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はじめにはじめにはじめにはじめに

ここでは、次のトピックについて説明します。

� このマニュアルの内容
v



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
このリファレンス・マニュアルでは、Oracle8i とあわせて提供される Javaパッケージを紹介
しています。 インタフェース、クラスおよび例外を表にまとめ、構文、メンバーの概要およ
び継承メンバーの概要とともにそれぞれをアルファベット順にリストします。 これに続いて、
フィールド、コンストラクタおよびメソッドに関する詳細があります。

Javaプログラマは、詳細について次の資料を参照してください。

� 『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』

� 『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 アドバンスト・キューイング』

� 『Oracle8i データ・カートリッジ開発者ガイド』
vi
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パッケージ oracle.AQの説明
パッケージパッケージパッケージパッケージ oracle.AQの説明の説明の説明の説明

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース

AQSession キューイング・システムに対するセッションのオープン

AQQueueTable AQキュー表インタフェース

AQQueueAdmin AQキュー管理インタフェース

AQQueue AQキュー操作インタフェース

AQMessage AQメッセージ

AQRawPayload AQロー・ペイロード

AQObjectPayload AQオブジェクト・ペイロード

クラスクラスクラスクラス :共通共通共通共通

AQConstants AQ操作で使用される定数

AQAgent AQエージェント

AQDriverManager 様々な AQドライバに対するドライバ・マネージャ

AQEnqueueOption AQエンキュー・オプション

AQDequeueOption AQデキュー・オプション

AQMessageProperty AQメッセージ・プロパティ

AQQueueProperty AQキュー・プロパティ

AQQueueTableProperty AQキュー表プロパティ

クラスクラスクラスクラス : Oracle8i （これらのクラスは、このマニュアルでは説明しません）

AQOracleSession Oracle Serverによる AQSessionの実装

AQOracleMessage Oracle Serverによる AQMessageの実装

AQOracleDriver Oracle Serverによる AQDriverの実装

AQOracleQueue Oracle Serverによる AQQueueの実装

AQOracleQueueTable Oracle Serverによる AQQueueTableの実装

AQOracleRawPayload Oracle Serverによる AQRawPayloadの実装

AQOracleObjectPayload Oracle Serverによる AQObjectPayloadの実装
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パッケージ oracle.AQの説明
例外例外例外例外

AQException

AQOracleSQLException

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要
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概要
概要概要概要概要

Java AQ APIは、Oracle AQ（アドバンスト・キューイング : Advanced Queueing）の管理
機能および操作機能をサポートします。メッセージ・アプリケーション用の Javaプログラ
ムの開発では、JDBCを使用してデータベースへの接続をオープンしてから、メッセージ・
キューイング用に Java AQ APIである oracle.AQを使用します。 PL/SQLインタフェースを
使用する必要はありません。

次の項では、現行の PL/SQLインタフェースに基づいた共通のインタフェースとクラスにつ
いて説明します。 

� Oracle8iと Oracle Liteの共通インタフェースには、接頭辞 AQが付きます。これらのイ
ンタフェースは、Oracle8iと Oracle Liteで実装が異なります。 

� このマニュアルでは、共通インタフェースとそれに対応する Oracle8iによる実装（接頭
辞 AQOracleが付きます）について説明します。

Java AQクラスの位置クラスの位置クラスの位置クラスの位置
Java AQクラスは、$ORACLE_HOME/rdbms/jlib/aqapi.jarに設定されます。このクラ
スは、任意の Oracle8i JDBCドライバで使用できます。

アプリケーションで OCI8または Thin JDBCドライバを使用するときは、JDK 1.2の場合は
$ORACLE_HOME/rdbms/jlib/aqapi.jarを CLASSPATHに挿入し、JDK 1.1の場合は
$ORACLE_HOME/rdbms/jlib/aqapi11.jarを CLASSPATHに挿入する必要があります。

アプリケーションで Oracle Serverドライバを使用していて、Javaストアド・プロシージャ
から Java AQ APIにアクセスしている場合、Javaファイルは通常、Java対応のデータベー
スに自動的に事前にロードされています。 Javaファイルが自動的にロードされていない場合
は、最初に、loadjavaユーティリティを使用して、aqapi.jarファイルと
jmscommon.jarファイルをデータベースにロードする必要があります。

『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド アドバンスト・キューイング』の付録 Aには、次
の例が含まれます。

� Javaを使用したユーザー定義型メッセージ（CustomDatumインタフェース）のエン
キューとデキュー

� Javaを使用したユーザー定義型メッセージ（SQLDataインタフェースを使用）のエン
キューとデキュー

� Javaを使用したキュー表とキューの作成

� Javaを使用したキューの作成とエンキュー /デキューの開始

� Javaを使用したマルチ・コンシューマ・キューの作成とサブスクライバの追加

� Javaを使用した RAWメッセージのエンキュー

� Javaを使用したメッセージのデキュー
1-4　　　　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



概要
� Javaを使用したブラウズ・モードにおけるメッセージのデキュー

� Javaを使用した優先順位付きのメッセージのエンキュー

� Javaを使用した、LOB属性を含んだユーザー定義型メッセージのエンキューとデキュー

test_aqjavaクラスの設定は、1-10ページの「oracle.AQの設定例」で説明します。

マルチ・コンシューマ・キューの作成方法は、1-8ページの「AQSession」で説明します。
パッケージ oracle.AQ 1-5



AQDriverManager
AQDriverManager

AQDriverManagerを介して、Java AQ APIの様々な実装が管理されます。Oracle Liteおよ
び Oracle8iには、AQDriverManagerに登録されている AQDriverがあります。ドライ
バ・マネージャは、メッセージ交換タスクの実行に使用できる AQSessionの作成に使用し
ます。 

AQDriverManager.createAQSession()メソッドをコールすると、createAQSession()
コールに渡したパラメータに従って、（登録してあるドライバの中から）適切な AQDriver
がコールされます。 

Oracle8iの AQDriverでは、AQSessionを作成するパラメータとして、有効な JDBC接続が
渡されることが必要です。AQ Javaインタフェースを使用するには、DBMS_AQINパッケー
ジの実行権限が必要です。 ユーザーは、AQ_USER_ROLEまたは AQ_ADMINSTRATOR_ROLE
を介してもこれらの権限を取得できます。 また、ユーザーには 8.1スタイル・キュー・テー
ブルに適したシステム権限およびキュー権限が必要です。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getDrivers
public static java.util.Vector getDrivers()

このメソッドは、ドライバ・マネージャに登録されているドライバのリストを戻します。登
録されているドライバの名前を含んだ文字列のベクトルを戻します。

getAQSession
public static AQSession getAQSession (java.lang.Object conn)
   throws AQException

このメソッドは、AQSession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
conn

ユーザーが AQOracleDriverを使用している場合は、オブジェクトとして有効な JDBC接
続を渡す必要があります。

マルチスレッド・プログラム・サポートマルチスレッド・プログラム・サポートマルチスレッド・プログラム・サポートマルチスレッド・プログラム・サポート
現在、Java AQオブジェクトはスレッド・セーフではありません。したがって、
AQSession、AQQueueTable、AQQueueおよび他の AQオブジェクトのメソッドを、異な
るスレッドから同時にコールしないでください。これらのオブジェクトをスレッド間で渡す
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AQDriverManager
ことはできますが、これらの AQオブジェクトのメソッドは、プログラムで同時にコールし
ないようにしてください。 

マルチスレッド・プログラムで、各スレッドに（同じまたは異なる JDBC接続を使用して）
異なる AQSessionを作成し、AQSessionの getQueueTableメソッドと getQueueメ
ソッドを使用して、新しいキュー表とキュー・ハンドルを取得することをお薦めします。 

Java AQドライバのロードドライバのロードドライバのロードドライバのロード
AQSessionを作成するには、最初に JDBC接続をオープンする必要があります。次に、ア
プリケーションで使用する必要がある AQDriverをロードします。 Oracle8iでは、ドライバ
は Class.forName（"oracle.AQ.AQOracleDriver"）コマンドを使用してロードされ
ます。

ドライバのロードが必要となるのは、（最初の createAQSessionコール前）1回のみであ
ることに注意してください。ドライバを複数回ロードしても効果はありません。 詳細は、
1-10ページの「oracle.AQの設定例」を参照してください。

例例例例
Connection db_conn;       /* JDBC connection */
AQSession aq_sess;       /* AQSession */

/* JDBC setup and connection creation: */
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
db_conn = DriverManager.getConnection (
   "jdbc:oracle:oci8:@", "aquser", "aquser");
db_conn.setAutoCommit(false);

