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、getX、
getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBorder、setDebugGraphicsOptions、setDoubleBuffered、
setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、setNextFocusableComponent、
setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、setVisible、unregisterKeyboardAction、
update
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLSourceView()
public  XMLSourceView()
クラス・コンストラクタです。XMLSourceView型のオブジェクトを作成します。

java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBounds、getColorModel、
getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、getForeground、
getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、getName、
getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、inside、
isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、list、
location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

fontGet(AttributeSet)
public static java.awt.Font fontGet(javax.swing.text.AttributeSet attributeset)
与えられた属性セットのフォントを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
attributeset -ソース Attributeset

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

fontSet(MutableAttributeSet, Font)
public static void fontSet(javax.swing.text.MutableAttributeSet 
mutableattributeset, java.awt.Font font)
属性セットのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
mutableattributeset - 更新する属性セット

font - 属性セット用の新しい Font

getAttributeNameFont()
public java.awt.Font getAttributeNameFont()
属性値のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getAttributeNameForeground()
public java.awt.Color getAttributeNameForeground()
属性名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト
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getAttributeValueFont()
public java.awt.Font getAttributeValueFont()
属性値のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getAttributeValueForeground()
public java.awt.Color getAttributeValueForeground()
属性値のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getBackground()
public java.awt.Color getBackground()
バックグラウンド・カラーを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.awt.Componentクラスの java.awt.Component.getBackground()をオーバーライドしま
す。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getCDATAFont()
public java.awt.Font getCDATAFont()
CDATAのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getCDATAForeground()
public java.awt.Color getCDATAForeground()
CDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト
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getCommentDataFont()
public java.awt.Font getCommentDataFont()
コメント文のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getCommentDataForeground()
public java.awt.Color getCommentDataForeground()
コメント文のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getEditedText()
public java.lang.String getEditedText()
編集済テキストを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
編集済テキストを含む String

getJTextPane()
public javax.swing.JTextPane getJTextPane()
JTextPaneビューアのコンポーネントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLSourceViewerが使用する JTextPane
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getMinimumSize()
public java.awt.Dimension getMinimumSize()
XMLSourceViewの最小サイズを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JComponentクラスの javax.swing.JComponent.getMinimumSize()をオーバー
ライドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLSourceViewの最小サイズの Dimensionオブジェクト

getNodeAtOffset(int)
public org.w3c.dom.Node getNodeAtOffset(int i)
与えられたオフセットにある XMLノードを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - ノード・オフセット

戻り値戻り値戻り値戻り値
オフセット iの Node

getPCDATAFont()
public java.awt.Font getPCDATAFont()
PCDATAのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getPCDATAForeground()
public java.awt.Color getPCDATAForeground()
PCDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト
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getPIDataFont()
public java.awt.Font getPIDataFont()
処理命令データのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getPIDataForeground()
public java.awt.Color getPIDataForeground()
処理命令データのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getPINameFont()
public java.awt.Font getPINameFont()
処理命令名のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getPINameForeground()
public java.awt.Color getPINameForeground()
処理命令名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getSymbolFont()
public java.awt.Font getSymbolFont()
記法のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト
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getSymbolForeground()
public java.awt.Color getSymbolForeground()
記法のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getTagFont()
public java.awt.Font getTagFont()
タグのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getTagForeground()
public java.awt.Color getTagForeground()
タグのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getText()
public java.lang.String getText()
XMLドキュメントを文字列として戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLドキュメントを含む String

isEditable()
public boolean isEditable()
このオブジェクトが編集可能かどうかを示すブールを戻します。
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selectNodeAt(int)
public void selectNodeAt(int i)
オフセット iにある XMLノードにカーソルを移動します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - ノード・オフセット

setAttributeNameFont(Font)
public void setAttributeNameFont(java.awt.Font font)
属性名のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 属性名用の新しい Font

setAttributeNameForeground(Color)
public void setAttributeNameForeground(java.awt.Color color)
属性名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 属性名用の新しい Color

setAttributeValueFont(Font)
public void setAttributeValueFont(java.awt.Font font)
属性値のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 属性値用の新しい Font

setAttributeValueForeground(Color)
public void setAttributeValueForeground(java.awt.Color color)
属性値のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 属性値用の新しい Color
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setBackground(Color)
public void setBackground(java.awt.Color color)
バックグラウンド・カラーを設定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JComponentクラスの javax.swing.JComponent.setBackground(java.awt.Color)
をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 新しいバックグラウンド Color

setCDATAFont(Font)
public void setCDATAFont(java.awt.Font font)
CDATAのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - CDATA用の新しい Font

setCDATAForeground(Color)
public void setCDATAForeground(java.awt.Color color)
CDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - CDATA用の新しい Color

setCommentDataFont(Font)
public void setCommentDataFont(java.awt.Font font)
コメント文のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - XMLコメント文用の新しい Font

setCommentDataForeground(Color)
public void setCommentDataForeground(java.awt.Color color)
コメント文のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - コメント文用の新しい Color
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setEditable(boolean)
public void setEditable(boolean edit)
このオブジェクトを編集可能にするかどうかを示すブールを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 新しいブール値

setPCDATAFont(Font)
public void setPCDATAFont(java.awt.Font font)
PCDATAのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - PCDATA用の新しい Font

setPCDATAForeground(Color)
public void setPCDATAForeground(java.awt.Color color)
PCDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - PCDATA用の新しい Color

setPIDataFont(Font)
public void setPIDataFont(java.awt.Font font)
処理命令データのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 処理命令データ用の新しい Font

setPIDataForeground(Color)
public void setPIDataForeground(java.awt.Color color)
処理命令データのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 処理命令データ用の新しい Color
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setPINameFont(Font)
public void setPINameFont(java.awt.Font font)
処理命令名のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 処理命令名用の新しい Font

setPINameForeground(Color)
public void setPINameForeground(java.awt.Color color)
処理命令名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 処理命令名用の新しい Color

setSelectedNode(Node)
public void setSelectedNode(org.w3c.dom.Node node)
選択した XMLノードにカーソル位置を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
node - 選択したノード

setSymbolFont(Font)
public void setSymbolFont(java.awt.Font font)
記法のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 記法用の新しい Font

setSymbolForeground(Color)
public void setSymbolForeground(java.awt.Color color)
記法のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 記法用の新しい Color
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setTagFont(Font)
public void setTagFont(java.awt.Font font)
タグのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - XMLタグ用の新しい Font

setTagForeground(Color)
public void setTagForeground(java.awt.Color color)
タグのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
 color  - XMLタグ用の新しい Color

setXMLDocument(Document)
public void setXMLDocument(org.w3c.dom.Document document)
XMLviewerと XMLドキュメントを対応付けます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 表示する Document

参照参照参照参照
getText()
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oracle.xml.srcviewer

XMLSourceViewBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLSourceViewBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.srcviewer.XMLSourceViewBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLSourceViewBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLSourceViewBeanInfo()
public  XMLSourceViewBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.asyncパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェース

DOMBuilderErrorListener 解析中にエラーが検出された場合に通知を受け取るためには、このインタフェー
スを実装する必要があります。

DOMBuilderListener 非同期解析中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェース
を実装する必要があります。

XSLTransformerErrorListener 非同期変換中のエラー・イベントに関する通知を受け取るためには、このインタ
フェースを実装する必要があります。

XSLTransformerListener 非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェース
を実装する必要があります。

クラス

DOMBuilder W3C勧告に従って、XML 1.0パーサーを実装します。

DOMBuilderBeanInfo

DOMBuilderErrorEvent 解析例外の発生時に送信されるエラー・イベントを定義します。

DOMBuilderEvent DOMBuilderが、すべての登録リスナーに解析イベントを通知するために使用す
るイベント・オブジェクトです。

ResourceManager 固定数の論理リソースへのアクセスを維持する単純セマフォです。

XSLTransformer バックグラウンド・スレッドに XSL変換を適用します。

XSLTransformerBeanInfo

XSLTransformerErrorEvent XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換エラー・イベントを通知するた
めに使用するエラー・イベント・オブジェクトです。

XSLTransformerEvent XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換イベントを通知するために使用
するイベント・オブジェクトです。
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oracle.xml.async

DOMBuilder

構文構文構文構文
public class DOMBuilder extends java.lang.Object implements 
java.io.Serializable, oracle.xml.async.DOMBuilderConstants, java.lang.Runnable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.DOMBuilder

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
oracle.xml.async.DOMBuilderConstants、java.lang.Runnable、java.io.Serializable

説明説明説明説明
W3C勧告に従って XML 1.0パーサーを実装し、XMLドキュメントの解析および DOMツ
リーの構築を行います。ツリーが構築されている場合、解析は別のスレッドで行われ、
DOMBuilderListenerインタフェースを使用して、通知する必要があります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilder() 新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

DOMBuilder(int) 与えられた IDを使用して新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッド

addDOMBuilderErrorListener(DOM
BuilderErrorListener)

DOMBuilderErrorListenerを追加します。

addDOMBuilderListener(DOMBuilder
Listener)

DOMBuilderListenerを追加します。

getDoctype() DTDを取得します。

getDocument() ドキュメントを取得します。

getId() パーサー・オブジェクト IDを戻します。

getReleaseVersion() Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

getResult() ドキュメントを取得します。
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getValidationMode() 検証モードを戻します。

parse(InputSource) 与えられた入力ソースから XMLを解析します。

parse(InputStream) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(Reader) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(String) 指定した URLから XMLを解析します。

parse(URL) 与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLド
キュメントの階層を作成します。

parseDTD(InputSource, String) 与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

parseDTD(InputStream, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(Reader, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(String, String) 指定した URLから外部 DTDを解析します。

parseDTD(URL, String) 与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する
XMLドキュメントの階層を作成します。

removeDOMBuilderErrorListener
(DOMBuilderErrorListener)

DOMBuilderErrorListenerを削除します。

removeDOMBuilderListener(DOM
BuilderListener)

DOMBuilderListenerを削除します。

run() メソッドをスレッドで実行します。

setBaseURL(URL) 外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。

setDebugMode(boolean) ドキュメントのデバッグ情報を有効にするフラグを設定します。

setDoctype(DTD) DTDを設定します。

setErrorStream(OutputStream) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(OutputStream, 
String)

エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(Print Writer) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setNodeFactory(NodeFactory) ノード・ファクトリを設定します。

setPreserveWhitespace(boolean) 空白保持モードを設定します。

setValidationMode(boolean) 検証モードを設定します。

showWarnings(boolean) 警告を出力するかどうかを決定します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilder()
public  DOMBuilder()
新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

DOMBuilder(int)
public  DOMBuilder(int id)
与えられた IDを使用して新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

addDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener)
public void addDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener p0)
DOMBuilderErrorListenerを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 追加する DOMBuilderErrorListener

addDOMBuilderListener(DOMBuilderListener)
public void addDOMBuilderListener(DOMBuilderListener p0)
DOMBuilderListenerを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 追加する DOMBuilderListener

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.async.DOMBuilderConstantsインタフェースから継承されたフィールド

DOM_GEN_ENDED、DOM_GEN_ERROR、DOM_GEN_STARTED、DOM_METHOD1、DOM_METHOD10、
DOM_METHOD2、DOM_METHOD3、DOM_METHOD4、DOM_METHOD5、DOM_METHOD6、
DOM_METHOD7、DOM_METHOD8、DOM_METHOD9

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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getDoctype()
public synchronized oracle.xml.async.DTD getDoctype()
DTDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD

getDocument()
public synchronized oracle.xml.async.XMLDocument getDocument()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント

getId()
public int getId()
パーサー・オブジェクト IDを戻します。

getReleaseVersion()
public synchronized java.lang.String getReleaseVersion()
Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
バージョン番号文字列

getResult()
public synchronized org.w3c.dom.Document getResult()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント
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getValidationMode()
public synchronized boolean getValidationMode()
検証モードを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLパーサーが検証中の場合は TRUE、検証中でない場合は FALSE

parse(InputSource)
public final synchronized void parse(org.xml.sax.InputSource in)
与えられた入力ソースから XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parse(InputStream)
public final synchronized void parse(java.io.InputStream in)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser
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parse(Reader)
public final synchronized void parse(java.io.Reader r)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parse(String)
public final synchronized void parse(java.lang.String in)
指定した URLから XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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parse(URL)
public final synchronized void parse(java.net.URL url)
与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメントの
階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントの URL

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputSource, String)
public final synchronized void parseDTD(org.xml.sax.InputSource in, 
java.lang.String rootName)
与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputStream, String)
public final synchronized void parseDTD(java.io.InputStream in, java.lang.String 
rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

rootName - ルート要素の要素名
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parseDTD(Reader, String)
public final synchronized void parseDTD(java.io.Reader r, java.lang.String rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parseDTD(String, String)
public final synchronized void parseDTD(java.lang.String in, java.lang.String 
rootName)
指定した URLから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

rootName - ルート要素の要素名
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(URL, String)
public final synchronized void parseDTD(java.net.URL url, java.lang.String rootName)
与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメン
トの階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントの URL