/* Load the Oracle8i AQ driver: */
Class.forName("oracle.AQ.AQOracleDriver");
/* Create an AQ Session: */
aq_sess = AQDriverManager.createAQSession(db_conn);

通常は、（この項最初の 2つの表に記述されている）両方の実装に共通のインタフェースと
クラスのみ使用してください。 この結果、Oracle8iによる AQの実装と Oracle Liteによる
AQの実装間で、アプリケーションを確実に移植できます。

oracle.AQクラスは、共通のインタフェースで使用不能なメソッドがこれらのクラスにある
場合を除き、使用しないでください。AQQueueインタフェースは AQQueueAdminを拡張し
たインタフェースであるため、キューの管理と操作のすべての機能性は AQQueueを通して
使用できます。
パッケージ oracle.AQ 1-7



AQSession
AQSession

メソッドメソッドメソッドメソッド

createQueueTable
public AQQueueTable createQueueTable(java.lang.String owner,
                                     java.lang.String name,
                   AQQueueTableProperty property) throws AQException

このメソッドは、渡された AQQueueTablePropertyオブジェクトに指定されているプロ
パティに従って、特定のユーザーのスキーマに新しいキュー表を作成します。 
  

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueueTableオブジェクト

getQueueTable
public AQQueueTable getQueueTable(java.lang.String owner, 
                                  java.lang.String name)

このメソッドは、既存のキュー表に対するハンドルを取得するために使用します。 
  

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueueTableオブジェクト

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

owner キュー表を作成するスキーマ（ユーザー）

q_name キュー表の名前

property キュー表のプロパティ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

owner キュー表が存在するスキーマ（ユーザー）

name キュー表の名前
1-8　　　　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQSession
createQueue
public AQQueue createQueue(AQQueueTable q_table,
                           java.lang.String q_name,
                      AQQueueProperty q_property) throws AQException

このメソッドは、指定したキュー・プロパティで queue_tableにキューを作成します。
キュー表の作成に使用された同じスキーマ名を使用します。
  

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueueオブジェクト

getQueue
public AQQueue getQueue(java.lang.String owner,
                        java.lang.String name)

このメソッドは、既存のキューに対するハンドルを取得するために使用します。
  

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueueオブジェクト

getDB Connection
public java.sql.Connection getDBConnection()

このメソッドは、AQセッション・オブジェクトから基礎となる JDBC接続を取得するため
に使用します。

このメソッドは、Oracle Serverによる AQSessionの実装でのみ使用可能です。したがって、
このメソッドをコールする前に、AQSessionオブジェクトを AQOracleSessionにキャストす
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 意味意味意味意味

q_table キューを作成するキュー表

name 作成するキューの名前

q_property キューのプロパティ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

owner キュー表が存在するスキーマ（ユーザー）

name キューの名前
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AQSession
例例例例
AQSession aq_sess;
Connection db_conn =((AQOracleSession)aq_sess).getDBConnection();

oracle.AQの設定例の設定例の設定例の設定例

1. oracle.AQユーザーの作成ユーザーの作成ユーザーの作成ユーザーの作成
最初に、aqjavaユーザーを次のように設定します。

CONNECT sys/change_on_install AS sysdba

DROP USER aqjava CASCADE;
GRANT CONNECT, RESOURCE, AQ_ADMINISTRATOR_ROLE TO aqjava 
   IDENTIFIED BY aqjava;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_AQADM TO aqjava;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_AQ TO aqjava;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_AQIN TO aqjava;
CONNECT aqjava/aqjava

2. メイン・クラスの設定メイン・クラスの設定メイン・クラスの設定メイン・クラスの設定 
次に、メイン・クラスを設定します。このクラスから以降の例をコールし、例外を処理しま
す。

import java.sql.*;
import oracle.AQ.*;

public class test_aqjava
{
   public static void main(String args[]) 
   {
      AQSession  aq_sess = null;

      try 
      {
         aq_sess = createSession(args);

        /* now run the test: */
        runTest(aq_sess);
      }
      catch (Exception ex)
      {
         System.out.println("Exception-1: " + ex); 
         ex.printStackTrace(); 
      }  
   }
}
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3. AQセッションの作成セッションの作成セッションの作成セッションの作成 
次に、前述の AQDriverManagerの項で示したとおり、aqjavaユーザーに対応する AQセッ
ションを作成します。

public static AQSession createSession(String args[]) 
   {
      Connection db_conn;
      AQSession  aq_sess = null;

      try 
      {
    
         Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
        /* your actual hostname, port number, and SID will 
        vary from what follows. Here we use 'dlsun736,' '5521,'
        and 'test,' respectively: */

         db_conn =
                  DriverManager.getConnection(
                  "jdbc:oracle:thin:@dlsun736:5521:test", 
                  "aqjava", "aqjava");

         System.out.println("JDBC Connection opened "); 
         db_conn.setAutoCommit(false);
                 
        /* Load the Oracle8i AQ driver: */
         Class.forName("oracle.AQ.AQOracleDriver");
        /* Create an AQ Session: */
         aq_sess = AQDriverManager.createAQSession(db_conn);
         System.out.println("Successfully created AQSession ");  
      }
      catch (Exception ex)
      {
         System.out.println("Exception: " + ex); 
         ex.printStackTrace();
      }
      return aq_sess;
   }
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例例例例

1. キュー表とキューの作成キュー表とキューの作成キュー表とキューの作成キュー表とキューの作成
ここでは、前述のメイン・クラスからコールされた runTestクラスを使用して、aqjavaユー
ザー用のキュー表とキューを作成します。

public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
    AQQueueTableProperty     qtable_prop;
    AQQueueProperty          queue_prop;
    AQQueueTable             q_table;
    AQQueue                  queue;
   
    /* Create a AQQueueTableProperty object (payload type - RAW): */
    qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
   
    /* Create a queue table called aq_table1 in aqjava schema: */
    q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava", "aq_table1",
        qtable_prop);
    System.out.println("Successfully created aq_table1 in aqjava
        schema");

   /* Create a new AQQueueProperty object: */
   queue_prop = new AQQueueProperty();
   
   /* Create a queue called aq_queue1 in aq_table1: */
   queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue1", queue_prop);
  System.out.println("Successfully created aq_queue1 in aq_table1");
}

2. 既存のキュー表とキューに対するハンドルの取得既存のキュー表とキューに対するハンドルの取得既存のキュー表とキューに対するハンドルの取得既存のキュー表とキューに対するハンドルの取得
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
    AQQueueTable            q_table;
    AQQueue                 queue;
    
    /* Get a handle to queue table - aq_table1 in aqjava schema: */
    q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table1");
    System.out.println("Successful getQueueTable");  
    
    /* Get a handle to a queue - aq_queue1 in aqjava schema: */
    queue = aq_sess.getQueue ("aqjava", "aq_queue1");
    System.out.println("Successful getQueue");
}
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AQConstants

このクラスには、Java AQ APIで使用される定数が含まれています。

可視性定数可視性定数可視性定数可視性定数
VISIBILITY_IMMEDIATE
public static final int VISIBILITY_IMMEDIATE

VISIBILITY_ONCOMMIT
public static final int VISIBILITY_ONCOMMIT

ペイロード型、オブジェクトペイロード型、オブジェクトペイロード型、オブジェクトペイロード型、オブジェクト
RAW_TYPE_PAYLOAD
public static final int RAW_TYPE_PAYLOAD

ペイロード型、ペイロード型、ペイロード型、ペイロード型、RAW
OBJECT_TYPE_PAYLOAD
public static final int OBJECT_TYPE_PAYLOAD
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AQAgent

このオブジェクトは、メッセージのプロデューサまたはコンシューマを指定します。

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
public AQAgent(java.lang.String name,
               java.lang.String address,
               double protocol)

public AQAgent(java.lang.String name,
               java.lang.String address)

コンストラクタの実装方法は 2通りあり、それぞれ指定したパラメータで新しい AQAgent
を割り当てます。 
  

メソッドメソッドメソッドメソッド

getName
public java.lang.String getName() throws AQException

このメソッドは、エージェント名を取得します。

setName
public void setName(java.lang.String name) throws AQException

このメソッドは、エージェント名を設定します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

name エージェント名。

address エージェント・アドレス。

protocol エージェントのプロトコル（最初のコンストラクタにのみ必
要）。デフォルトは 0（ゼロ）です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

name エージェント名
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getAddress
public java.lang.String getAddress() throws AQException