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

removeDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener)
public synchronized void removeDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener p0)
DOMBuilderErrorListenerを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 削除する DOMBuilderErrorListener

removeDOMBuilderListener(DOMBuilderListener)
public synchronized void removeDOMBuilderListener(DOMBuilderListener p0)
DOMBuilderListenerを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 削除する DOMBuilderListener
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run()
public void run()
メソッドをスレッドで実行します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
java.lang.Runnableインタフェースの java.lang.Runnable.run()で指定します。

setBaseURL(URL)
public synchronized void setBaseURL(java.net.URL url)
外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。
parse(InputStream)を使用して XMLドキュメントを解析する場合は、このメソッドをコー
ルする必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - ベース URL

setDebugMode(boolean)
public void setDebugMode(boolean flag)
ドキュメントのデバッグ情報を有効にするフラグを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - デバッグ情報が格納されているかどうかを判断します。

setDoctype(DTD)
public synchronized void setDoctype(oracle.xml.async.DTD dtd)
DTDを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
dtd - 設定する DTD。解析中に使用されます。

setErrorStream(OutputStream)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム
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setErrorStream(OutputStream, String)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.OutputStream out, 
java.lang.String enc)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。また、指定されたエンコーディングがサポート
されていない場合は例外が発生します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

enc - 使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - サポートしていないエンコーディングが指定された場合に発生します。

setErrorStream(Print Writer)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.Print Writer out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用のプリント・ライター

setNodeFactory(NodeFactory)
public synchronized void setNodeFactory(oracle.xml.async.NodeFactory factory)
ノード・ファクトリを設定します。アプリケーションは、ノード・ファクトリを拡張し、こ
のメソッドを介してノード・ファクトリを登録できます。パーサーは、ユーザーが提供した
ノード・ファクトリを使用して、DOMツリーのノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
factory - 設定するノード・ファクトリ

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 無効なノード・ファクトリが設定された場合に発生します。

参照参照参照参照
NodeFactory
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setPreserveWhitespace(boolean)
public synchronized void setPreserveWhitespace(boolean flag)
空白保持モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - 保持モード

setValidationMode(boolean)
public synchronized void setValidationMode(boolean yes)
検証モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - XMLパーサーが検証を行う必要があるかどうかを決定します。

showWarnings(boolean)
public synchronized void showWarnings(boolean yes)
警告を出力するかどうかを決定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告を出力する必要があるかどうかを決定します。
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oracle.xml.async

DOMBuilderBeanInfo

構文構文構文構文
public class DOMBuilderBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderBeanInfo()
public  DOMBuilderBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.async

DOMBuilderErrorEvent

構文構文構文構文
public class DOMBuilderErrorEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderErrorEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
解析例外の発生時に送信されるエラー・イベントを定義します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderErrorEvent(Object, 
Exception)

DOMBuilderErrorEvent用のコンストラクタです。

メソッド

getException() 例外を取得します。

getMessage() パーサーが生成したエラー・メッセージを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderErrorEvent(Object, Exception)
public  DOMBuilderErrorEvent(java.lang.Object p0, java.lang.Exception e)
DOMBuilderErrorEvent用のコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - このオブジェクトを作成する Object

e - 発生した例外

メソッドメソッドメソッドメソッド

getException()
public java.lang.Exception getException()
例外を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
発生中の例外

getMessage()
public java.lang.String getMessage()
パーサーが生成したエラー・メッセージを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ文字列
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oracle.xml.async

DOMBuilderErrorListener

構文構文構文構文
public interface DOMBuilderErrorListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
解析中にエラーが検出された場合に通知を受け取るためには、このインタフェースを実装す
る必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addDOMBuilderErrorListenerメソッドを使用して DOMBuilderに追加する必要がありま
す。

メソッドメソッドメソッドメソッド

domBuilderErrorCalled(DOMBuilderErrorEvent)
public void domBuilderErrorCalled(DOMBuilderErrorEvent p0)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - 解析エラーの結果として DOMBuilderが生成した DOMBuilderErrorEventオブジェク
ト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

domBuilderErrorCalled(DOM
BuilderErrorEvent)
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oracle.xml.async

DOMBuilderEvent

構文構文構文構文
public class DOMBuilderEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
DOMBuilderが、すべての登録リスナーに解析イベントを通知するために使用するイベン
ト・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderEvent(Object, int)

メソッド

getID() DOMBuilderオブジェクトの一意の IDを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderEvent(Object, int)
public  DOMBuilderEvent(java.lang.Object p0, int p1)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getID()
public int getID()
DOMBuilderオブジェクトの一意の IDを戻します。DOMBuilderの複数のインスタンスが
バックグラウンドで動作している場合は、そのうちのどのインスタンスがこのイベントを生
成したかを識別するために使用できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの一意の ID
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oracle.xml.async

DOMBuilderListener

構文構文構文構文
public interface DOMBuilderListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期解析中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、addDOMBuilderListenerメ
ソッドを使用して DOMBuilderに追加する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

domBuilderError(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderError(DOMBuilderEvent p0)
解析エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

domBuilderError(DOMBuilderEvent) 解析エラーの発生時にコールされます。

domBuilderOver(DOMBuilderEvent) 解析の完了時にコールされます。

domBuilderStarted(DOMBuilderEvent) 解析の開始時にコールされます。
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domBuilderOver(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderOver(DOMBuilderEvent p0)
解析の完了時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト

domBuilderStarted(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderStarted(DOMBuilderEvent p0)
解析の開始時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト
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oracle.xml.async

ResourceManager

構文構文構文構文
public class ResourceManager extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.ResourceManager

説明説明説明説明
固定数の論理リソースへのアクセスを維持する単純セマフォです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

ResourceManager(int) ResourceManagerコンストラクタです。

メソッド

activeFound() リソースが使用可能な場合、TRUEを戻します。

getResource() 使用可能なリソース数が 0（ゼロ）以外である場合は、メソッドは使用可能なリ
ソース数を 1つ減らします。

releaseResource() リソースを解放します。

sleep(int) Thread.sleep()を例外処理せずに使用できるようになります。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

ResourceManager(int)
public  ResourceManager(int i)
ResourceManagerコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - 管理するリソース数

メソッドメソッドメソッドメソッド

activeFound()
public boolean activeFound()
リソースが使用可能な場合、TRUEを戻します。

getResource()
public synchronized void getResource()
使用可能なリソース数が 0（ゼロ）以外である場合は、メソッドは使用可能なリソース数を
1つ減らします。0（ゼロ）である場合は、リソースが解放されるまで待ちます。

releaseResource()
public void releaseResource()
リソースを解放します。このメソッドがコールされると、使用可能なリソース数が 1つ増え
ます。

sleep(int)
public void sleep(int i)
Thread.sleep()を例外処理せずに使用できるようになります。
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oracle.xml.async

XSLTransformer

構文構文構文構文
public class XSLTransformer extends java.lang.Object implements 
java.io.Serializable, oracle.xml.async.XSLTransformerConstants, java.lang.Runnable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.XSLTransformer

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Runnable、java.io.Serializable、oracle.xml.async.XSLTransformerConstants

説明説明説明説明
バックグラウンド・スレッドで XSL変換を行います。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformer() XSLTransformetコンストラクタです。

XSLTransformer(int) XSLTransformerコンストラクタです。

メソッド

addXSLTransformerErrorListener
(XSLTransformerErrorListener)

エラー・イベント・リスナーを追加します。

addXSLTransformerListener
(XSLTransformerListener)

リスナーを追加します。

getId() 一意の XSLTransformer IDを戻します。

getResult() 結果のドキュメント・フラグメントを戻します。

processXSL(XSLStylesheet, 
InputStream, URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, 
Reader, URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, URL, 
URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformer()
public  XSLTransformer()
XSLTransformetコンストラクタです。

XSLTransformer(int)
public  XSLTransformer(int id)
XSLTransformerコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
id - イベントの処理中に XSLTransformerインスタンスを識別するために使用できる一意の
整数

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, OutputStream)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

removeDOMTransformerError
Listener(XSLTransformerError
Listener)

エラー・イベント・リスナーを削除します。

removeXSLTransformerListener
(XSLTransformerListener)

リスナーを削除します。

run()

setErrorStream(OutputStream) XSLプロセッサが使用するエラー・ストリームを設定します。

showWarnings(boolean) XSLプロセッサが使用する showWarningsフラグを設定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.async.XSLTransformerConstantsインタフェースから継承されたフィールド

XSL_GEN_ENDED、XSL_GEN_ERROR、XSL_GEN_STARTED

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
Transviewer Beans 4-85



XSLTransformer
メソッドメソッドメソッドメソッド

addXSLTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener)
public void addXSLTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener p0)
エラー・イベント・リスナーを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerErrorListener

addXSLTransformerListener(XSLTransformerListener)
public void addXSLTransformerListener(XSLTransformerListener p0)
リスナーを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerListener

getId()
public int getId()
一意の XSLTransformer IDを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ID

getResult()
public synchronized oracle.xml.async.DocumentFragment getResult()
結果のドキュメント・フラグメントを戻します。このメソッドは、変換完了の通知を受け
取った後にのみコールします。変換はバックグラウンドで非同期に行われるため、
processXSLの直後にこのメソッドをコールすると、結果が使用可能になるまで制御が保持
されます。

processXSL(XSLStylesheet, InputStream, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.io.InputStream xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。
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processXSL(XSLStylesheet, Reader, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.io.Reader xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, URL, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.net.URL xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, 
oracle.xml.async.XMLDocument xml)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, OutputStream)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, 
oracle.xml.async.XMLDocument xml, java.io.OutputStream os)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

removeDOMTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener)
public synchronized void 
removeDOMTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener p0)
エラー・イベント・リスナーを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerErrorListener

removeXSLTransformerListener(XSLTransformerListener)
public synchronized void removeXSLTransformerListener(XSLTransformerListener p0)
リスナーを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerListener
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run()
public void run()

指定方法指定方法指定方法指定方法
java.lang.Runnableインタフェースの java.lang.Runnable.run()で指定します。

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
XSLプロセッサが使用するエラー・ストリームを設定します。

showWarnings(boolean)
public final void showWarnings(boolean yes)
XSLプロセッサが使用する showWarningsフラグを設定します。
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oracle.xml.async

XSLTransformerBeanInfo

構文構文構文構文
public class XSLTransformerBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerBeanInfo()
public  XSLTransformerBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.async

XSLTransformerErrorEvent

構文構文構文構文
public class XSLTransformerErrorEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerErrorEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換エラー・イベントを通知するために使用
するエラー・イベント・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerErrorEvent
(Object, Exception)

メソッド

getException() XSLTransformerが一意のオブジェクト IDを検出したという例外を戻します。

getMessage() XSLTransformerに発生したエラーを説明するエラー・メッセージを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerErrorEvent(Object, Exception)
public  XSLTransformerErrorEvent(java.lang.Object p0, java.lang.Exception e)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getException()
public java.lang.Exception getException()
XSLTransformerが一意のオブジェクト IDを検出したという例外を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
変換例外

getMessage()
public java.lang.String getMessage()
XSLTransformerに発生したエラーを説明するエラー・メッセージを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ
4-92 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.asyncパッケージ
oracle.xml.async

XSLTransformerErrorListener

構文構文構文構文
public interface XSLTransformerErrorListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addXSLTransformerListenerメソッドを使用して XSLTransformetに追加する必要がありま
す。

メソッドメソッドメソッドメソッド

xslTransformerErrorCalled(XSLTransformerErrorEvent)
public void xslTransformerErrorCalled(XSLTransformerErrorEvent p0)
解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerErrorEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

xslTransformerErrorCalled(XSL
TransformerErrorEvent)

解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。
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oracle.xml.async

XSLTransformerEvent

構文構文構文構文
public class XSLTransformerEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換イベントを通知するために使用するイベ
ント・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerEvent(Object, int)

メソッド

getID() XSLTransformerオブジェクトの一意の IDを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerEvent(Object, int)
public  XSLTransformerEvent(java.lang.Object p0, int p1)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getID()
public int getID()
XSLTransformerオブジェクトの一意の IDを戻します。XSLTransformerの複数インスタン
スがバックグラウンドで動作している場合は、そのうちのどのインスタンスがこのイベント
を生成したかを識別するために使用できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの一意の ID
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oracle.xml.async

XSLTransformerListener

構文構文構文構文
public interface XSLTransformerListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addXSLTransformerListenerメソッドを使用して XSLTransformetイベント・キューに追加
する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

xslTransformerError(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerError(XSLTransformerEvent p0)
解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

xslTransformerError(XSLTransformerEvent) 解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

xslTransformerOver(XSLTransformerEvent) 変換の完了時にコールされます。

xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent) 変換の開始時にコールされます。
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xslTransformerOver(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerOver(XSLTransformerEvent p0)
変換の完了時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerEventオブジェクト

xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent p0)
変換の開始時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerEventオブジェクト
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oracle.xml.transviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

DBAccess 複数の XMLドキュメントおよびテキスト・ドキュメントを格納できる CLOB表を
メンテナンスします。

XMLTransformPanel XMLTransformPanelを表示する Beanです。

XMLTransformPanelBeanInfo

XMLTransViewer XMLTransformPanelを使用する単純なアプリケーションです。
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oracle.xml.transviewer

DBAccess

構文構文構文構文
public class DBAccess extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.transviewer.DBAccess

説明説明説明説明
複数の XMLドキュメントおよびテキスト・ドキュメントを格納できる CLOB表をメンテナ
ンスします。各表は、CREATE TABLE tablename (FILENAME CHAR( 16) UNIQUE, 
FILEDATA CLOB) LOB(FILEDATA) STORE AS (DISABLE STORAGE IN ROW)という文を
使用して作成します。各 XML（またはテキスト）ドキュメントは表に行として格納されま
す。FILENAMEフィールドには、その行を検索、更新または削除するためのキーとして使
用される一意の文字列があります。ドキュメント・テキストは、CLOBオブジェクトである
FILEDATAフィールドに格納されます。この CLOB表は、Transviewer Beanによって自動
的にメンテナンスされます。このクラスでメンテナンスされる CLOB表は、後で
Transviewer Beanで使用できます。クラスは、CLOB表の作成と削除、CLOB表の内容のリ
スト、およびこの CLOB表内のテキスト・ドキュメントの追加、置換または削除を行いま
す。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DBAccess()

メソッド

createXMLTable(Connection, 
String)

XML表を作成します。

deleteXMLName(Connection, 
String, String)

XML表からテキスト・ファイルを削除します。

dropXMLTable(Connection, 
String)

XML表を削除します。

getNameSize() ファイル名が格納されているフィールドのサイズを戻します。

getXMLData(Connection, String, 
String)

XML表からテキスト・ファイルを取り出します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DBAccess()
public  DBAccess()

メソッドメソッドメソッドメソッド

createXMLTable(Connection, String)
public boolean createXMLTable(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
XML表を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

getXMLNames(Connection, 
String)

XML表にあるすべてのファイル名を戻します。

getXMLTableNames(Connection, 
String)

与えられた文字列で名前が始まるすべての XML表を取得します。

insertXMLData(Connection, 
String, String, String)

テキスト・ファイルを XML表に行として挿入します。

isXMLTable(Connection, String) 表が XML表であるかどうかをチェックします。

replaceXMLData(Connection, 
String, String, String)

テキスト・ファイルを XML表の行に置き換えます。

xmlTableExists(Connection, 
String)

XML表が存在するかどうかをチェックします。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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deleteXMLName(Connection, String, String)
public boolean deleteXMLName(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename, java.lang.String xmlname)
XML表からテキスト・ファイルを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

dropXMLTable(Connection, String)
public boolean dropXMLTable(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
XML表を削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

getNameSize()
public int getNameSize()
ファイル名が格納されているフィールドのサイズを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ファイル名のサイズ
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getXMLData(Connection, String, String)
public java.lang.String getXMLData(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename, java.lang.String xmlname)
XML表からテキスト・ファイルを取り出します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としてのファイル

getXMLNames(Connection, String)
public java.lang.String[] getXMLNames(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename)
XML表にあるすべてのファイル名を戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
この表にあるすべてのファイル名を含む文字列の配列

getXMLTableNames(Connection, String)
public java.lang.String[] getXMLTableNames(java.sql.Connection con, 
java.lang.String tablePrefix)
与えられた文字列で名前が始まるすべての XML表を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablePrefix - 表の接頭辞文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
tablePrefixで始まるすべての XML表の配列
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insertXMLData(Connection, String, String, String)
public boolean insertXMLData(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename, java.lang.String xmlname, java.lang.String xmldata)
テキスト・ファイルを XML表に行として挿入します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

xmldata - ファイル・データを含む文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

isXMLTable(Connection, String)
public boolean isXMLTable(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
表が XML表であるかどうかをチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tableName - テストする表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
XML表である場合は TRUE

replaceXMLData(Connection, String, String, String)
public boolean replaceXMLData(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename, java.lang.String xmlname, java.lang.String xmldata)
テキスト・ファイルを XML表の行に置き換えます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

xmldata - ファイル・データを含む文字列
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戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

xmlTableExists(Connection, String)
public boolean xmlTableExists(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
XML表が存在するかどうかをチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
表が存在する場合は TRUE
4-104 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.transviewerパッケージ
oracle.xml.transviewer

XMLTransformPanel

構文構文構文構文
public class XMLTransformPanel extends javax.swing.JPanel
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.transviewer.XMLTransformPanel

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、java.awt.MenuContainer、
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLTransformPanel の Visual Beanです。XMLドキュメントに XSL変換を適用し、結果を
画面表示します。入力 XMLおよび XSLドキュメント /ファイルの編集を可能にします。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTransformPanel() クラス・コンストラクタです。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、TOP_
ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID、updateUI

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getMinimumSize、getNextFocusableComponent、getPreferredSize、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、
getSize、getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、
getX、getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBackground、setBorder、setDebugGraphicsOptions、
setDoubleBuffered、setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、
setNextFocusableComponent、setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、
setVisible、unregisterKeyboardAction、update
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTransformPanel()
public  XMLTransformPanel()
クラス・コンストラクタです。XMLTransformPanel型のオブジェクトを作成します。

java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBackground、getBounds、
getColorModel、getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、
getForeground、getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、
getName、getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、
inside、isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、
list、location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.transviewer

XMLTransformPanelBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLTransformPanelBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.transviewer.XMLTransformPanelBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTransformPanelBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTransformPanelBeanInfo()
public  XMLTransformPanelBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.transviewer

XMLTransViewer

構文構文構文構文
public class XMLTransViewer extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.transviewer.XMLTransViewer

説明説明説明説明
XMLTransformPanelを使用する単純なアプリケーションです。コマンドラインから使用で
きます。XMLファイルの編集と解析、XSL変換の編集と適用、ファイル・システム内また
は Oracle 8iデータベース内の XMLファイル、XSLファイル、結果ファイルの取出しおよび
保存を行います。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTransViewer()

メソッド

main(String)

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTransViewer()
public  XMLTransViewer()

メソッドメソッドメソッドメソッド

main(String)
public static void main(java.lang.String[] args)
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oracle.xml.treeviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

XMLTreeView XMLドキュメントをツリーとして表示します。

XMLTreeViewBeanInfo
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oracle.xml.treeviewer

XMLTreeView

構文構文構文構文
public class XMLTreeView extends javax.swing.JPanel
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.treeviewer.XMLTreeView

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、java.awt.MenuContainer、
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLドキュメントをツリーとして表示します。XML DOMノード（タグ、属性名、属性値、
コメント、CDATA、PCDATA、処理命令データ、処理命令名および記法）を認識します。入
力として org.w3c.dom.Documentオブジェクトを受け取ります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTreeView() クラス・コンストラクタです。

メソッド

getPreferredSize() XMLTreeViewの推奨サイズを戻します。

setXMLDocument(Document) XMLTreeViewerと XMLドキュメントを対応付けます。

updateUI() XMLTreeView画面を再描画します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、TOP_
ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getMinimumSize、getNextFocusableComponent、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、getSize、
getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、getX、
getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBackground、setBorder、setDebugGraphicsOptions、
setDoubleBuffered、setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、
setNextFocusableComponent、setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、
setVisible、unregisterKeyboardAction、update
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java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBackground、getBounds、
getColorModel、getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、
getForeground、getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、
getName、getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、
inside、isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、
list、location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTreeView()
public  XMLTreeView()
クラス・コンストラクタです。XMLTreeView型のオブジェクトを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getPreferredSize()
public java.awt.Dimension getPreferredSize()
XMLTreeViewの推奨サイズを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.Jcomponentクラスの javax.swing.JComponent.getPreferredSize()をオーバーラ
イドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLTreeViewの推奨サイズを含む Dimensionオブジェクト

setXMLDocument(Document)
public void setXMLDocument(org.w3c.dom.Document document)
XMLTreeViewerと XMLドキュメントを対応付けます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 表示する Documentドキュメント

updateUI()
public void updateUI()
XMLTreeView画面を再描画します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JPanelクラスの javax.swing.JPanel.updateUI()オーバーライドします。
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oracle.xml.treeviewer

XMLTreeViewBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLTreeViewBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.treeviewer.XMLTreeViewBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTreeViewBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTreeViewBeanInfo()
public  XMLTreeViewBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.srcviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

XMLSourceView XMLドキュメントを表示します。

XMLSourceViewBeanInfo
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oracle.xml.srcviewer

XMLSourceView

構文構文構文構文
public class XMLSourceView extends javax.swing.JPanel implements 
java.io.Serializable
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、java.awt.MenuContainer、
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLドキュメントを表示します。XMLトークン型（タグ、属性名、属性値、コメント、
CDATA、PCDATA、処理命令データ、処理命令名および記法）を認識します。各トークン型
には、フォアグラウンド・カラーおよびフォントがあります。デフォルトのカラー /フォン
ト設定は、ユーザーが変更できます。入力として org.w3c.dom.Documentオブジェクトを受
け取ります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLSourceView() クラス・コンストラクタです。

メソッド

fontGet(AttributeSet) 与えられた属性セットからフォントを戻します。

fontSet(MutableAttributeSet, Font) 属性セットのフォントを設定します。

getAttributeNameFont() 属性名のフォントを戻します。
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getAttributeNameForeground() 属性名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getAttributeValueFont() 属性値のフォントを戻します。

getAttributeValueForeground() 属性値のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getBackground() バックグラウンド・カラーを戻します。

getCDATAFont() CDATAのフォントを戻します。

getCDATAForeground() CDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getCommentDataFont() コメント文のフォントを戻します。

getCommentDataForeground() コメント文のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getEditedText() 編集済テキストを戻します。

getJTextPane() JTextPaneビューアのコンポーネントを戻します。

getMinimumSize() XMLSourceViewの最小サイズを戻します。

getNodeAtOffset(int) 与えられたオフセットにある XMLノードを戻します。

getPCDATAFont() PCDATAのフォントを戻します。

getPCDATAForeground() PCDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getPIDataFont() 処理命令データのフォントを戻します。

getPIDataForeground() 処理命令データのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getPINameFont() 処理命令名のフォントを戻します。

getPINameForeground() 処理命令名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getSymbolFont() 記法のフォントを戻します。

getSymbolForeground() 記法のフォアグラウンド・カラーを戻します。

getTagFont() タグのフォントを戻します。

getTagForeground() タグのフォアグラウンド・カラーを戻します。

getText() XMLドキュメントを文字列として戻します。

isEditable() このオブジェクトが編集可能かどうかを示すブールを戻します。

selectNodeAt(int) オフセット iにある XMLノードにカーソルを移動します。

setAttributeNameFont(Font) 属性名のフォントを設定します。

setAttributeNameForeground(Color) 属性名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setAttributeValueFont(Font) 属性値のフォントを設定します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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setAttributeValueForeground(Color) 属性値のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setBackground(Color) バックグラウンド・カラーを設定します。

setCDATAFont(Font) CDATAのフォントを設定します。

setCDATAForeground(Color) CDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setCommentDataFont(Font) コメント文のフォントを設定します。

setCommentDataForeground(Color) コメント文のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setEditable(boolean) このオブジェクトを編集可能にするかどうかを示すブールを設定します。

setPCDATAFont(Font) PCDATAのフォントを設定します。

setPCDATAForeground(Color) PCDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setPIDataFont(Font) 処理命令データのフォントを設定します。

setPIDataForeground(Color) 処理命令データのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setPINameFont(Font) 処理命令名のフォントを設定します。

setPINameForeground(Color) 処理命令名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setSelectedNode(Node) 選択した XMLノードにカーソル位置を設定します。

setSymbolFont(Font) 記法のフォントを設定します。

setSymbolForeground(Color) 記法のフォアグラウンド・カラーを設定します。

setTagFont(Font) タグのフォントを設定します。

setTagForeground(Color) タグのフォアグラウンド・カラーを設定します。

setXMLDocument(Document) XMLviewerと XMLドキュメントを対応付けます。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、
TOP_ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID、updateUI

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getNextFocusableComponent、getPreferredSize、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、getSize、
getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、getX、
getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBorder、setDebugGraphicsOptions、setDoubleBuffered、
setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、setNextFocusableComponent、
setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、setVisible、unregisterKeyboardAction、
update

java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLSourceView()
public  XMLSourceView()
クラス・コンストラクタです。 XMLSourceView型のオブジェクトを作成します。

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBounds、getColorModel、
getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、getForeground、
getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、getName、
getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、inside、
isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、list、
location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

fontGet(AttributeSet)
public static java.awt.Font fontGet(javax.swing.text.AttributeSet attributeset)
与えられた属性セットからフォントを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
attributeset -ソース Attributeset

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

fontSet(MutableAttributeSet, Font)
public static void fontSet(javax.swing.text.MutableAttributeSet mutableattributeset, 
java.awt.Font font)
属性セットのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
mutableattributeset - 更新する属性セット

font - 属性セット用の新しい Font

getAttributeNameFont()
public java.awt.Font getAttributeNameFont()
属性名のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getAttributeNameForeground()
public java.awt.Color getAttributeNameForeground()
属性名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト
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getAttributeValueFont()
public java.awt.Font getAttributeValueFont()
属性値のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getAttributeValueForeground()
public java.awt.Color getAttributeValueForeground()
属性値のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getBackground()
public java.awt.Color getBackground()
バックグラウンド・カラーを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.awt.Componentクラスの java.awt.Component.getBackground()をオーバーライドしま
す。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getCDATAFont()
public java.awt.Font getCDATAFont()
CDATAのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getCDATAForeground()
public java.awt.Color getCDATAForeground()
CDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト
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getCommentDataFont()
public java.awt.Font getCommentDataFont()
コメント文のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getCommentDataForeground()
public java.awt.Color getCommentDataForeground()
コメント文のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getEditedText()
public java.lang.String getEditedText()
編集済テキストを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
編集済テキストを含む String

getJTextPane()
public javax.swing.JTextPane getJTextPane()
JTextPaneビューアのコンポーネントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLSourceViewerが使用する JTextPane

getMinimumSize()
public java.awt.Dimension getMinimumSize()
XMLSourceViewの最小サイズを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JComponentクラスの javax.swing.JComponent.getMinimumSize()をオーバー
ライドします。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLSourceViewの最小サイズを含む Dimensionオブジェクト

getNodeAtOffset(int)
public org.w3c.dom.Node getNodeAtOffset(int i)
与えられたオフセットにある XMLノードを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - ノード・オフセット