このメソッドは、エージェント・アドレスを取得します。

setAddress
public void setAddress(java.lang.String address) throws AQException

このメソッドは、エージェント・アドレスを設定します。

  

getProtocol
public int getProtocol() throws AQException

このメソッドは、エージェントのプロトコルを取得します。

setProtocol
public void setProtocol(int protocol) throws AQException

このメソッドは、エージェントのプロトコルを設定します。

 

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

address 特定の宛先にあるキュー

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

protocol エージェントのプロトコル
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このクラスはキュー表のプロパティを示します。

メッセージ・グループ化の定数メッセージ・グループ化の定数メッセージ・グループ化の定数メッセージ・グループ化の定数
public static final int NONE
public static final int TRANSACTIONAL

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
public AQQueueTableProperty(java.lang.String p_type)

このメソッドは、デフォルトのプロパティ値と指定したペイロード型で
AQQueueTableProperty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

getPayloadType
public java.lang.String getPayloadType() throws AQException

このメソッドは、ロー・ペイロードの場合は RAW、オブジェクト・ペイロードの場合はユー
ザー定義型名を戻します。

setPayloadType
public void setPayloadType(java.lang.String p_type) throws AQException

このメソッドは、ペイロード型の設定に使用します。

  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

p_type ペイロード型 :この値は、ロー・ペイロードが含まれる
キュー表の場合は RAW、構造化ペイロードが含まれるキュー
表の場合はオブジェクトのユーザー定義型名です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

p_type ペイロード型 :この値は、ロー・ペイロードが含まれる
キュー表の場合は RAW、構造化ペイロードが含まれるキュー
表の場合はオブジェクト（ユーザー定義）型名です。
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setStorageClause
public void setStorageClause(java.lang.String s_clause) throws AQException

このメソッドは、キュー表の作成に使用される記憶域句の設定に使用します。 
  

 getSortOrder
public java.lang.String getSortOrder() throws AQException

このメソッドは、使用されるソート順を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
使用されるソート順

setSortOrder
public void setSortOrder(java.lang.String s_order) throws AQException

このメソッドは、使用されるソート順を設定します。
  

isMulticonsumerEnabled
public boolean isMulticonsumerEnabled() throws AQException

このメソッドは、1つのメッセージに対して複数のコンシューマを、表に作成されたキュー
に設定できるかどうかを問い合せます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
表に作成したキューに、1つのメッセージに対して複数のコンシューマを設定できる場合は
TRUE

表に作成したキューに、1つのメッセージに対して複数のコンシューマを設定できない場合
は FALSE

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

s_clauses 記憶領域パラメータ :この句は、キュー表の作成時に
CREATE TABLE文で使用されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

s_order 昇順の sort_keyに使用される列を指定します。文字列の
フォーマットは、<sort_column1, sort_column2>で
す。許可される列名は、priorityと enq_timeです。
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setMultiConsumer
public void setMultiConsumer(boolean enable) throws AQException

このメソッドは、表に作成されたキューに、1つのメッセージに対して複数のコンシューマ
を設定できるかどうかを設定します。

  

getMessageGrouping
public int getMessageGrouping() throws AQException

このメソッドは、このキュー表内のキューのメッセージ・グループ化動作プロパティを取得
するために使用します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
NONE:各メッセージは個々に処理されます。

TRANSACTIONAL:あるトランザクションの一部としてエンキューされた複数のメッセージ
は、すべて同一グループの一員とみなされ、関連するメッセージのグループとしてデキュー
できます。

setMessageGrouping
public void setMessageGrouping(int m_grouping) throws AQException

このメソッドは、このキュー表に作成されたキューのメッセージ・グループ化動作プロパ
ティを設定するために使用します。

  

getComment
public java.lang.String getComment() throws AQException

このメソッドは、キュー表のコメントを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

enable 表に作成したキューに、1つのメッセージに対して複数のコ
ンシューマを設定できない場合は FALSE

表に作成したキューに、1つのメッセージに対して複数のコ
ンシューマを設定できる場合は TRUE

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

m_grouping NONEまたは TRANSACTIONAL
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setComment
public void setComment(java.lang.String qt_comment) throws AQException

このメソッドは、コメントを設定します。

  

getCompatible
public java.lang.String getCompatible() throws AQException

このメソッドは、Compatibleプロパティを取得します。 

setCompatible
public void setCompatible(java.lang.String qt_compatible)
   throws AQException

このメソッドは、Compatibleプロパティを設定します。 
  

getPrimaryInstance
public int getPrimaryInstance() throws AQException

このメソッドは、プライマリ・インスタンスを取得します。

setPrimaryInstance
public void setPrimaryInstance(int inst) throws AQException

このメソッドは、プライマリ・インスタンスを設定します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

qt_comment コメント

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

qt_compatible Compatibleプロパティ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

inst プライマリ・インスタンス
パッケージ oracle.AQ 1-19



AQQueueTableProperty
getSecondaryInstance
public int getSecondaryInstance() throws AQException

このメソッドは、セカンダリ・インスタンスを取得します。

setSecondaryInstance
public void setSecondaryInstance(int inst) throws AQException

このメソッドは、セカンダリ・インスタンスを設定します。

  

例例例例
test_aqjavaクラスの設定は、1-10ページの「oracle.AQの設定例」で説明します。

1. ロー・ペイロード型で、キュー表のプロパティ・オブジェクトを作成します。

public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
 {
     AQQueueTableProperty qtable_prop;

     /* Create AQQueueTable Property object: */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW");
     qtable_prop.setSortOrder("PRIORITY");
}

2. ロー・ペイロード型で、キュー表のプロパティ・オブジェクトを作成します（8.1形式の
キューの場合）。

 public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
 {
     AQQueueTableProperty qtable_prop;

     /* Create AQQueueTable Property object: */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW");
     qtable_prop.setComment("Qtable with raw payload");
     qtable_prop.setCompatible("8.1");
}

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

inst セカンダリ・インスタンス
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3. PERSONペイロード型（ユーザー定義型）で、キュー表のプロパティ・オブジェクトを作
成します。

 public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
     AQQueueTableProperty qtable_prop;
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("PERSON");
     qtable_prop.setComment("Qtable with Person ADT payload");
     qtable_prop.setMessageGrouping(TRANSACTIONAL);
}
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このクラスは、キューのプロパティを示します。

定数定数定数定数
public static final int NORMAL_QUEUE
public static final int EXCEPTION_QUEUE
public static final int INFINITE   /* infinite retention */

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
public AQQueueProperty()

このメソッドは、デフォルトのプロパティ値で新しい AQQueueProperty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

getQueueType
public int getQueueType() throws AQException

このメソッドは、キュー・タイプを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
NORMAL_QUEUEまたは EXCEPTION_QUEUE

setQueueType
public void setQueueType(int q_type) throws AQException

このメソッドは、キュー・タイプの設定に使用します。
  

getMaxRetries
public int getMaxRetries() throws AQException

このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大再試行回数を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

q_type NORMAL_QUEUEまたは EXCEPTION_QUEUE
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setMaxRetries
public void setMaxRetries(int retries) throws AQException
public void setMaxRetries(Integer retries) throws AQException

このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大再試行回数を設定します。
  

setRetryInterval
public void setRetryInterval(double interval) throws AQException
public void setRetryInterval(Double interval) throws AQException

このメソッドは、再試行間隔を設定します。これは、アプリケーションのロールバック後、
このメッセージの処理がスケジュールされるまでの時間です。 デフォルトは 0（ゼロ）です。
  

getRetryInterval
public double getRetryInterval() throws AQException

このメソッドは、再試行間隔を取得します。

getRetentionTime
public double getRetentionTime() throws AQException

このメソッドは、保存時間を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

retries REMOVEモードでの最大再試行回数。NULLを指定すると、デ
フォルトが使用されます。 デフォルトは、シングル・コン
シューマ・キューと 8.1互換のマルチ・コンシューマ・
キューに適用されます。 Max_retriesは、8.0互換のマル
チ・コンシューマ・キューではサポートされていません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

interval 再試行間隔。NULLを指定すると、デフォルトが使用されま
す。
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setRetentionTime
public void setRetentionTime(double r_time) throws AQException
public void setRetentionTime(Double r_time) throws AQException

このメソッドは、保存時間を設定します。
  

getComment
public java.lang.String getComment() throws AQException

このメソッドは、キューのコメントを取得します。

setComment
public void setComment(java.lang.String qt_comment) throws AQException

このメソッドは、キューのコメントを設定します。

  

例例例例
test_aqjavaクラスを、1-10ページ「oracle.AQの設定例」の説明どおりに設定します。

AQQueuePropertyオブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成
 {
     AQQueueProperty         q_prop;
     q_prop = new AQQueueProperty();
     q_prop.setRetentionTime(15); /* set retention time */
     q_prop.setRetryInterval(30); /* set retry interval  */
}