戻り値戻り値戻り値戻り値
オフセット iからの Nodeオブジェクト

getPCDATAFont()
public java.awt.Font getPCDATAFont()
PCDATAのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getPCDATAForeground()
public java.awt.Color getPCDATAForeground()
PCDATAのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getPIDataFont()
public java.awt.Font getPIDataFont()
処理命令データのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト
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getPIDataForeground()
public java.awt.Color getPIDataForeground()
処理命令データのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getPINameFont()
public java.awt.Font getPINameFont()
処理命令名のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getPINameForeground()
public java.awt.Color getPINameForeground()
処理命令名のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getSymbolFont()
public java.awt.Font getSymbolFont()
記法のフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getSymbolForeground()
public java.awt.Color getSymbolForeground()
記法のフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト
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getTagFont()
public java.awt.Font getTagFont()
タグのフォントを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Fontオブジェクト

getTagForeground()
public java.awt.Color getTagForeground()
タグのフォアグラウンド・カラーを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
Colorオブジェクト

getText()
public java.lang.String getText()
XMLドキュメントを文字列として戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLドキュメントを含む Stringオブジェクト

isEditable()
public boolean isEditable()
このオブジェクトが編集可能かどうかを示すブールを戻します。

selectNodeAt(int)
public void selectNodeAt(int i)
オフセット iにある XMLノードにカーソルを移動します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - ノード・オフセット
4-130 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.srcviewerパッケージ
setAttributeNameFont(Font)
public void setAttributeNameFont(java.awt.Font font)
属性名のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 属性名用の新しい Font

setAttributeNameForeground(Color)
public void setAttributeNameForeground(java.awt.Color color)
属性名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 属性名用の新しい Color

setAttributeValueFont(Font)
public void setAttributeValueFont(java.awt.Font font)
属性値のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 属性値用の新しい Font

setAttributeValueForeground(Color)
public void setAttributeValueForeground(java.awt.Color color)
属性値のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 属性値用の新しい Color
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setBackground(Color)
public void setBackground(java.awt.Color color)
バックグラウンド・カラーを設定します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JComponentクラスの javax.swing.JComponent.setBackground(java.awt.Color)
をオーバーライドします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color -新しいバックグラウンド Color

setCDATAFont(Font)
public void setCDATAFont(java.awt.Font font)
CDATAのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - CDATA用の新しい Font

setCDATAForeground(Color)
public void setCDATAForeground(java.awt.Color color)
CDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - CDATA用の新しい Color

setCommentDataFont(Font)
public void setCommentDataFont(java.awt.Font font)
コメント文のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - XMLコメント文用の新しい Font

setCommentDataForeground(Color)
public void setCommentDataForeground(java.awt.Color color)
コメント文のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - コメント文用の新しい Color
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setEditable(boolean)
public void setEditable(boolean edit)
このオブジェクトを編集可能にするかどうかを示すブールを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 新しい boolean値

setPCDATAFont(Font)
public void setPCDATAFont(java.awt.Font font)
PCDATAのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - PCDATA用の新しい Font

setPCDATAForeground(Color)
public void setPCDATAForeground(java.awt.Color color)
PCDATAのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - PCDATA用の新しい Color

setPIDataFont(Font)
public void setPIDataFont(java.awt.Font font)
処理命令データのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 処理命令データ用の新しい Font

setPIDataForeground(Color)
public void setPIDataForeground(java.awt.Color color)
処理命令データのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 処理命令データ用の新しい Color
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setPINameFont(Font)
public void setPINameFont(java.awt.Font font)
処理命令名のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - 処理命令名用の新しい Font

setPINameForeground(Color)
public void setPINameForeground(java.awt.Color color)
処理命令名のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 処理命令名用の新しい Color

setSelectedNode(Node)
public void setSelectedNode(org.w3c.dom.Node node)
選択した XMLノードにカーソル位置を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
node - 選択したノード

setSymbolFont(Font)
public void setSymbolFont(java.awt.Font font)
記法のフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 記法用の新しい Font

setSymbolForeground(Color)
public void setSymbolForeground(java.awt.Color color)
記法のフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color - 記法用の新しい Color
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setTagFont(Font)
public void setTagFont(java.awt.Font font)
タグのフォントを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
font - XMLタグ用の新しい Font

setTagForeground(Color)
public void setTagForeground(java.awt.Color color)
タグのフォアグラウンド・カラーを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
color  - XMLタグ用の新しい Color

setXMLDocument(Document)
public void setXMLDocument(org.w3c.dom.Document document)
XMLviewerと XMLドキュメントを対応付けます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 表示する Documentドキュメント

参照参照参照参照
getText()
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oracle.xml.srcviewer

XMLSourceViewBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLSourceViewBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.srcviewer.XMLSourceViewBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLSourceViewBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLSourceViewBeanInfo()
public  XMLSourceViewBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。
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oracle.xml.asyncパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェース

DOMBuilderErrorListener 解析中にエラーが検出された場合に通知を受け取るためには、このインタフェー
スを実装する必要があります。

DOMBuilderListener 非同期解析中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェース
を実装する必要があります。

XSLTransformerErrorListener 非同期変換中のエラー・イベントに関する通知を受け取るためには、このインタ
フェースを実装する必要があります。

XSLTransformerListener 非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェース
を実装する必要があります。

クラス

DOMBuilder W3C勧告に従って、XML 1.0パーサーを実装します。

DOMBuilderBeanInfo

DOMBuilderErrorEvent 解析例外の発生時に送信されるエラー・イベントを定義します。

DOMBuilderEvent DOMBuilderが、すべての登録リスナーに解析イベントを通知するために使用す
るイベント・オブジェクトです。

ResourceManager 固定数の論理リソースへのアクセスを維持する単純セマフォです。

XSLTransformer バックグラウンド・スレッドで XSL変換を行います。

XSLTransformerBeanInfo

XSLTransformerErrorEvent XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換エラー・イベントを通知するた
めに使用するエラー・イベント・オブジェクトです。

XSLTransformerEvent XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換イベントを通知するために使用
するイベント・オブジェクトです。
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oracle.xml.async

DOMBuilder

構文構文構文構文
public class DOMBuilder extends java.lang.Object implements 
java.io.Serializable, oracle.xml.async.DOMBuilderConstants, java.lang.Runnable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.DOMBuilder

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
oracle.xml.async.DOMBuilderConstants、java.lang.Runnable、java.io.Serializable

説明説明説明説明
W3C勧告に従って XML 1.0パーサーを実装し、XMLドキュメントの解析および DOMツ
リーの構築を行います。ツリーが構築されている場合、解析は別のスレッドで行われ、
DOMBuilderListenerインタフェースを使用して通知する必要があります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilder() 新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

DOMBuilder(int) 与えられた IDを使用して新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッド

addDOMBuilderErrorListener
(DOMBuilderErrorListener)

DOMBuilderErrorListenerを追加します。

addDOMBuilderListener(DOM
BuilderListener)

DOMBuilderListenerを追加します。

getDoctype() DTDを取得します。

getDocument() ドキュメントを取得します。

getId() パーサー・オブジェクトの IDを戻します。

getReleaseVersion() Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。
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getResult() ドキュメントを取得します。

getValidationMode() 検証モードを戻します。

parse(InputSource) 与えられた入力ソースから XMLを解析します。

parse(InputStream) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(Reader) 与えられた入力ストリームから XMLを解析します。

parse(String) 指定した URLから XMLを解析します。

parse(URL) 与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLド
キュメントの階層を作成します。

parseDTD(InputSource, String) 与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

parseDTD(InputStream, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(Reader, String) 与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。

parseDTD(String, String) 指定した URLから外部 DTDを解析します。

parseDTD(URL, String) 与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XML
ドキュメントの階層を作成します。

removeDOMBuilderErrorListener
(DOMBuilderErrorListener)

DOMBuilderErrorListenerを削除します。

removeDOMBuilderListener(DOM
BuilderListener)

DOMBuilderListenerを削除します。

run() メソッドをスレッドで実行します。

setBaseURL(URL) 外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。

setDebugMode(boolean) ドキュメントのデバッグ情報を有効にするフラグを設定します。

setDoctype(DTD) DTDを設定します。

setErrorStream(OutputStream) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(OutputStream, 
String)

エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setErrorStream(Print Writer) エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。

setNodeFactory(NodeFactory) ノード・ファクトリを設定します。

setPreserveWhitespace(boolean) 空白保持モードを設定します。

setValidationMode(boolean) 検証モードを設定します。

showWarnings(boolean) 警告を出力するかどうかを決定します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilder()
public  DOMBuilder()
新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

DOMBuilder(int)
public  DOMBuilder(int id)
与えられた IDで新しいパーサー・オブジェクトを作成します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

addDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener)
public void addDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener p0)
DOMBuilderErrorListenerを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 追加する DOMBuilderErrorListener

addDOMBuilderListener(DOMBuilderListener)
public void addDOMBuilderListener(DOMBuilderListener p0)
DOMBuilderListenerを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 追加する DOMBuilderListener

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.async.DOMBuilderConstantsインタフェースから継承されたフィールド

DOM_GEN_ENDED、DOM_GEN_ERROR、DOM_GEN_STARTED、DOM_METHOD1、DOM_METHOD10、
DOM_METHOD2、DOM_METHOD3、DOM_METHOD4、DOM_METHOD5、DOM_METHOD6、
DOM_METHOD7、DOM_METHOD8、DOM_METHOD9

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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getDoctype()
public synchronized oracle.xml.async.DTD getDoctype()
DTDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD

getDocument()
public synchronized oracle.xml.async.XMLDocument getDocument()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント

getId()
public int getId()
パーサー・オブジェクトの IDを戻します。

getReleaseVersion()
public synchronized java.lang.String getReleaseVersion()
Oracle XML Parserのバージョン番号を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
バージョン番号文字列

getResult()
public synchronized org.w3c.dom.Document getResult()
ドキュメントを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解析中のドキュメント
4-142 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.asyncパッケージ
getValidationMode()
public synchronized boolean getValidationMode()
検証モードを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLパーサーが検証中の場合は TRUE、検証中でない場合は FALSE

parse(InputSource)
public final synchronized void parse(org.xml.sax.InputSource in)
与えられた入力ソースから XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parse(InputStream)
public final synchronized void parse(java.io.InputStream in)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser
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parse(Reader)
public final synchronized void parse(java.io.Reader r)
与えられた入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティおよび DTDを変換
するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parse(String)
public final synchronized void parse(java.lang.String in)
指定した URLからの XMLを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parse(URL)
public final synchronized void parse(java.net.URL url)
与えられた URLが指す XMLドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメントの
階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL
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例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputSource, String)
public final synchronized void parseDTD(org.xml.sax.InputSource in, 
java.lang.String rootName)
与えられた入力ソースから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する org.xml.sax.InputSouce

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

parseDTD(InputStream, String)
public final synchronized void parseDTD(java.io.InputStream in, java.lang.String 
rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析する XMLデータを含む入力ストリーム

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
Transviewer Beans 4-145



DOMBuilder
参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parseDTD(Reader, String)
public final synchronized void parseDTD(java.io.Reader r, java.lang.String rootName)
与えられた入力ストリームから外部 DTDを解析します。外部エンティティおよび DTDを変
換するために、ベース URLを設定する必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
r - 解析する XMLデータを含む Reader

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

参照参照参照参照
oracle.xml.parser.v2.XMLParser

parseDTD(String, String)
public final synchronized void parseDTD(java.lang.String in, java.lang.String 
rootName)
指定された URLから外部 DTDを解析します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
in - 解析元になる URLを含む String

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。
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parseDTD(URL, String)
public final synchronized void parseDTD(java.net.URL url, java.lang.String rootName)
与えられた URLが指す外部 DTDドキュメントを解析し、それに対応する XMLドキュメン
トの階層を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - 解析する XMLドキュメントを指す URL

rootName - ルート要素の要素名

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 構文エラーまたは他のエラーが起きた場合に発生します。

SAXException - SAXの例外であり、別の例外が隠されている可能性があります。

IOException - I/Oエラーです。

removeDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener)
public synchronized void removeDOMBuilderErrorListener(DOMBuilderErrorListener p0)
DOMBuilderErrorListenerを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 削除する DOMBuilderErrorListener

removeDOMBuilderListener(DOMBuilderListener)
public synchronized void removeDOMBuilderListener(DOMBuilderListener p0)
DOMBuilderListenerを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p1 - 削除する DOMBuilderListener

run()
public void run()
メソッドをスレッドで実行します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
java.lang.Runnableインタフェースの java.lang.Runnable.run()で指定します。
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setBaseURL(URL)
public synchronized void setBaseURL(java.net.URL url)
外部エンティティおよび DTDをロードするためのベース URLを設定します。
parse(InputStream)が XMLドキュメントの解析に使用される場合は、このメソッドをコー
ルする必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
url - ベース URL

setDebugMode(boolean)
public void setDebugMode(boolean flag)
ドキュメントのデバッグ情報を有効にするフラグを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - デバッグ情報を格納するかどうか

setDoctype(DTD)
public synchronized void setDoctype(oracle.xml.async.DTD dtd)
DTDを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
dtd - 設定する DTD。解析中に使用されます。

setErrorStream(OutputStream)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム
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setErrorStream(OutputStream, String)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.OutputStream out, 
java.lang.String enc)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.err
を使用して、エラーおよび警告を出力します。また、指定されたエンコーディングがサポー
トされていない場合は例外が発生します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用の出力ストリーム

enc - 使用するエンコーディング

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
IOException - サポートしていないエンコーディングが指定された場合に発生します。

setErrorStream(Print Writer)
public final synchronized void setErrorStream(java.io.Print Writer out)
エラーおよび警告を出力するための出力ストリームを作成します。エラー用の出力ストリー
ムが指定されていない場合、パーサーは、標準のエラー出力ストリームである System.errを
使用して、エラーおよび警告を出力します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーおよび警告用のプリント・ライター

setNodeFactory(NodeFactory)
public synchronized void setNodeFactory(oracle.xml.async.NodeFactory factory)
ノード・ファクトリを設定します。アプリケーションは、ノード・ファクトリを拡張し、こ
のメソッドを介してノード・ファクトリを登録できます。パーサーは、ユーザーが提供した
ノード・ファクトリを使用して、DOMツリーのノードを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
factory - 設定するノード・ファクトリ