パラメータパラメータパラメータパラメータ

r_time 保存時間。NULLを指定すると、デフォルトが使用されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

qt_comment キューのコメント
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AQQueueTableインタフェースには、キュー表の管理に関するメソッドが含まれています。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getOwner
public java.lang.String getOwner() throws AQException

このメソッドは、キュー表の所有者を取得します。

getName
public java.lang.String getName() throws AQException

このメソッドは、キュー表の名前を取得します。

getProperty
public AQQueueTableProperty getProperty() throws AQException

このメソッドは、キュー表のプロパティを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueueTablePropertyオブジェクト

drop
public void drop(boolean force) throws AQException

このメソッドは、現行のキュー表を削除します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

force FALSE:キュー表にキューが存在している場合、この操作は
失敗します（デフォルト）。

TRUE :キュー表内のすべてのキューが自動的に停止および
削除されます。
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alter
public void alter(java.lang.String comment,
                  int primary_instance, 
                  int secondary_instance) throws AQException
public void alter(java.lang.String comment) throws AQException

このメソッドは、キュー表のプロパティを変更するために使用します。
  

createQueue
public AQQueue createQueue(java.lang.String queue_name,
                      AQQueueProperty q_property) throws AQException

このメソッドは、このキュー表にキューを作成するために使用します。   
  

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueueオブジェクト

dropQueue
public void dropQueue(java.lang.String queue_name) throws AQException

このメソッドは、このキュー表のキューを削除するために使用します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

コメント 新しいコメント

primary_instance プライマリ・インスタンスの新しい値

secondary_instance セカンダリ・インスタンスの新しい値

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

queue_name 作成するキューの名前

q_property キューのプロパティ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

queue_name 削除するキューの名前
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例例例例
test_aqjavaクラスを、1-10ページ「oracle.AQの設定例」の説明どおりに設定します。

1.    キュー表とキューの作成キュー表とキューの作成キュー表とキューの作成キュー表とキューの作成
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
   AQQueueTableProperty    qtable_prop;
   AQQueueProperty         queue_prop;
   AQQueueTable            q_table;
   AQQueue                 queue;

   /* Create a AQQueueTable property object (payload type - RAW): */
   qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
 
   /* Create a queue table called aq_table2 in aquser schema: */
   qtable = aq_sess.createQueueTable ("aquser", "aq_table2", qtable_prop);
   System.out.println("Successfully createQueueTable");  

   /* Create a new AQQueueProperty object: */
   queue_prop = new AQQueueProperty();

   /* Create a queue called aq_queue2 in aq_table2: */
   queue = qtable.createQueue ("aq_queue2", queue_prop);
   System.out.println("Successful createQueue");  
}

2.   キュー表の変更、プロパティの取得およびキュー表の削除キュー表の変更、プロパティの取得およびキュー表の削除キュー表の変更、プロパティの取得およびキュー表の削除キュー表の変更、プロパティの取得およびキュー表の削除
{
     AQQueueTableProperty    qtable_prop;
     AQQueueTable            q_table;
     
     /*Get a handle to the queue table called aq_table2 in aquser schema: */
     q_table = aq_sess.getQueueTable ("aqjava", "aq_table2");
     System.out.println("Successful getQueueTable");  
     /* Get queue table properties: */
     qtable_prop = q_table.getProperty();

     /* Alter the queue table: */
     q_table.alter("altered queue table");
     
     /* Drop the queue table (and automatically drop queues inside it): */
     q_table.drop(true);
     System.out.println("Successful drop"); 
} 
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注意注意注意注意 : キューは、AQSession.createQueue インタフェース または
AQQueueTable.createQueue インタフェースを使用して作成できま
す。前者は、パラメータとして queue_nameとキューのプロパティの他
に、AQQueueTableオブジェクトを必要とします。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

start
public void start(boolean enqueue,
                  boolean dequeue) throws AQException

このメソッドは、このキューにおけるエンキューとデキューを使用可能にするために使用し
ます。 
  

startEnqueue
public void startEnqueue() throws AQException

このメソッドは、このキューにおけるエンキューを使用可能にするために使用します。これ
は、start(TRUE, FALSE)と同じです。

startDequeue
public void startEnqueue() throws AQException

このメソッドは、このキューにおけるデキューを使用可能にするために使用します。これ
は、start(FALSE, TRUE)と同じです。

stop
public void stop(boolean enqueue,
                 boolean dequeue,
                 boolean wait) throws AQException

このメソッドは、このキューにおけるエンキューとデキューを使用禁止にするために使用し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

enqueue TRUE:　このキューにおけるエンキューを使用可能にします。

FALSE:　現行の設定のままにします。

dequeue TRUE:　このキューにおけるデキューを使用可能にします。

FALSE:　現行の設定のままにします。
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 stopEnqueue
public void stopEnqueue(boolean wait) throws AQException

このメソッドは、キューにおけるエンキューを使用禁止にするために使用します。これは、
stop(TRUE, FALSE, wait)と同じです。
  

stopDequeue
public void stopDequeue(boolean wait) throws AQException

このメソッドは、キューにおけるデキューを使用禁止にするために使用します。これは、
stop(FALSE, TRUE, wait)と同じです。
  

drop
public void drop() throws AQException

このメソッドは、キューの削除に使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

enqueue TRUE:　このキューにおけるエンキューを使用禁止にします。

FALSE:　現行の設定のままにします。

dequeue TRUE:　このキューにおけるデキューを使用禁止にします。

FALSE:　現行の設定のままにします。

wait TRUE:　未完了のトランザクションが完了するまで待機します。

FALSE:　成功かエラーかを即時に戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

wait TRUE:　未完了のトランザクションが完了するまで待機します。

FALSE:　成功かエラーかを即時に戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

wait TRUE:　未完了のトランザクションが完了するまで待機します。

FALSE:　成功かエラーかを即時に戻します。
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alterQueue
public void alterQueue(AQQueueProperty property) throws AQException

このメソッドは、キューのプロパティを変更するために使用します。

  

addSubscriber
public void addSubscriber(AQAgent subscriber,
                         java.lang.String rule) throws AQException

このメソッドは、このキューにサブスクライバを追加するために使用します。
  

removeSubscriber
public void removeSubscriber(AQAgent subscriber) throws AQException

このメソッドは、キューからサブスクライバを削除します。
  

alterSubscriber
public void alterSubscriber(AQAgent subscriber,
                           java.lang.String rule) throws AQException

このメソッドは、キューに対するサブスクライバのプロパティを変更します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

property 新しいプロパティ値を設定した AQQueuePropertyオブジェ
クト。変更できるプロパティは、max_retries、retry_
delay、retention_timeおよび commentのみです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

subscriber サブスクリプションが定義される AQAgent

rule メッセージのプロパティおよびメッセージ・データのプロパ
ティに基づいた条件式

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

subscriber 削除する AQAgent
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grantQueuePrivilege
public void grantQueuePrivilege(java.lang.String privilege,
                                java.lang.String grantee, 
                            boolean grant_option) throws AQException
public void grantQueuePrivilege(java.lang.String privilege,
                        java.lang.String grantee) throws AQException

このメソッドは、ユーザーおよびロールにキュー権限を付与するために使用します。このメ
ソッドはオーバーロードされています。 2番目の実装は、grant_option = FALSEを指定し
て 1番目の実装をコールした場合と同じです。 
  

revokeQueuePrivilege
public void revokeQueuePrivilege(java.lang.String privilege,
                        java.lang.String grantee) throws AQException

このメソッドは、キュー権限の取消しに使用します。 
 

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

subscriber サブスクリプションが変更される AQAgent

rule メッセージのプロパティおよびメッセージ・データのプロパ
ティに基づいた条件式

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

privilege 付与する権限を指定 :ENQUEUE、DEQUEUEまたは ALL。

grantee 権限受領者を指定します。ユーザー、ロールまたは PUBLIC
ロールを指定できます。

grant_option TRUE:　権限受領者は、このメソッドを使用して第三者にア
クセス権限を付与することを許可されます。

FALSE:　デフォルト。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

privilege 取り消す権限を指定 :ENQUEUE、DEQUEUEまたは ALL。

grantee 権限受領者を指定します。ユーザー、ロールまたは PUBLIC
ロールを指定できます。
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schedulePropagation
public void schedulePropagation(java.lang.String destination,
                                java.util.Date start_time,
                                java.lang.Double duration,
                                java.lang.String next_time,
                        java.lang.Double latency) throws AQException