例外の発生例外の発生例外の発生例外の発生
XMLParseException - 無効なノード・ファクトリが設定された場合に発生します。

参照参照参照参照
NodeFactory
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setPreserveWhitespace(boolean)
public synchronized void setPreserveWhitespace(boolean flag)
空白保持モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
flag - 保持モード

setValidationMode(boolean)
public synchronized void setValidationMode(boolean yes)
検証モードを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - XMLパーサーが検証を行う必要があるかどうかを決定します。

showWarnings(boolean)
public synchronized void showWarnings(boolean yes)
警告を出力するかどうかを決定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告を出力する必要があるかどうかを決定します。
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oracle.xml.async

DOMBuilderBeanInfo

構文構文構文構文
public class DOMBuilderBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
Transviewer Beans 4-151



DOMBuilderBeanInfo
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderBeanInfo()
public  DOMBuilderBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.async

DOMBuilderErrorEvent

構文構文構文構文
public class DOMBuilderErrorEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderErrorEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
解析例外の発生時に送信されるエラー・イベントを定義します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderErrorEvent(Object, 
Exception)

DOMBuilderErrorEvent用のコンストラクタです。

メソッド

getException() 例外を取得します。

getMessage() パーサーが生成したエラー・メッセージを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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DOMBuilderErrorEvent
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderErrorEvent(Object, Exception)
public  DOMBuilderErrorEvent(java.lang.Object p0, java.lang.Exception e)
DOMBuilderErrorEvent用のコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - このオブジェクトを作成する Object

e - 発生した例外

メソッドメソッドメソッドメソッド

getException()
public java.lang.Exception getException()
例外を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
発生中の例外

getMessage()
public java.lang.String getMessage()
パーサーが生成したエラー・メッセージを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ文字列
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oracle.xml.async

DOMBuilderErrorListener

構文構文構文構文
public interface DOMBuilderErrorListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
解析中にエラーが検出された場合に通知を受け取るためには、このインタフェースを実装す
る必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addDOMBuilderErrorListenerメソッドを使用して DOMBuilderに追加する必要がありま
す。

メソッドメソッドメソッドメソッド

domBuilderErrorCalled(DOMBuilderErrorEvent)
public void domBuilderErrorCalled(DOMBuilderErrorEvent p0)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - 解析エラーの結果として DOMBuilderが生成した DOMBuilderErrorEventオブジェク
ト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

domBuilderErrorCalled(DOM
BuilderErrorEvent)
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oracle.xml.async

DOMBuilderEvent

構文構文構文構文
public class DOMBuilderEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.DOMBuilderEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
DOMBuilderが、すべての登録リスナーに解析イベントを通知するために使用するイベン
ト・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DOMBuilderEvent(Object, int)

メソッド

getID() DOMBuilderオブジェクトの一意の IDを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DOMBuilderEvent(Object, int)
public  DOMBuilderEvent(java.lang.Object p0, int p1)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getID()
public int getID()
DOMBuilderオブジェクトの一意の IDを戻します。DOMBuilderの複数のインスタンスが
バックグラウンドで動作している場合は、そのうちのどのインスタンスがこのイベントを生
成したかを識別するために使用できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの一意の ID
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oracle.xml.async

DOMBuilderListener

構文構文構文構文
public interface DOMBuilderListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期解析中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、addDOMBuilderListenerメ
ソッドを使用して DOMBuilderに追加する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

domBuilderError(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderError(DOMBuilderEvent p0)
解析エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

domBuilderError(DOMBuilderEvent) 解析エラーの発生時にコールされます。

domBuilderOver(DOMBuilderEvent) 解析の完了時にコールされます。

domBuilderStarted(DOMBuilderEvent) 解析の開始時にコールされます。
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domBuilderOver(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderOver(DOMBuilderEvent p0)
解析の完了時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト

domBuilderStarted(DOMBuilderEvent)
public void domBuilderStarted(DOMBuilderEvent p0)
解析の開始時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - DOMBuilderが作成する DOMBuilderEventオブジェクト
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oracle.xml.async

ResourceManager

構文構文構文構文
public class ResourceManager extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.ResourceManager

説明説明説明説明
固定数の論理リソースへのアクセスを維持する単純セマフォです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

ResourceManager(int) ResourceManagerコンストラクタです。

メソッド

activeFound() リソースが使用可能な場合、TRUEを戻します。

getResource() 使用可能なリソース数が 0（ゼロ）以外である場合は、メソッドは使用可能なリ
ソース数を 1つ減らします。

releaseResource() リソースを解放します。

sleep(int) Thread.sleep()を例外処理せずに使用できるようになります。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

ResourceManager(int)
public  ResourceManager(int i)
ResourceManagerコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
i - 管理するリソース数

メソッドメソッドメソッドメソッド

activeFound()
public boolean activeFound()
リソースが使用可能な場合、TRUEを戻します。

getResource()
public synchronized void getResource()
使用可能なリソース数が 0（ゼロ）以外である場合は、メソッドは使用可能なリソース数を
1つ減らします。0（ゼロ）である場合は、リソースが解放されるまで待ちます。

releaseResource()
public void releaseResource()
リソースを解放します。このメソッドがコールされると、使用可能なリソース数が 1つ増え
ます。

sleep(int)
public void sleep(int i)
Thread.sleep()を例外処理せずに使用できるようになります。
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oracle.xml.async

XSLTransformer

構文構文構文構文
public class XSLTransformer extends java.lang.Object implements 
java.io.Serializable, oracle.xml.async.XSLTransformerConstants, java.lang.Runnable
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.async.XSLTransformer

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.lang.Runnable、java.io.Serializable、oracle.xml.async.XSLTransformerConstants

説明説明説明説明
バックグラウンド・スレッドで XSL変換を行います。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformer() XSLTransformetコンストラクタです。

XSLTransformer(int) XSLTransformerコンストラクタです。

メソッド

addXSLTransformerErrorListener
(XSLTransformerErrorListener)

エラー・イベント・リスナーを追加します。

addXSLTransformerListener(XSL
TransformerListener)

リスナーを追加します。

getId() 一意の XSLTransformer IDを戻します。

getResult() 結果のドキュメント・フラグメントを戻します。

processXSL(XSLStylesheet, 
InputStream, URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, 
Reader, URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformer()
public  XSLTransformer()
XSLTransformetコンストラクタです。

processXSL(XSLStylesheet, URL, 
URL)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, OutputStream)

バックグラウンドで XSL変換を開始します。

removeDOMTransformerError
Listener(XSLTransformerError
Listener)

エラー・イベント・リスナーを削除します。

removeXSLTransformerListener
(XSLTransformerListener)

リスナーを削除します。

run()

setErrorStream(OutputStream) XSLプロセッサが使用するエラー・ストリームを設定します。

showWarnings(boolean) XSLプロセッサが使用する showWarningsフラグを設定します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

oracle.xml.async.XSLTransformerConstantsインタフェースから継承されたフィールド

XSL_GEN_ENDED、XSL_GEN_ERROR、XSL_GEN_STARTED

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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XSLTransformer(int)
public  XSLTransformer(int id)
XSLTransformerコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
id - イベントの処理中に XSLTransformerインスタンスを識別するために使用できる一意の
整数

メソッドメソッドメソッドメソッド

addXSLTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener)
public void addXSLTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener p0)
エラー・イベント・リスナーを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerErrorListener

addXSLTransformerListener(XSLTransformerListener)
public void addXSLTransformerListener(XSLTransformerListener p0)
リスナーを追加します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerListener

getId()
public int getId()
固有の XSLTransformer IDを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ID

getResult()
public synchronized oracle.xml.async.DocumentFragment getResult()
結果のドキュメント・フラグメントを戻します。このメソッドは、変換完了の通知を受け
取った後にのみコールします。変換はバックグラウンドで非同期に行われるため、
processXSLの直後にこのメソッドをコールすると、結果が使用可能になるまで制御が保持
されます。
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processXSL(XSLStylesheet, InputStream, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.io.InputStream xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, Reader, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.io.Reader xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, URL, URL)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, java.net.URL xml, 
java.net.URL ref)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, 
oracle.xml.async.XMLDocument xml)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, OutputStream)
public void processXSL(oracle.xml.async.XSLStylesheet xsl, 
oracle.xml.async.XMLDocument xml, java.io.OutputStream os)
バックグラウンドで XSL変換を開始します。制御はすぐに戻されます。

removeDOMTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener)
public synchronized void 
removeDOMTransformerErrorListener(XSLTransformerErrorListener p0)
エラー・イベント・リスナーを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerErrorListener

removeXSLTransformerListener(XSLTransformerListener)
public synchronized void removeXSLTransformerListener(XSLTransformerListener p0)
リスナーを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerListener
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run()
public void run()

指定方法指定方法指定方法指定方法
java.lang.Runnableインタフェースの java.lang.Runnable.run()で指定します。

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)
XSLプロセッサが使用するエラー・ストリームを設定します。

showWarnings(boolean)
public final void showWarnings(boolean yes)
XSLプロセッサが使用する showWarningsフラグを設定します。
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oracle.xml.async

XSLTransformerBeanInfo

構文構文構文構文
public class XSLTransformerBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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XSLTransformerBeanInfo
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerBeanInfo()
public  XSLTransformerBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.async

XSLTransformerErrorEvent

構文構文構文構文
public class XSLTransformerErrorEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerErrorEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換エラー・イベントを通知するために使用
するエラー・イベント・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerErrorEvent
(Object, Exception)

メソッド

getException() XSLTransformerが一意のオブジェクト IDを検出したという例外を戻します。

getMessage() XSLTransformerに発生したエラーを説明するエラー・メッセージを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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XSLTransformerErrorEvent
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerErrorEvent(Object, Exception)
public  XSLTransformerErrorEvent(java.lang.Object p0, java.lang.Exception e)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getException()
public java.lang.Exception getException()
XSLTransformerが一意のオブジェクト IDを検出したという例外を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
変換例外

getMessage()
public java.lang.String getMessage()
XSLTransformerに発生したエラーを説明するエラー・メッセージを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラー・メッセージ
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oracle.xml.async

XSLTransformerErrorListener

構文構文構文構文
public interface XSLTransformerErrorListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addXSLTransformerListenerメソッドを使用して XSLTransformetに追加する必要がありま
す。

メソッドメソッドメソッドメソッド

xslTransformerErrorCalled(XSLTransformerErrorEvent)
public void xslTransformerErrorCalled(XSLTransformerErrorEvent p0)
解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerErrorEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

xslTransformerErrorCalled(XSL
TransformerErrorEvent)

解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。
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oracle.xml.async

XSLTransformerEvent

構文構文構文構文
public class XSLTransformerEvent extends java.util.EventObject
 
java.lang.Object
|
+--java.util.EventObject

|
+--oracle.xml.async.XSLTransformerEvent

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSLTransformerが、すべての登録リスナーに変換イベントを通知するために使用するイベ
ント・オブジェクトです。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XSLTransformerEvent(Object, int)

メソッド

getID() XSLTransformerオブジェクトの一意の IDを戻します。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.util.EventObjectクラスから継承されたメソッド

getSource、toString

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XSLTransformerEvent(Object, int)
public  XSLTransformerEvent(java.lang.Object p0, int p1)

メソッドメソッドメソッドメソッド

getID()
public int getID()
XSLTransformerオブジェクトの一意の IDを戻します。XSLTransformerの複数インスタン
スがバックグラウンドで動作している場合は、そのうちのどのインスタンスがこのイベント
を生成したかを識別するために使用できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの一意の ID
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XSLTransformerListener
oracle.xml.async

XSLTransformerListener

構文構文構文構文
public interface XSLTransformerListener extends java.util.EventListener

スーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェーススーパーインタフェース
java.util.EventListener

説明説明説明説明
非同期変換中のイベントに関する通知を受け取るためには、このインタフェースを実装する
必要があります。このインタフェースを実装しているクラスは、
addXSLTransformerListenerメソッドを使用して XSLTransformetイベント・キューに追加
する必要があります。

メソッドメソッドメソッドメソッド

xslTransformerError(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerError(XSLTransformerEvent p0)
解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerEventオブジェクト

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

メソッド

xslTransformerError(XSLTransformerEvent) 解析エラーまたは変換エラーの発生時にコールされます。

xslTransformerOver(XSLTransformerEvent) 変換の完了時にコールされます。

xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent) 変換の開始時にコールされます。
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xslTransformerOver(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerOver(XSLTransformerEvent p0)
変換の完了時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerEventオブジェクト

xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent)
public void xslTransformerStarted(XSLTransformerEvent p0)
変換の開始時にコールされます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
p0 - XSLTransformerが作成する XSLTransformerEventオブジェクト
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oracle.xml.transviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

DBAccess 複数の XMLドキュメントおよびテキスト・ドキュメントを格納できる CLOB表を
メンテナンスします。

XMLTransformPanel XMLTransformPanelを表示する Beanです。

XMLTransformPanelBeanInfo

XMLTransViewer XMLTransformPanelを使用する単純なアプリケーションです。
4-176 Oracle8i XMLリファレンス・ガイド  Vol.1



oracle.xml.transviewerパッケージ
oracle.xml.transviewer

DBAccess

構文構文構文構文
public class DBAccess extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.transviewer.DBAccess

説明説明説明説明
複数の XMLドキュメントおよびテキスト・ドキュメントを格納できる CLOB表をメンテナ
ンスします。各表は、CREATE TABLE tablename (FILENAME CHAR( 16) UNIQUE, 
FILEDATA CLOB) LOB(FILEDATA) STORE AS (DISABLE STORAGE IN ROW)という文を
使用して作成します。各 XML（またはテキスト）ドキュメントは表に行として格納されま
す。FILENAMEフィールドには、その行を検索、更新または削除するためのキーとして使
用される一意の文字列があります。ドキュメント・テキストは、CLOBオブジェクトである
FILEDATAフィールドに格納されます。この CLOB表は、Transviewer Beanによって自動
的にメンテナンスされます。このクラスでメンテナンスされる CLOB表は、後で
Transviewer Beanで使用できます。クラスは、CLOB表の作成と削除、CLOB表の内容のリ
スト、およびこの CLOB表内のテキスト・ドキュメントの追加、置換または削除を行いま
す。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

DBAccess()

メソッド

createXMLTable(Connection, String) XML表を作成します。

deleteXMLName(Connection, String, 
String)

XML表からテキスト・ファイルを削除します。

dropXMLTable(Connection, String) XML表を削除します。

getNameSize() ファイル名が格納されているフィールドのサイズを戻します。

getXMLData(Connection, String, 
String)

XML表からテキスト・ファイルを取り出します。

getXMLNames(Connection, String) XML表にあるすべてのファイル名を戻します。
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DBAccess
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

DBAccess()
public  DBAccess()

メソッドメソッドメソッドメソッド

createXMLTable(Connection, String)
public boolean createXMLTable(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
XML表を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

getXMLTableNames(Connection, 
String)

与えられた文字列で名前が始まるすべての XML表を取得します。

insertXMLData(Connection, String, 
String, String)

テキスト・ファイルを XML表に行として挿入します。

isXMLTable(Connection, String) 表が XML表であるかどうかをチェックします。

replaceXMLData(Connection, String, 
String, String)

テキスト・ファイルを XML表の行に置き換えます。

xmlTableExists(Connection, String) XML表が存在するかどうかをチェックします。

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要
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deleteXMLName(Connection, String, String)
public boolean deleteXMLName(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename, 
java.lang.String xmlname)
XML表からテキスト・ファイルを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

dropXMLTable(Connection, String)
public boolean dropXMLTable(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
XML表を削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

getNameSize()
public int getNameSize()
ファイル名が保持されているフィールドのサイズを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ファイル名のサイズ
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getXMLData(Connection, String, String)
public java.lang.String getXMLData(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename, java.lang.String xmlname)
XML表からテキスト・ファイルを取り出します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としてのファイル

getXMLNames(Connection, String)
public java.lang.String[] getXMLNames(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablename)
XML表にあるすべてのファイル名を戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
この表にあるすべてのファイル名を含む文字列の配列

getXMLTableNames(Connection, String)
public java.lang.String[] getXMLTableNames(java.sql.Connection con, java.lang.String 
tablePrefix)
与えられた文字列で名前が始まるすべての XML表を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablePrefix - 表の接頭辞文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
tablePrefixで始まるすべての XML表の配列
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insertXMLData(Connection, String, String, String)
public boolean insertXMLData(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename, 
java.lang.String xmlname, java.lang.String xmldata)
テキスト・ファイルを XML表に行として挿入します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

xmldata - ファイル・データを含む文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

isXMLTable(Connection, String)
public boolean isXMLTable(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
表が XML表であるかどうかをチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tableName - テストする表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
XML表である場合は TRUE

replaceXMLData(Connection, String, String, String)
public boolean replaceXMLData(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename, 
java.lang.String xmlname, java.lang.String xmldata)
テキスト・ファイルを XML表の行に置き換えます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

xmlname - ファイル名

xmldata - ファイル・データを含む文字列
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戻り値戻り値戻り値戻り値
正常終了した場合は TRUE

xmlTableExists(Connection, String)
public boolean xmlTableExists(java.sql.Connection con, java.lang.String tablename)
XML表が存在するかどうかをチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
con - Connectionオブジェクト

tablename - 表名

戻り値戻り値戻り値戻り値
表が存在する場合は TRUE
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oracle.xml.transviewer

XMLTransformPanel

構文構文構文構文
public class XMLTransformPanel extends javax.swing.JPanel
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.transviewer.XMLTransformPanel

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、java.awt.MenuContainer、
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLTransformPanelを表示する Beanです。XMLドキュメントに XSL変換を適用します。
結果をビジュアル化します。入力 XMLおよび XSLドキュメント /ファイルの編集を可能に
します。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTransformPanel() クラス・コンストラクタです。
Transviewer Beans 4-183



XMLTransformPanel
継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、TOP_
ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID、updateUI

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getMinimumSize、getNextFocusableComponent、getPreferredSize、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、
getSize、getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、
getX、getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBackground、setBorder、setDebugGraphicsOptions、
setDoubleBuffered、setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、
setNextFocusableComponent、setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、
setVisible、unregisterKeyboardAction、update
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTransformPanel()
public  XMLTransformPanel()
クラス・コンストラクタです。XMLTransformPanel型のオブジェクトを作成します。

java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBackground、getBounds、
getColorModel、getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、
getForeground、getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、
getName、getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、
inside、isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、
list、location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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XMLTransformPanelBeanInfo
oracle.xml.transviewer

XMLTransformPanelBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLTransformPanelBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.transviewer.XMLTransformPanelBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTransformPanelBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTransformPanelBeanInfo()
public  XMLTransformPanelBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.transviewer

XMLTransViewer

構文構文構文構文
public class XMLTransViewer extends java.lang.Object
 
java.lang.Object
|
+--oracle.xml.transviewer.XMLTransViewer

説明説明説明説明
XMLTransformPanelを使用する単純なアプリケーションです。コマンドラインから使用で
きます。XMLファイルの編集と解析、XSL変換の編集と適用、XMLファイル、XSLファイ
ル、ファイル・システム内または Oracle8iデータベース内の結果ファイルの取出しおよび保
存を行います。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTransViewer()

メソッド

main(String[])

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTransViewer()
public  XMLTransViewer()

メソッドメソッドメソッドメソッド

main(String[])
public static void main(java.lang.String[] args)
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oracle.xml.treeviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

XMLTreeView XMLドキュメントをツリーとして表示します。

XMLTreeViewBeanInfo
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oracle.xml.treeviewer

XMLTreeView

構文構文構文構文
public class XMLTreeView extends javax.swing.JPanel
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.treeviewer.XMLTreeView

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、java.awt.MenuContainer、
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLドキュメントをツリーとして表示します。XML DOMノード（タグ、属性名、属性値、
コメント、CDATA、PCDATA、処理命令データ、処理命令名および記法）を認識します。入
力として org.w3c.dom.Documentオブジェクトを受け取ります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTreeView() クラス・コンストラクタです。

メソッド

getPreferredSize() XMLTreeViewの推奨サイズを戻します。

setXMLDocument(Document) XMLTreeViewerと XMLドキュメントを対応付けます。

updateUI() XMLTreeView画面を再描画します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、TOP_
ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getMinimumSize、getNextFocusableComponent、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、getSize、
getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、getX、
getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBackground、setBorder、setDebugGraphicsOptions、
setDoubleBuffered、setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、
setNextFocusableComponent、setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、
setVisible、unregisterKeyboardAction、update
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTreeView()
public  XMLTreeView()
クラス・コンストラクタです。XMLTreeView型のオブジェクトを作成します。

java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBackground、getBounds、
getColorModel、getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、
getForeground、getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、
getName、getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、
inside、isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、
list、location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getPreferredSize()
public java.awt.Dimension getPreferredSize()
XMLTreeViewの推奨サイズを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.Jcomponentクラスの javax.swing.JComponent.getPreferredSize()をオーバーラ
イドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLTreeViewの推奨サイズを含む Dimensionオブジェクト

setXMLDocument(Document)
public void setXMLDocument(org.w3c.dom.Document document)
XMLTreeViewerと XMLドキュメントを対応付けます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 表示する Documentドキュメント

updateUI()
public void updateUI()
XMLTreeView画面を再描画します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JPanelクラスの javax.swing.JPanel.updateUI()をオーバーライドします。
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oracle.xml.treeviewer

XMLTreeViewBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLTreeViewBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.treeviewer.XMLTreeViewBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTreeViewBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
Transviewer Beans 4-195



XMLTreeViewBeanInfo
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTreeViewBeanInfo()
public  XMLTreeViewBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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oracle.xml.treeviewerパッケージパッケージパッケージパッケージ

概要概要概要概要

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラス

XMLTreeView XMLドキュメントをツリーとして表示します。

XMLTreeViewBeanInfo
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XMLTreeView
oracle.xml.treeviewer

XMLTreeView

構文構文構文構文
public class XMLTreeView extends javax.swing.JPanel
 
java.lang.Object
|
+--java.awt.Component

|
+--java.awt.Container

|
+--javax.swing.JComponent

|
+--javax.swing.JPanel

|
+--oracle.xml.treeviewer.XMLTreeView

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
javax.accessibility.Accessible、java.awt.image.ImageObserver、java.awt.MenuContainer、
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XMLドキュメントをツリーとして表示します。XML DOMノード（タグ、属性名、属性値、
コメント、CDATA、PCDATA、処理命令データ、処理命令名および記法）を認識します。入
力として org.w3c.dom.Documentオブジェクトを受け取ります。

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTreeView() クラス・コンストラクタです。

メソッド

getPreferredSize() XMLTreeViewの推奨サイズを戻します。

setXMLDocument(Document) XMLTreeViewerと XMLドキュメントを対応付けます。

updateUI() XMLTreeView画面を再描画します。
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継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

javax.swing.Jcomponentクラスから継承された内部クラス

javax.swing.JComponent.AccessibleJComponent

javax.swing.Jcomponentクラスから継承されたフィールド

TOOL_TIP_TEXT_KEY、UNDEFINED_CONDITION、WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT、
WHEN_FOCUSED、WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW

java.awt.Componentクラスから継承されたフィールド

BOTTOM_ALIGNMENT、CENTER_ALIGNMENT、LEFT_ALIGNMENT、RIGHT_ALIGNMENT、TOP_
ALIGNMENT

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたフィールド

ABORT、ALLBITS、ERROR、FRAMEBITS、HEIGHT、PROPERTIES、SOMEBITS、WIDTH

javax.swing.JPanelクラスから継承されたメソッド

getAccessibleContext、getUIClassID

javax.swing.JComponentクラスから継承されたメソッド

addAncestorListener、addNotify、addPropertyChangeListener、addPropertyChangeListener、
addVetoableChangeListener、computeVisibleRect、contains、createToolTip、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、firePropertyChange、
firePropertyChange、firePropertyChange、getActionForKeyStroke、getAlignmentX、getAlignmentY、
getAutoscrolls、getBorder、getBounds、getClientProperty、getConditionForKeyStroke、
getDebugGraphicsOptions、getGraphics、getHeight、getInsets、getInsets、getLocation、getMaximumSize、
getMinimumSize、getNextFocusableComponent、getRegisteredKeyStrokes、getRootPane、getSize、
getToolTipLocation、getToolTipText、getToolTipText、getTopLevelAncestor、getVisibleRect、getWidth、getX、
getY、grabFocus、hasFocus、isDoubleBuffered、isFocusCycleRoot、isFocusTraversable、
isLightweightComponent、isManagingFocus、isOpaque、isOptimizedDrawingEnabled、isPaintingTile、
isRequestFocusEnabled、isValidateRoot、paint、paintImmediately、paintImmediately、putClientProperty、
registerKeyboardAction、registerKeyboardAction、removeAncestorListener、removeNotify、
removePropertyChangeListener、removePropertyChangeListener、removeVetoableChangeListener、repaint、
repaint、requestDefaultFocus、requestFocus、resetKeyboardActions、reshape、revalidate、scrollRectToVisible、
setAlignmentX、setAlignmentY、setAutoscrolls、setBackground、setBorder、setDebugGraphicsOptions、
setDoubleBuffered、setEnabled、setFont、setForeground、setMaximumSize、setMinimumSize、
setNextFocusableComponent、setOpaque、setPreferredSize、setRequestFocusEnabled、setToolTipText、
setVisible、unregisterKeyboardAction、update
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コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTreeView()
public  XMLTreeView()
クラス・コンストラクタです。XMLTreeView型のオブジェクトを作成します。

java.awt.Containerクラスから継承されたメソッド

add、add、add、add、add、addContainerListener、countComponents、deliverEvent、doLayout、
findComponentAt、findComponentAt、getComponent、getComponentAt、getComponentAt、
getComponentCount、getComponents、getLayout、insets、invalidate、isAncestorOf、layout、list、list、locate、
minimumSize、paintComponents、preferredSize、print、printComponents、remove、remove、removeAll、
removeContainerListener、setCursor、setLayout、validate

java.awt.Componentクラスから継承されたメソッド

action、add、addComponentListener、addFocusListener、addInputMethodListener、addKeyListener、
addMouseListener、addMouseMotionListener、bounds、checkImage、checkImage、contains、createImage、
createImage、disable、dispatchEvent、enable、enable、enableInputMethods、getBackground、getBounds、
getColorModel、getComponentOrientation、getCursor、getDropTarget、getFont、getFontMetrics、
getForeground、getInputContext、getInputMethodRequests、getLocale、getLocation、getLocationOnScreen、
getName、getParent、getPeer、getSize、getToolkit、getTreeLock、gotFocus、handleEvent、hide、imageUpdate、
inside、isDisplayable、isEnabled、isLightweight、isShowing、isValid、isVisible、keyDown、keyUp、list、list、
list、location、lostFocus、mouseDown、mouseDrag、mouseEnter、mouseExit、mouseMove、mouseUp、move、
nextFocus、paintAll、postEvent、prepareImage、prepareImage、printAll、remove、removeComponentListener、
removeFocusListener、removeInputMethodListener、removeKeyListener、removeMouseListener、
removeMouseMotionListener、repaint、repaint、repaint、resize、resize、setBounds、setBounds、
setComponentOrientation、setDropTarget、setLocale、setLocation、setLocation、setName、setSize、setSize、
show、show、size、toString、transferFocus