このメソッドは、キューから、データベース・リンクで識別される宛先への伝播をスケ
ジュールするために使用します。
  

unschedulePropagation
public void unschedulePropagation(java.lang.String destination) 
   throws AQException

このメソッドは、現行のキューから、特定のデータベース・リンクが示す宛先へのメッセー
ジ伝播のスケジュールを取り消すために使用します。

  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

destination 宛先のデータベース・リンクを指定します。ソース・キュー内
にある宛先レシピエントに対するメッセージが伝播されます。
NULL => 宛先はローカル・データベースで、メッセージはその
ローカル・データベース内の他のすべてのキューに伝播されま
す。 このフィールドの最大長は 128バイトです。名前が完全に
修飾されていない場合は、デフォルトのドメイン名が使用され
ます。 

start_time メッセージをこのキューから宛先に伝播する伝播枠の初期開始
時間を指定します。NULL => 開始時間は現在時刻です。

duration 伝播枠の継続時間を秒で指定します。NULL => 伝播枠は永続的
か、または伝播スケジュールが取り消されるまで存続します。

next_time 現行の伝播枠の終了から次回の伝播枠の開始を計算する日付関
数（例 : SYSDATE+ 1 - duration/86400を使用すると、伝
播枠は毎日同時刻に開始されます）。NULL => 伝播は現行枠の
終了時に停止します。

latency エンキュー後、その伝播枠内でメッセージが伝播されるまでの
最大待機時間（秒）。 NULL => デフォルト値（60秒）が使用さ
れます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

destination 宛先のデータベース・リンクを指定します。NULL => 宛先は
ローカル・データベースです。
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alterPropagationSchedule
public void alterPropagationSchedule(java.lang.String destination,
                                     java.lang.Double duration,
                                     java.lang.String next_time,
                        java.lang.Double latency) throws AQException

このメソッドは、伝播スケジュールの変更に使用します。
  

enablePropagationSchedule
public void enablePropagationSchedule(java.lang.String destination) 
   throws AQException

このメソッドは、伝播スケジュールを使用可能にするために使用します。

  

disablePropagationSchedule
public void disablePropagationSchedule(java.lang.String destination) 
   throws AQException

このメソッドは、伝播スケジュールを使用禁止にするために使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

destination 宛先のデータベース・リンクを指定します。NULL => 宛先
はローカル・データベースです。

duration 伝播枠の継続時間を秒で指定します。NULL => 伝播枠は永
続的か、または伝播スケジュールが取り消されるまで存続し
ます。

next_time 現行の伝播枠の終了から次回の伝播枠の開始を計算する日付
関数 （例 : SYSDATE+ 1 - duration/86400を使用する
と、伝播枠は毎日同時刻に開始されます）。NULL => 伝播は
現行枠の終了時に停止します。

latency エンキュー後、その伝播枠内でメッセージが伝播されるまで
の最大待機時間（秒）。 NULL => デフォルト値（60秒）が
使用されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

destination 宛先のデータベース・リンクを指定します。NULL => 宛先は
ローカル・データベースです。
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例例例例
test_aqjavaクラスを設定します。 詳細は、1-10ページの「oracle.AQの設定例」を参照して
ください。

1.   キューの作成とエンキューキューの作成とエンキューキューの作成とエンキューキューの作成とエンキュー /デキューの開始デキューの開始デキューの開始デキューの開始
{
     AQQueueTableProperty    qtable_prop;
     AQQueueProperty         queue_prop;
     AQQueueTable            q_table;
     AQQueue                 queue;

     /* Create a AQQueueTable property object (payload type - RAW): */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
    qtable_prop.setCompatible("8.1");

     /* Create a queue table called aq_table3 in aqjava schema: */
     q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava","aq_table3", qtable_prop);
     System.out.println("Successful createQueueTable");  

     /* Create a new AQQueueProperty object: */
     queue_prop = new AQQueueProperty();

     /* Create a queue called aq_queue3 in aq_table3: */
     queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue3", queue_prop);
     System.out.println("Successful createQueue");  

     /* Enable enqueue/dequeue on this queue: */
     queue.start();
     System.out.println("Successful start queue");  
   
     /* Grant enqueue_any privilege on this queue to user scott: */
     queue.grantQueuePrivilege("ENQUEUE", "scott"); 
     System.out.println("Successful grantQueuePrivilege");  
}

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

destination 宛先のデータベース・リンクを指定します。NULL => 宛先は
ローカル・データベースです。
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2.マルチ・コンシューマ・キューの作成とサブスクライバの追加マルチ・コンシューマ・キューの作成とサブスクライバの追加マルチ・コンシューマ・キューの作成とサブスクライバの追加マルチ・コンシューマ・キューの作成とサブスクライバの追加
public static void runTest(AQSession aq_sess) throws AQException
{
     AQQueueTableProperty    qtable_prop;
     AQQueueProperty         queue_prop;
     AQQueueTable            q_table;
     AQQueue                 queue;
     AQAgent                 subs1, subs2;

     /* Create a AQQueueTable property object (payload type - RAW): */
     qtable_prop = new AQQueueTableProperty("RAW"); 
     System.out.println("Successful setCompatible");  

     /* Set multiconsumer flag to true: */
     qtable_prop.setMultiConsumer(true);

     /* Create a queue table called aq_table4 in aqjava schema: */
     q_table = aq_sess.createQueueTable ("aqjava","aq_table4", qtable_prop);
     System.out.println("Successful createQueueTable");  

     /* Create a new AQQueueProperty object: */
     queue_prop = new AQQueueProperty();

     /* Create a queue called aq_queue4 in aq_table4 */
     queue = aq_sess.createQueue (q_table, "aq_queue4", queue_prop);
     System.out.println("Successful createQueue");  

     /* Enable enqueue/dequeue on this queue: */
     queue.start();
     System.out.println("Successful start queue");  

     /* Add subscribers to this queue: */
     subs1 = new AQAgent("GREEN", null, 0);
     subs2 = new AQAgent("BLUE", null, 0);

     queue.addSubscriber(subs1, null); /* no rule   */
     System.out.println("Successful addSubscriber 1");  

     queue.addSubscriber(subs2, "priority < 2"); /* with rule */
     System.out.println("Successful addSubscriber 2");  
}
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AQQueue

このインタフェースは、キューの操作インタフェースをサポートします。AQQueueは
AQQueueAdminを拡張したインタフェースです。 このため、このインタフェースを通して管
理機能も使用できます。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getOwner
public java.lang.String getOwner() throws AQException

このメソッドは、キューの所有者を取得します。

getName
public java.lang.String getName() throws AQException

このメソッドは、キューの名前を取得します。

getQueueTableName
public java.lang.String getQueueTableName() throws AQException

このメソッドは、キューが存在しているキュー表の名前を取得します。

getProperty
public AQQueueProperty getProperty() throws AQException

このメソッドは、キューのプロパティを取得するために使用します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQQueuePropertyオブジェクト

createMessage
public AQMessage createMessage() throws AQException

このメソッドは、エンキューするデータを移入できる新しい AQMessageオブジェクトを作
成するために使用します。   
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戻り値戻り値戻り値戻り値
AQMessageオブジェクト

enqueue
public byte[] enqueue(AQEnqueueOption enq_option,
                      AQMessage message) throws AQException

このメソッドは、キューにメッセージをエンキューするために使用します。

  

戻り値戻り値戻り値戻り値
エンキューしたメッセージのメッセージ ID。このコールの完了後、AQMessageオブジェク
トのmessageIdフィールドにもメッセージ IDが移入されます。

dequeue
public AQMessage dequeue(AQDequeueOption deq_option) 
   throws AQException

このメソッドは、キューからメッセージをデキューするために使用します。

  

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQMessage。デキューされたメッセージ。

dequeue（（（（Oracleユーザー定義型のペイロードを持つキュー用ユーザー定義型のペイロードを持つキュー用ユーザー定義型のペイロードを持つキュー用ユーザー定義型のペイロードを持つキュー用 - SQLデータ・バーデータ・バーデータ・バーデータ・バー
ジョン）ジョン）ジョン）ジョン）

public AQMessage dequeue(AQDequeueOption deq_option, java.lang.Class payload_class) 
throws AQException

このメソッドは、Oracleオブジェクトのペイロードを含んだキューからメッセージをデ
キューするために使用します。プログラムで、Javaクラスを Oracleユーザー定義型にマッ
プするために SQL Dataインタフェースを使用している場合は、このバージョンを使用して
ください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

enq_option AQEnqueOptionオブジェクト

message エンキューする AQMessage

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

deq_option AQDequeueOptionオブジェクト
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
deq_option - AQDequeueOption object

payload_class - デキューされたペイロードは、この型のオブジェクトとして変換されま
す。 指定されるクラスは、SQLDataインタフェースを実装し、キューに定義されているペイ
ロード型に対応している必要があります。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQMessage。デキューされたメッセージ。

ユーザーは、JDBC接続の typeMap内のキューに含まれているユーザー定義にマップされる
すべての Javaクラスを登録する必要もあります。

SQLDataインタフェースの詳細と、型マップにクラスを登録する方法は、『Oracle8i JDBC
開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

dequeue（（（（Oracleユーザー定義型のペイロードを持つキュー用ユーザー定義型のペイロードを持つキュー用ユーザー定義型のペイロードを持つキュー用ユーザー定義型のペイロードを持つキュー用 - カスタム・データ・カスタム・データ・カスタム・データ・カスタム・データ・
バージョン）バージョン）バージョン）バージョン）

public AQMessage dequeue(AQDequeueOption deq_option,
oracle.sql.CustomDatumFactory payload_fact) throws AQException

このメソッドは、Oracleオブジェクトのペイロードを含んだキューからメッセージをデ
キューするために使用します。プログラムで、Javaクラスを Oracleユーザー定義型にマッ
プするためにカスタム・データ・インタフェースを使用している場合は、このバージョンを
使用してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deq_option - AQDequeueOption object 

payload_fact - キュー内にあるペイロードの SQL ユーザー定義型にマップされるクラス
の CustomDatumファクトリです。たとえば、Personがデータベース内の PERSON ユー
ザー定義にマップされる Javaクラスの場合、このクラスの CustomDatumファクトリは、
Person.getFactory()を使用して取得できます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQMessage - the dequeued message

CustomDatumと CustomDatumFactoryインタフェースの詳細、および型マップにクラスを
登録する方法は、『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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getSubscribers
public AQAgent[] getSubscribers() throws AQException

このメソッドは、キューのサブスクライバ・リストを取得するために使用します。   

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQAgentsの配列 
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このクラスは、エンキュー操作で使用可能なオプションを指定するために使用します。

定数定数定数定数
public static final int DEVIATION_NONE
public static final int DEVIATION_BEFORE
public static final int DEVIATION_TOP
public static final int VISIBILITY_ONCOMMIT
public static final int VISIBILITY_IMMEDIATE

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
public AQEnqueueOption(int visibility,
                       byte[] relative_msgid,
                       int sequence_deviation)
public AQEnqueueOption()

2種類のコンストラクタを使用できます。1つは指定したオプションでオブジェクトを作成
し、もう 1つはデフォルト・オプションでオブジェクトを作成します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

visibility VISIBILITY_IMMEDIATEまたは VISIBILITY_ONCOMMIT（デ
フォルト）。

relative_msgid DEVIATION_BEFOREが使用されているときは、現行のメッセー
ジがエンキューされた後にエンキューされるメッセージのメッ
セージ識別子を示します。

sequence_deviation DEVIATION_TOP:　メッセージは、他のいずれのメッセージよ
りも先にエンキューされます。

DEVIATION_BEFORE:　メッセージは、relative_msgidで指
定されたメッセージよりも先にエンキューされます。

DEVIATION_NONE:　デフォルト。
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getVisibility
public int getVisibility() throws AQException

このメソッドは、可視性のプロパティを取得します。 

戻り値戻り値戻り値戻り値
VISIBILITY_IMMEDIATEまたは VISIBILITY_ONCOMMIT

setVisibility
public void setVisibility(int visibility) throws AQException

このメソッドは、可視性のプロパティを設定します。   
  

getRelMessageId
public byte[] getRelMessageId() throws AQException

このメソッドは、相対メッセージ IDを取得します。

getSequenceDeviation
public int getSequenceDeviation() throws AQException

このメソッドは、順序逸脱を取得します。

setSequenceDeviation
public void setSequenceDeviation(int sequence_deviation,
                           byte[] relative_msgid) throws AQException

このメソッドは、エンキューされるメッセージが、キュー内にすでにある他のメッセージよ
りも先にデキューされる必要があるかどうかを指定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

visibility VISIBILITY_IMMEDIATEまたは VISIBILITY_ONCOMMIT
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パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

sequence_deviation DEVIATION_TOP:　メッセージは、他のいずれのメッセージよ
りも先にエンキューされます。

DEVIATION_BEFORE:　メッセージは、relative_msgidで指
定されたメッセージよりも先にエンキューされます。

DEVIATION_NONE:　デフォルト。

relative_msgid DEVIATION_BEFOREが使用されているときは、現行のメッセー
ジがエンキューされた後にエンキューされるメッセージのメッ
セージ識別子を示します。
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このクラスは、デキュー・オプションに使用可能なオプションを指定するために使用しま
す。

定数定数定数定数
public static final int NAVIGATION_FIRST_MESSAGE
public static final int NAVIGATION_NEXT_TRANSACTION
public static final int NAVIGATION_NEXT_MESSAGE
public static final int DEQUEUE_BROWSE
public static final int DEQUEUE_LOCKED
public static final int DEQUEUE_REMOVE
public static final int DEQUEUE_REMOVE_NODATA
public static final int WAIT_FOREVER
public static final int WAIT_NONE
public static final int VISIBILITY_ONCOMMIT
public static final int VISIBILITY_IMMEDIATE

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
public AQDequeueOption()

このメソッドは、デフォルト・オプションでオブジェクトを作成します。      

getConsumerName
public java.lang.String getConsumerName() throws AQException

このメソッドは、コンシューマ名を取得します。

setConsumerName
public void setConsumerName(java.lang.String consumer_name) 
   throws AQException

このメソッドは、コンシューマ名を設定します。

  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

consumer_name エージェント名
1-44　　　　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQDequeueOption
getDequeueMode
public int getDequeueMode() throws AQException

このメソッドは、デキュー・モードを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DEQUEUE_BROWSE、DEQUEUE_LOCKED、DEQUEUE_REMOVEまたは DEQUEUE_REMOVE_
NODATA

setDequeueMode
public void setDequeueMode(int dequeue_mode) throws AQException

このメソッドは、デキュー・モードを設定します。
  

getNavigationMode
public int getNavigationMode() throws AQException

このメソッドは、ナビゲーション・モードを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
NAVIGATION_FIRST_MESSAGE、NAVIGATION_NEXT_MESSAGEまたは NAVIGATION_
NEXT_TRANSACTION

setNavigationMode
public void setNavigationMode(int navigation) throws AQException

このメソッドは、ナビゲーション・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 意味意味意味意味

dequeue_mode DEQUEUE_BROWSE、DEQUEUE_LOCKED、DEQUEUE_REMOVEま
たは DEQUEUE_REMOVE_NODATA

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

navigation NAVIGATION_FIRST_MESSAGE、NAVIGATION_NEXT_
MESSAGEまたは NAVIGATION_NEXT_TRANSACTION
パッケージ oracle.AQ 1-45



AQDequeueOption
getVisibility
public int getVisibility() throws AQException

このメソッドは、可視性のプロパティを取得します。 

戻り値戻り値戻り値戻り値
VISIBILITY_IMMEDIATEまたは VISIBILITY_ONCOMMIT

setVisibility
public void setVisibility(int visibility) throws AQException

このメソッドは、可視性のプロパティを設定します。 
  

getWaitTime
public int getWaitTime() throws AQException

このメソッドは、待機時間を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
WAIT_FOREVERまたは WAIT_NONE、あるいは実際の時間（秒）

setWaitTime
public void setWaitTime(int wait_time) throws AQException

このメソッドは、待機時間を設定します。 
  

getMessageId
public byte[] getMessageId() throws AQException

このメソッドは、メッセージ ID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 意味意味意味意味

visibility VISIBILITY_IMMEDIATEまたは VISIBILITY_ONCOMMIT

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

wait_time WAIT_FOREVERまたは WAIT_NONE、あるいは時間（秒）
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setMessageId
public void setMessageId(byte[] message_id) throws AQException

このメソッドは、メッセージ IDを設定します。
  

getCorrelation
public java.lang.String getCorrelation() throws AQException

このメソッドは、相関 IDを取得します。

setCorrelation
public void setCorrelation(java.lang.String correlation) 
   throws AQException

このメソッドは、相関 ID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 意味意味意味意味

message_id メッセージ ID

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

correlation ユーザーが提供した情報
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このインタフェースには、ローまたはオブジェクトのペイロードを持つ AQメッセージ用の
メソッドが含まれています。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getMessageId
public byte[] getMessageId() throws AQException