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、wait、wait、wait

javax.accessibility.Accessibleインタフェースから継承されたメソッド

getAccessibleContext

java.awt.image.ImageObserverインタフェースから継承されたメソッド

imageUpdate

java.awt.MenuContainerインタフェースから継承されたメソッド

getFont、postEvent、remove

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getPreferredSize()
public java.awt.Dimension getPreferredSize()
XMLTreeViewの推奨サイズを戻します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.Jcomponentクラスの javax.swing.JComponent.getPreferredSize()をオーバーラ
イドします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLTreeViewの推奨サイズを含む Dimensionオブジェクト

setXMLDocument(Document)
public void setXMLDocument(org.w3c.dom.Document document)
XMLTreeViewerと XMLドキュメントを対応付けます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
doc - 表示する Documentドキュメント

updateUI()
public void updateUI()
XMLTreeView画面を再描画します。

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
javax.swing.JPanelクラスの javax.swing.JPanel.updateUI()をオーバーライドします。
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XMLTreeViewBeanInfo
oracle.xml.treeviewer

XMLTreeViewBeanInfo

構文構文構文構文
public class XMLTreeViewBeanInfo extends java.beans.SimpleBeanInfo
 
java.lang.Object
|
+--java.beans.SimpleBeanInfo

|
+--oracle.xml.treeviewer.XMLTreeViewBeanInfo

実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース実装済インタフェース
java.beans.BeanInfo

メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要メンバーの概要

コンストラクタ

XMLTreeViewBeanInfo()

メソッド

getIcon(int)

getPropertyDescriptors()

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたフィールド

ICON_COLOR_16x16、ICON_COLOR_32x32、ICON_MONO_16x16、ICON_MONO_32x32

java.beans.SimpleBeanInfoクラスから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors、loadImage

java.lang.Objectクラスから継承されたメソッド

equals、getClass、hashCode、notify、notifyAll、toString、wait、wait、wait
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oracle.xml.treeviewerパッケージ
コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

XMLTreeViewBeanInfo()
public  XMLTreeViewBeanInfo()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getIcon(int)
public java.awt.Image getIcon(int iconKind)

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getIcon(int)をオーバーライ
ドします。

getPropertyDescriptors()
public java.beans.PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors()

オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先オーバーライド先
java.beans.SimpleBeanInfoクラスの java.beans.SimpleBeanInfo.getPropertyDescriptors()を
オーバーライドします。

java.beans.BeanInfoインタフェースから継承されたメソッド

getAdditionalBeanInfo、getBeanDescriptor、getDefaultEventIndex、getDefaultPropertyIndex、
getEventSetDescriptors、getMethodDescriptors

継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要継承されたメンバーの概要
Transviewer Beans 4-203
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1-140
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1-140
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1-110
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1-141
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1-141

C
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CANTREAD_XSQL，3-7
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3-7
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oracle.xml.parser.v2.DefaultXMLDocumentHandler.
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cDATASection(char[], int, int) - 
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1-141

CGDocument - oracle.xml.classgen.CGDocument，2-3
CGNode - oracle.xml.classgen.CGNode，2-4
CharData - oracle.xml.parser.v2.XMLToken.CharData，

1-141
checkNamespace(String, String) - 

oracle.xml.parser.v2.XMLElement.checkNamespace
(java.lang.String, java.lang.String)，1-96

ClassGenerator - oracle.xml.classgen.ClassGenerator，
2-5
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ClassGenerator() - 
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2-6
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3-7
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1-25
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1-59
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oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.cloneNode
(boolean)，1-73
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1-111

COMMA - 
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1-141
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oracle.xml.parser.v2.DefaultXMLDocumentHandler.
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comment(java.lang.String)，1-89
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CONN_FILE_MSG，3-7
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oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.createAttribute
(java.lang.String)，1-74

createAttribute(String, String) - 
oracle.xml.parser.v2.NodeFactory.createAttribute
(java.lang.String, java.lang.String)，1-38

createCDATASection(String) - 
oracle.xml.parser.v2.NodeFactory.createCDATA
Section(java.lang.String)，1-39

createCDATASection(String) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.createCDATA
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createDocument() - 
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createElement(String) - 
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createEntityReference(String) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.createEntity
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createNestedRequest(URL, Dictionary) - 
oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest.create
NestedRequest(java.net.URL, 
java.util.Dictionary)，3-49

createProcessingInstruction(String, String) - 
oracle.xml.parser.v2.NodeFactory.createProcessing
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createProcessingInstruction(String, String) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.createProcessing
Instruction(java.lang.String, java.lang.String)，1-76
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oracle.xml.parser.v2.NodeFactory.createTextNode
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createTextNode(String) - 
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oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getName(int)，
1-48

getNameSize() - 
oracle.xml.transviewer.DBAccess.getNameSize()，
4-101，4-179

getNamespace() - 
oracle.xml.parser.v2.NSName.getNamespace()，
1-42

getNamespace() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getNamespace()，
1-60

getNamespace() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLElement.getNamespace()，
1-100
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getNamespace(int) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getNamespace
(int)，1-49

getNextSibling() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getNextSibling()，
1-113

getNodeAtOffset(int) - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getNodeAt
Offset(int)，4-50，4-128

getNodeName() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getNodeName()，
1-113

getNodeType() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getNodeType()，
1-113

getNodeValue() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getNodeValue()，
1-60

getNodeValue() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getNodeValue()，
1-114

getNodeValue() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLText.getNodeValue()，
1-137

getNotations() - 
oracle.xml.parser.v2.DTD.getNotations()，1-28

getNumMessages() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParseException.getNum
Messages()，1-124

getOwnerDocument() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.getOwner
Document()，1-79

getOwnerDocument() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getOwner
Document()，1-114

getPageEncoding() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getPageEncoding()，
3-25

getPageEncoding() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getPage
Encoding()，3-32

getParameter(String) - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getParameter
(java.lang.String)，3-25

getParameter(String) - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getParameter
(java.lang.String)，3-32

getParameter(String) - 
oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest.get
Parameter(java.lang.String)，3-49

getParentNode() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getParentNode()，
1-61

getParentNode() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocumentFragment.get
ParentNode()，1-87

getParentNode() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getParentNode()，
1-114

getParseTree() - 
oracle.xml.parser.v2.ElementDecl.getParseTree()，
1-36

getPCDATAFont() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getPCDATA
Font()，4-50，4-128

getPCDATAForeground() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getPCDATA
Foreground()，4-50，4-128

getPIDataFont() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getPIData
Font()，4-51，4-128

getPIDataForeground() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getPIData
Foreground()，4-51，4-129

getPINameFont() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getPIName
Font()，4-51，4-129

getPINameForeground() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getPIName
Foreground()，4-51，4-129

getPostedDocument() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getPosted
Document()，3-25

getPostedDocument() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getPosted
Document()，3-32

getPostedDocument() - 
oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest.getPosted
Document()，3-49

getPreferredSize() - 
oracle.xml.treeviewer.XMLTreeView.getPreferred
Size()，4-116，4-194，4-201

getPrefix() - oracle.xml.parser.v2.NSName.getPrefix()，
1-42
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getPrefix() - oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getPrefix()，
1-61

getPrefix() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLElement.getPrefix()，
1-100

getPrefix(int) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getPrefix(int)，
1-49

getPreviousSibling() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.getPreviousSibling
()，1-115

getPropertyDescriptors() - 
oracle.xml.async.DOMBuilderBeanInfo.getProperty
Descriptors()，4-17，4-74，4-152

getPropertyDescriptors() - 
oracle.xml.async.XSLTransformerBeanInfo.get
PropertyDescriptors()，4-33，4-90，4-168

getPropertyDescriptors() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceViewBeanInfo.get
PropertyDescriptors()，4-59，4-137

getPropertyDescriptors() - 
oracle.xml.transviewer.XMLTransformPanelBean
Info.getPropertyDescriptors()，4-109，4-187

getPropertyDescriptors() - 
oracle.xml.treeviewer.XMLTreeViewBeanInfo.get
PropertyDescriptors()，4-118，4-196，4-203

getPublicId() - oracle.xml.parser.v2.DTD.getPublicId()，
1-29

getPublicId(int) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParseException.getPublicId
(int)，1-124

getQualifiedName() - 
oracle.xml.parser.v2.NSName.getQualifiedName()，
1-42

getQualifiedName() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getQualifiedName()，
1-62

getQualifiedName() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLElement.getQualified
Name()，1-101

getQualifiedName(int) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getQualified
Name(int)，1-49

getReleaseVersion() - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.getReleaseVersion()，
4-7，4-64，4-142

getReleaseVersion() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.getReleaseVersion()，
1-126

getRequestParamsAsXMLDocument() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getRequest
ParamsAsXMLDocument()，3-25

getRequestParamsAsXMLDocument() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getRequest
ParamsAsXMLDocument()，3-32

getRequestParamsAsXMLDocument() - 
oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest.get
RequestParamsAsXMLDocument()，3-49

getRequestType() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getRequestType
()，3-25

getRequestType() - 
oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest.get
RequestType()，3-50

getResource() - 
oracle.xml.async.ResourceManager.getResource()，
4-26，4-83，4-161

getResult() - oracle.xml.async.DOMBuilder.getResult()，
4-64，4-142

getResult() - 
oracle.xml.async.XSLTransformer.getResult()，
4-29，4-86，4-164

getServletInfo() - 
oracle.xml.xsql.XSQLServlet.getServletInfo()，3-46

getSourceDocumentURI() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getSource
DocumentURI()，3-26

getSourceDocumentURI() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getSource
DocumentURI()，3-33

getSpecified() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getSpecified()，1-62

getStandalone() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.getStandalone()，
1-79

getString(int) - oracle.xml.xsql.Res.getString(int)，3-13
getStylesheetParameter(String) - 

oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getStylesheet
Parameter(java.lang.String)，3-26

getStylesheetParameter(String) - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getStylesheet
Parameter(java.lang.String)，3-33
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getStylesheetParameters() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getStylesheet
Parameters()，3-26

getStylesheetParameters() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getStylesheet
Parameters()，3-33

getStylesheetURI() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getStylesheet
URI()，3-26

getStylesheetURI() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getStylesheet
URI()，3-33

getSymbolFont() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getSymbol
Font()，4-51，4-129

getSymbolForeground() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getSymbol
Foreground()，4-52，4-129

getSystemId() - 
oracle.xml.parser.v2.DTD.getSystemId()，1-29

getSystemId(int) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParseException.getSystem
Id(int)，1-124

getTagFont() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getTagFont
()，4-52，4-130

getTagForeground() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getTag
Foreground()，4-52，4-130

getTagName() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLElement.getTagName()，
1-101

getTarget() - oracle.xml.parser.v2.XMLPI.getTarget()，
1-134

getText() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.getText()，
4-52，4-130

getType(int) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getType(int)，
1-49

getType(String) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getType
(java.lang.String)，1-50

getUserAgent() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getUserAgent()，
3-26

getUserAgent() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getUser
Agent()，3-33

getUserAgent() - 
oracle.xml.xsql.XSQLServletPageRequest.getUser
Agent()，3-50

getValidationMode() - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.getValidationMode
()，4-7，4-65，4-143

getValidationMode() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.getValidation
Mode()，1-127

getValue() - oracle.xml.parser.v2.XMLAttr.getValue()，
1-62

getValue(int) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getValue(int)，
1-50

getValue(String) - 
oracle.xml.parser.v2.SAXAttrList.getValue
(java.lang.String)，1-51

getVersion() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.getVersion()，
1-80

getWriter() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getWriter()，
3-26

getWriter() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getWriter()，
3-33

getXMLData(Connection, String, String) - 
oracle.xml.transviewer.DBAccess.getXMLData
(java.sql.Connection, java.lang.String, 
java.lang.String)，4-102，4-180

getXMLNames(Connection, String) - 
oracle.xml.transviewer.DBAccess.getXMLNames
(java.sql.Connection, java.lang.String)，4-102，
4-180

getXMLTableNames(Connection, String) - 
oracle.xml.transviewer.DBAccess.getXMLTable
Names(java.sql.Connection, java.lang.String)，
4-102，4-180

getXSQLConnection() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.getXSQL
Connection()，3-26

getXSQLConnection() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.getXSQL
Connection()，3-34
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H
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oracle.xml.xsql.XSQLActionHandler.handleAction
(oracle.xml.xsql.Node)，3-14

hasChildNodes() - 
oracle.xml.parser.v2.DTD.hasChildNodes()，1-29

hasChildNodes() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.hasChildNodes()，
1-115