このメソッドは、メッセージ IDを取得します。

getRawPayload
public AQRawPayload getRawPayload() throws AQException

このメソッドは、ロー・ペイロードを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQRawPayloadオブジェクト

setRawPayload
public void setRawPayload(AQRawPayload message_payload) 
   throws AQException

このメソッドは、ロー・ペイロードを設定します。ユーザー定義型のキューから作成された
メッセージでコールされると、AQExceptionが発生します。
  

getObjectPayload
public AQObjectPayload getObjectPayload() throws AQException

オブジェクトのペイロードを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQObjectPayloadオブジェクト

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

message_payload ロー・ユーザー・データを含んだ AQRawPayloadオブジェクト
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setObjectPayload
public void setObjectPayload(AQObjectPayload message_payload)
   throws AQException

オブジェクトのペイロードを設定します。

getMessageProperty
public AQMessageProperty getMessageProperty() throws AQException 

このメソッドは、メッセージのプロパティを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQMessagePropertyオブジェクト

setMessageProperty
public void setMessageProperty(AQMessageProperty property) 
   throws AQException

このメソッドは、メッセージのプロパティを設定します。
 

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

message_payload オブジェクト・ユーザー・データを含んだ AQObjectPayload
オブジェクト。ロー型のキューから作成されたメッセージで
コールされると、AQException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 意味意味意味意味

property AQMessagePropertyオブジェクト
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AQMessagePropertyクラスには、個々のメッセージを管理するために AQで使用される情
報が含まれています。プロパティはエンキュー時に設定され、その値はデキュー時に戻され
ます。

定数定数定数定数
public static final int DELAY_NONE
public static final int EXPIRATION_NEVER
public static final int STATE_READY
public static final int STATE_WAITING
public static final int STATE_PROCESSED
public static final int STATE_EXPIRED

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
public AQMessageProperty()

このメソッドは、デフォルトのプロパティ値で AQMessageProperty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

getPriority
public int getPriority() throws AQException

このメソッドは、メッセージの優先順位を取得します。

setPriority
public void setPriority(int priority) throws AQException

このメソッドは、メッセージの優先順位を設定します。 
  

getDelay
public int getDelay() throws AQException

このメソッドは、遅延時間を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

priority メッセージの優先順位。負数を含め、あらゆる数値を指定でき
ます。数値が小さいほど優先順位が高いことを示します。
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setDelay
public void setDelay(int delay) throws AQException

このメソッドは、遅延時間を設定します。

  

getExpiration
public int getExpiration() throws AQException

このメソッドは、タイムアウト値を取得します。

setExpiration
public void setExpiration(int expiration) throws AQException

このメソッドは、タイムアウト値を設定します。
  

getCorrelation
public java.lang.String getCorrelation() throws AQException

このメソッドは、相関を取得します。

setCorrelation
public void setCorrelation(java.lang.String correlation) 
   throws AQException

このメソッドは、相関を設定します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

delay メッセージがデキュー可能になるまでの秒数を示します。NO_
DELAYを指定すると、メッセージはすぐにデキュー可能になり
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

expiration メッセージをデキューできる継続時間。このパラメータは時間
遅れからのオフセットです。NEVERを指定すると、メッセージ
はタイムアウトになりません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

correlation ユーザーが提供した情報
パッケージ oracle.AQ 1-51



AQMessageProperty
getAttempts
public int getAttempts() throws AQException

このメソッドは、試行回数を取得します。

getRecipientList
public java.util.Vector getRecipientList() throws AQException

このメソッドは、レシピエント・リストを取得します。   

戻り値戻り値戻り値戻り値
AQAgentsのベクトル。このパラメータは、デキュー時にコンシューマには戻されません。

setRecipientList
public void setRecipientList(java.util.Vector r_list) 
   throws AQException

このメソッドは、レシピエント・リストを設定します。   
  

getOrigMessageId
public byte[] getOrigMessageId() throws AQException

このメソッドは、元のメッセージ IDを取得します。

getSender
public AQAgent getSender() throws AQException

このメソッドは、メッセージの送信者を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

r_list AQAgentsのベクトル。デフォルトのレシピエントはキューの
サブスクライバです。
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setSender
public void setSender(AQAgent sender) throws AQException

このメソッドは、メッセージの送信者を設定します。

  

getExceptionQueue
public java.lang.String getExceptionQueue() throws AQException

このメソッドは、例外キューの名前を取得します。

setExceptionQueue
public void setExceptionQueue(java.lang.String queue) 
   throws AQException

このメソッドは、例外キューの名前を設定します。
  

getEnqueueTime
public java.util.Date getEnqueueTime() throws AQException

このメソッドは、エンキュー時間を取得します。

getState
public int getState() throws AQException

このメソッドは、メッセージの状態を取得します。 

戻り値戻り値戻り値戻り値
STATE_READY、STATE_WAITING、STATE_PROCESSEDまたは STATE_EXPIRED

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

sender AQAgent

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

queue 例外キューの名前
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AQRawPayload

このオブジェクトは、AQMessageに組み込まれているロー・ユーザー・データを示します。

getStream
public int getStream(byte[] value, int len) throws AQException

このメソッドは、ロー・ペイロード・データの一部を指定したバイト配列に読み込みます。 
  

戻り値戻り値戻り値戻り値
読み込まれたバイト数

getBytes
public byte[] getBytes() throws AQException

このメソッドは、ロー・ペイロード・データ全体をバイト配列として取り出します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
バイト :　バイト配列として戻されたロー・ペイロード

setStream
public void setStream(byte[] value,
                      int len) throws AQException

このメソッドは、ロー・ペイロードの値を設定します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

value ロー・データを格納するバイト配列

len 読み込むバイト数

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

value ロー・ペイロードを格納するバイト配列

len ロー・ストリームに書き込むバイト数
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AQObjectPayload

このオブジェクトは、AQMessageに組み込まれている（オブジェクト・キュー用の）構造
化されたユーザー・データを示します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

setPayloadData
public void setPayloadData(java.lang.Object obj) throws AQException

このメソッドは、AQObjectPayloadオブジェクトにペイロードを挿入するために使用しま
す。

SQLDataインタフェースと CustomDatumインタフェースの詳細は、『Oracle8i JDBC開発
者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

getPayloadData
public java.lang.Object getPayloadData() throws AQException

このメソッドは、AQObjectPayloadオブジェクトからメッセージ・ペイロードを取り出すた
めに使用します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージ内のオブジェクト・ペイロード : デキュー時に指定された SQLDataクラスまたは
CustomDatum Factoryによって異なります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

obj 格納するユーザー・データ。使用している AQドライバによっ
て、渡すことのできるオブジェクトの型に特定の制限がありま
す。Oracle8iの AQドライバは、ペイロード内に SQLDataイン
タフェースまたは CustomDatumインタフェースを実装してい
るオブジェクトを受け入れます。 
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public class AQException extends java.lang.RuntimeException

この例外は、Java AQ API使用時にエラーが検出された場合に発生します。

このインタフェースは、Java例外でサポートされているすべてのメソッドと一部の追加メ
ソッドをサポートします。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getMessage
このメソッドは、エラー・メッセージを取得します。

getErrorCode
このメソッドは、エラー番号（Oracleエラー・コード）を取得します。

getNextException
このメソッドは、連鎖内の次の例外（ある場合）を取得します。
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AQOracleSQLException

AQOracleSQLExceptionは、AQExceptionを拡張するインタフェースです。

Oracle8iの AQドライバ使用時に発生するエラーには、クライアント側から発生するエラー
と RDBMSから発生するエラーがあります。 Oracle8i ドライバは、SQL実行時に発生するす
べてのエラーに対して、AQOracleSQLExceptionを呼び出します。 

2種類の例外の違いを区別するには、このインタフェースが役に立つ場合があります。通常
は、AQExceptionのみ使用します。
パッケージ oracle.AQ 1-57



AQOracleSQLException
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パッケージ oracle.jmsの説明
パッケージパッケージパッケージパッケージ oracle.jmsの説明の説明の説明の説明

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース

AdtMessage このインタフェースはMessageインタフェースを拡張
し、Oracleのユーザー定義型ペイロードを含んだメッ
セージを表します。JMSに対する AQ拡張インタ
フェースです。

AQjmsQueueReceiver このインタフェースは javax.jms.QueueReceiverを拡張
し、JMSに対する AQ拡張を定義します。クライアン
トは、QueueReceiverを使用して、キューに配信され
たメッセージを受信します。

AQjmsQueueSender このインタフェースは QueueSenderを拡張し、JMSに
対する AQ拡張を定義します。クライアントは、
QueueSenderを使用してキューにメッセージを送信し
ます。