HttpRequestAsXMLDocument(HttpServletRequest, 
String) - 
oracle.xml.xsql.XSQLHttpUtil.HttpRequestAsXML
Document(oracle.xml.xsql.HttpServletRequest, 
java.lang.String)，3-22

I
ID - oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.ID，1-7
IDREF - oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.IDREF，1-7
IDREFS - oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.IDREFS，1-7
ILLFORMEDXMLPARAMVAL - 

oracle.xml.xsql.Res.ILLFORMEDXMLPARAMVAL，
3-8

ILLFORMEDXMLPARAMVAL_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.ILLFORMEDXMLPARAMVAL
_MSG，3-8

ILLFORMEDXMLRESOURCE - 
oracle.xml.xsql.Res.ILLFORMEDXMLRESOURCE，
3-8

ILLFORMEDXMLRESOURCE_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.ILLFORMEDXMLRESOURCE
_MSG，3-8

IMPLIED - oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.IMPLIED，
1-8

init(ServletConfig) - 
oracle.xml.xsql.XSQLServlet.init(oracle.xml.xsql.
ServletConfig)，3-46

init(XSQLPageRequest, Element) - 
oracle.xml.xsql.XSQLActionHandlerImpl.init
(oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest, 
oracle.xml.xsql.Element)，3-17

init(XSQLPageRequest, Element) - 
oracle.xml.xsql.XSQLActionHandler.init(oracle.
xml.xsql.XSQLPageRequest, 
oracle.xml.xsql.Element)，3-15

inJServ() - oracle.xml.xsql.XSQLServlet.inJServ()，3-46

insertBefore(Node, Node) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.insertBefore
(org.w3c.dom.Node, org.w3c.dom.Node)，1-115

insertXMLData(Connection, String, String, String) - 
oracle.xml.transviewer.DBAccess.insertXMLData
(java.sql.Connection, java.lang.String, 
java.lang.String, java.lang.String)，4-103，4-181

INSTANTIATIONERR - 
oracle.xml.xsql.Res.INSTANTIATIONERR，3-8

INSTANTIATIONERR_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.INSTANTIATIONERR_MSG，
3-8

INVALID_URI - oracle.xml.xsql.Res.INVALID_URI，
3-8

INVALID_URI_MSG - oracle.xml.xsql.Res.
INVALID_URI_MSG，3-9

InvalidContentException - 
oracle.xml.classgen.InvalidContentException，2-8

InvalidContentException() - 
oracle.xml.classgen.InvalidContentException.Invalid
ContentException()，2-9

InvalidContentException(String) - 
oracle.xml.classgen.InvalidContentException.Invalid
ContentException(java.lang.String)，2-9

INVALIDURL - oracle.xml.xsql.Res.INVALIDURL，
3-9

INVALIDURL_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.INVALIDURL_MSG，3-9

isEditable() - 
oracle.xml.srcviewer.XMLSourceView.isEditable()，
4-52，4-130

isIncludedRequest() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.isIncluded
Request()，3-34

isIncludedRequest() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.isIncluded
Request()，3-26

isOracleDriver() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.isOracle
Driver()，3-34

isOracleDriver() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.isOracleDriver()，
3-26

isXMLTable(Connection, String) - 
oracle.xml.transviewer.DBAccess.isXMLTable
(java.sql.Connection, java.lang.String)，4-103，
4-181
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M
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oracle.xml.parser.v2.oraxsl.main(java.lang.String[])，
1-45

main(String[]) - 
oracle.xml.transviewer.XMLTransViewer.main
(java.lang.String[])，4-111，4-189

main(String[]) - 
oracle.xml.xsql.XSQLCommandLine.main(java.lang.
String[])，3-18

MISSING_ARGS - oracle.xml.xsql.Res.
MISSING_ARGS，3-9

MISSING_ARGS_MSG - oracle.xml.xsql.Res.
MISSING_ARGS_MSG，3-9

MISSING_ATTR - oracle.xml.xsql.Res.
MISSING_ATTR，3-9

MISSING_ATTR_MSG - oracle.xml.xsql.Res.
MISSING_ATTR_MSG，3-9

MIXED - oracle.xml.parser.v2.ElementDecl.MIXED，
1-34

msg(String) - 
oracle.xml.xsql.XSQLDiagnostic.msg(java.lang.
String)，3-20

N
NAMED_CONN - oracle.xml.xsql.Res.

NAMED_CONN，3-9
NAMED_CONN_MSG - oracle.xml.xsql.Res.

NAMED_CONN_MSG，3-9
newDocument() - 

oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.newDocument()，
3-39

NMTOKEN - 
oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.NMTOKEN，1-8

NMTOKENS - 
oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.NMTOKENS，1-8

NO_CONN - oracle.xml.xsql.Res.NO_CONN，3-9
NO_CONN_DEF - oracle.xml.xsql.Res.

NO_CONN_DEF，3-9
NO_CONN_DEF_MSG - oracle.xml.xsql.

Res.NO_CONN_DEF_MSG，3-9
NO_CONN_MSG - oracle.xml.xsql.Res.

NO_CONN_MSG，3-10
NO_XSQL_FILE - oracle.xml.xsql.Res.

NO_XSQL_FILE，3-10

NO_XSQL_FILE_MSG - oracle.xml.xsql.Res.
NO_XSQL_FILE_MSG，3-10

NodeFactory - oracle.xml.parser.v2.NodeFactory，1-37
NodeFactory() - 

oracle.xml.parser.v2.NodeFactory.NodeFactory()，
1-38

NOFUNCTIONNAME - 
oracle.xml.xsql.Res.NOFUNCTIONNAME，3-10

NOFUNCTIONNAME_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.NOFUNCTIONNAME_MSG，
3-10

NOPOSTEDXML - 
oracle.xml.xsql.Res.NOPOSTEDXML，3-10

NOPOSTEDXML_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.NOPOSTEDXML_MSG，3-10

NOQUERYSUPPLIED - 
oracle.xml.xsql.Res.NOQUERYSUPPLIED，3-10

NOQUERYSUPPLIED_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.NOQUERYSUPPLIED_MSG，
3-10

normalize() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLElement.normalize()，
1-101

NOTANACTIONHANDLER - 
oracle.xml.xsql.Res.NOTANACTIONHANDLER，
3-10

NOTANACTIONHANDLER_MSG - 
oracle.xml.xsql.Res.
NOTANACTIONHANDLER_MSG，3-10

NOTATION - 
oracle.xml.parser.v2.AttrDecl.NOTATION，1-8

NotationDecl - 
oracle.xml.parser.v2.XMLToken.NotationDecl，
1-142

NSResolver - oracle.xml.parser.v2.NSResolver，1-43
NULLPARAM - oracle.xml.xsql.Res.NULLPARAM，

3-10
NULLPARAM_MSG - 

oracle.xml.xsql.Res.NULLPARAM_MSG，3-11

O
OR - oracle.xml.parser.v2.ElementDecl.OR，1-34
oracle.xml.async - oracle.xml.async，4-1
oracle.xml.classgen - oracle.xml.classgen，2-1
oracle.xml.parser.v2 - oracle.xml.parser.v2，1-1
oracle.xml.treeviewer - oracle.xml.treeviewer，4-197
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oracle.xml.xsql - oracle.xml.xsql，3-1
oraxsl - oracle.xml.parser.v2.oraxsl，1-44
oraxsl() - oracle.xml.parser.v2.oraxsl.oraxsl()，1-45
OWAXMLMALFORMED - 

oracle.xml.xsql.Res.OWAXMLMALFORMED，
3-11

OWAXMLMALFORMED_MSG - oracle.xml.xsql.Res.
OWAXMLMALFORMED_MSG，3-11

P
parse(InputSource) - 

oracle.xml.async.DOMBuilder.parse(org.xml.sax.
InputSource)，4-7，4-65，4-143

parse(InputSource) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.parse(org.xml.sax.
InputSource)，1-127

parse(InputStream) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parse(java.io.Input
Stream)，4-65，4-143

parse(InputStream) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.parse(java.io.Input
Stream)，1-127

parse(InputStream, URL, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.parse(java.io.
InputStream, java.net.URL, java.io.Print Writer)，
3-39

parse(Reader) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parse(java.io.Reader)，
4-8，4-66，4-144

parse(Reader) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.parse(java.io.
Reader)，1-128

parse(Reader, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.parse(java.io.
Reader, java.io.Print Writer)，3-39

parse(String) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parse(java.lang.
String)，4-9，4-66，4-144

parse(String) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.parse(java.lang.
String)，1-128

parse(URL) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parse(java.net.URL)，
4-9，4-67，4-144

parse(URL) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLParser.parse(java.net.
URL)，1-128

parse(URL, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.parse(java.net.
URL, java.io.Print Writer)，3-39

parseDocument() - 
oracle.xml.parser.v2.XMLTokenizer.parse
Document()，1-147

parseDTD(InputSource, String) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parseDTD(org.xml.
sax.InputSource, java.lang.String)，4-9，4-67，
4-145

parseDTD(InputSource, String) - 
oracle.xml.parser.v2.DOMParser.parseDTD
(org.xml.sax.InputSource, java.lang.String)，1-18

parseDTD(InputStream, String) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parseDTD(java.io.
InputStream, java.lang.String)，4-10，4-67，4-145

parseDTD(InputStream, String) - 
oracle.xml.parser.v2.DOMParser.parseDTD
(java.io.InputStream, java.lang.String)，1-19

parseDTD(Reader, String) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parseDTD(java.io.
Reader, java.lang.String)，4-10，4-68，4-146

parseDTD(Reader, String) - 
oracle.xml.parser.v2.DOMParser.parseDTD(java.
io.Reader, java.lang.String)，1-19

parseDTD(String, String) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parseDTD(java.
lang.String, java.lang.String)，4-11，4-68，4-146

parseDTD(String, String) - 
oracle.xml.parser.v2.DOMParser.parseDTD(java.
lang.String, java.lang.String)，1-20

parseDTD(URL, String) - 
oracle.xml.async.DOMBuilder.parseDTD(java.net.
URL, java.lang.String)，4-11，4-69，4-147

parseDTD(URL, String) - 
oracle.xml.parser.v2.DOMParser.parseDTD(java.
net.URL, java.lang.String)，1-20

parseFromString(String, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.parseFromString
(java.lang.String, java.io.Print Writer)，3-39

parseFromString(StringBuffer, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.parseFromString
(java.lang.StringBuffer, java.io.Print Writer)，3-39

PI - oracle.xml.parser.v2.XMLToken.PI，1-143
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PITarget - oracle.xml.parser.v2.XMLToken.PITarget，
1-143

PLUS - oracle.xml.parser.v2.ElementDecl.PLUS，1-34
POSTEDXML_ERR - 

oracle.xml.xsql.Res.POSTEDXML_ERR，3-11
POSTEDXML_ERR_MSG - 

oracle.xml.xsql.Res.POSTEDXML_ERR_MSG，
3-11

print(Document, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLParserHelper.print(oracle.
xml.xsql.Document, java.io.Print Writer)，3-39
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oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.print(java.io.
OutputStream)，1-80

print(OutputStream) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.print(java.io.
OutputStream)，1-116

print(OutputStream, String) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.print(java.io.
OutputStream, java.lang.String)，1-80
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OutputStream, java.lang.String)，1-116

print(Print Writer) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.print(java.io.
Print Writer)，1-81

print(Print Writer) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLNode.print(java.io.Print 
Writer)，1-117

printedErrorHeader() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequestImpl.printed
ErrorHeader()，3-34

printedErrorHeader() - 
oracle.xml.xsql.XSQLPageRequest.printedError
Header()，3-27

printExternalDTD(OutputStream) - 
oracle.xml.parser.v2.DTD.printExternalDTD(java.
io.OutputStream)，1-29

printExternalDTD(OutputStream) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.printExternal
DTD(java.io.OutputStream)，1-81

printExternalDTD(OutputStream, String) - 
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io.OutputStream, java.lang.String)，1-30

printExternalDTD(OutputStream, String) - 
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printExternalDTD(Print Writer) - 
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io.Print Writer)，1-30

printExternalDTD(Print Writer) - 
oracle.xml.parser.v2.XMLDocument.printExternal
DTD(java.io.Print Writer)，1-82

process() - oracle.xml.xsql.XSQLRequest.process()，
3-42

process(Dictionary) - 
oracle.xml.xsql.XSQLRequest.process(java.util.
Dictionary)，3-42

process(Dictionary, Print Writer, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLRequest.process(java.util.
Dictionary, java.io.Print Writer, java.io.
Print Writer)，3-42

process(Print Writer, Print Writer) - 
oracle.xml.xsql.XSQLRequest.process(java.io.
Print Writer, java.io.Print Writer)，3-43

processToDocument(Document, String, 
XSQLPageRequest) - 
oracle.xml.xsql.XSQLStylesheetProcessor.process
ToDocument(oracle.xml.xsql.Document, 
java.lang.String, 
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