AQjmsTopicPublisher このインタフェースは TopicPublisherを拡張し、JMS
に対する AQ拡張を定義します。クライアントは、
TopicPublisherを使用して、トピックにメッセージを
公開します。

AQjmsTopicReceiver このインタフェースは、（Point-to-Multipoint通信にお
いて）リモートのサブスクライバと明示的に指定した
レシピエントに対する AQ拡張を定義する
TopicReceiverインタフェースを拡張します。
TopicReceiverを使用して、トピックからメッセージを
受信します。

AQjmsTopicSubscriber このインタフェースは TopicSubscriberを拡張し、JMS
に対する AQ拡張を定義します。クライアントは、
TopicSubscriberを使用して、トピックに公開されてい
るメッセージを受信します。

TopicReceiver このインタフェースはMessageConsumerを拡張しま
す。（Point-to-Multipoint通信において）リモートのサ
ブスクライバと明示的に指定したレシピエントは、こ
のインタフェースを使用してメッセージを受信します。

クラスクラスクラスクラス

AQjmsAdtMessage このクラスは、AdtMessageインタフェースを実装し
ます。AdtMessageは、Oracleのユーザー定義型ペイ
ロードを含んだメッセージを送信するために使用しま
す。
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AQjmsAgent このクラスは、Destinationインタフェースを実装しま
す。リモートのサブスクライバおよび返信先を定義す
るために使用します。

AQjmsBytesMessage このクラスは、BytesMessageインタフェースを実装し
ます。BytesMessageは、未解釈のバイト・ストリーム
を含んだメッセージを送信するために使用します。

AQjmsConnection このクラスは、Connectionインタフェースを実装しま
す。JMSプロバイダへのアクティブ接続です。

AQjmsConnectionMetaData クラス AQjmsConnectionMetaDataは、JMS 
Connectionに使用可能なメタデータ情報を表します。

AQjmsConstants このクラスは、oracle.jmsパッケージで使用される定数
を定義します。

AQjmsConsumer このクラスは、MessageConsumerインタフェースを実
装します。

AQjmsDestination このクラスは、管理オブジェクト、キューおよびト
ピックを実装します。

AQjmsDestinationProperty このクラスは、宛先のプロパティを定義します。

AQjmsFactory このクラスは、Oracleによる JMSの実装で、管理され
る ConnectionFactoryオブジェクトにアクセスするた
めに使用します。

AQjmsMapMessage このクラスは、MapMessageインタフェースを実装し
ます。MapMessageは、名前 -値のペアを送信するた
めに使用します。名前は String、値は Javaの基本型で
す。

AQjmsMessage このクラスは、Messageインタフェースを実装します。
すべての JMSメッセージのスーパークラスです。

AQjmsObjectMessage このクラスは、ObjectMessageインタフェースを実装
します。ObjectMessageは、シリアライズ可能な Java
オブジェクトを含んだメッセージを送信するために使
用します。

AQjmsOracleDebug AQ Oracleデバッグ・クラス。オラクル社カスタマ・
サポート・センターから指示がない限り、使用しない
でください。

AQjmsProducer このクラスは、MessageProducerインタフェースを実
装します。MessageProducerは、宛先にメッセージを
送信するために使用します。

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要
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AQjmsQueueBrowser このクラスは、QueueBrowserインタフェースを実装
します。QueueBrowserは、キュー内のメッセージを、
そのメッセージを削除せずに参照するために使用しま
す。

AQjmsQueueConnectionFactory このクラスは、QueueConnectionFactoryインタフェー
スを実装します。QueueConnectionFactoryは、
QueueConnectionsを作成するために使用します。

AQjmsSession このクラスは、javax.jms.Sessionインタフェースを実
装します。Sessionは、メッセージを生成および使用す
るためのシングル・スレッドのコンテキストです。

AQjmsStreamMessage このクラスは、StreamMessageインタフェースを実装
します。StreamMessageは、Javaの基本型のストリー
ムを送信するために使用します。

AQjmsTextMessage このクラスは、TextMessageインタフェースを実装し
ます。TextMessageは、java.lang.StringBufferを含ん
だメッセージを送信するために使用します。

AQjmsTopicConnectionFactory このクラスは、TopicConnectionFactoryインタフェー
スを実装します。TopicConnectionFactoryは、トピッ
ク・コネクションを作成するために使用します。

例外例外例外例外

AQjmsException この例外は JMSExceptionを拡張し、Oracleエラー・
コードを追加します。すべての JMS例外のルートで
す。

AQjmsInvalidDestinationExcept
ion

この例外は、InvalidDestinationExceptionを拡張しま
す。宛先が無効な場合に発生します。

AQjmsInvalidSelectorException この例外は、InvalidSelectorExceptionを拡張します。
指定したMessageSelectorが無効な場合に発生します。

AQjmsMessageEOFException この例外は、MessageEOFExceptionを拡張します。
StreamMessageまたは BytesMessageの読込み時に、
予期しないストリームの終了に到達した場合に発生し
ます。

AQjmsMessageFormatException この例外は、MessageFormatExceptionを拡張します。
クライアントが、メッセージでサポートされていない
データ型を使用しようとしたとき、またはメッセージ
内のデータを異なる型で読み込もうとしたときに発生
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
2-4　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



パッケージ oracle.jmsの説明
AQjmsMessageNotReadableExcept
ion

この例外は、MessageNotReadableExceptionを拡張し
ます。クライアントが、書込み専用メッセージを読み
込もうとしたときに発生します。

AQjmsMessageNotWriteableExcep
tion

この例外は、MessageNotWriteableExceptionを拡張し
ます。クライアントが、読取り専用メッセージを書き
込もうとしたときに発生します。

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要
パッケージ oracle.jms 2-5



AdtMessage
AdtMessage

構文構文構文構文
public interface AdtMessage extends javax.jms.Message

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.Message

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス 
AQjmsAdtMessage

説明説明説明説明
このインタフェースはMessageインタフェースを拡張し、Oracleのユーザー定義型ペイ
ロードを含んだメッセージを表します。JMSに対する AQ拡張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

getAdtPayload() このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ
CustomDatumオブジェクトを取得します。

setAdtPayload(CustomDatum) このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ
CustomDatumオブジェクトを設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getAdtPayload()
public oracle.sql.CustomDatum getAdtPayload()

このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ CustomDatumオブジェクトを取得しま
す。

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージのデータを含んだオブジェクト

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがオブジェクトの取得に失敗した場合

setAdtPayload(CustomDatum)
public void setAdtPayload(oracle.sql.CustomDatum payload)

このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ CustomDatumオブジェクトを設定しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
payload - メッセージのデータ（オブジェクトが、CustomDatumインタフェースを実装し
ている必要があります）。このペイロードは、キューまたはトピックのペイロード型として
定義されているユーザー定義型を表す Javaオブジェクトであることが必要です。

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

clearBody, clearProperties, getBooleanProperty, getByteProperty, 
getDoubleProperty, getFloatProperty, getIntProperty, 
getJMSCorrelationID, getJMSCorrelationIDAsBytes, getJMSDeliveryMode, 
getJMSDestination, getJMSExpiration, getJMSMessageID, getJMSPriority, 
getJMSRedelivered, getJMSReplyTo, getJMSTimestamp, getJMSType, 
getLongProperty, getObjectProperty, getPropertyNames, getShortProperty, 
getStringProperty, propertyExists, setBooleanProperty, setByteProperty, 
setDoubleProperty, setFloatProperty, setIntProperty, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSReplyTo, setJMSTimestamp, setJMSType, 
setLongProperty, setObjectProperty, setShortProperty, setStringProperty

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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例外例外例外例外
JMSException - JMSがユーザー定義型ペイロードの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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AQjmsAdtMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsAdtMessage extends AQjmsMessage implements AdtMessage
 
java.lang.Object
|
+--AQjmsMessage

|
+--oracle.jms.AQjmsAdtMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
AdtMessage, javax.jms.Message

説明説明説明説明
このクラスは、AdtMessageインタフェースを実装します。AdtMessageは、Oracleのユー
ザー定義型ペイロードを含んだメッセージを送信するために使用します。

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

メソッド

clearBody() メッセージ本体を消去します。

getAdtPayload() このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ
CustomDatumオブジェクトを取得します。

getBooleanProperty(String) 指定した名前の boolean型プロパティの値を戻します。

getByteProperty(String) 指定した名前の byte型プロパティの値を戻します。

getDoubleProperty(String) 指定した名前の double型プロパティの値を戻します。

getFloatProperty(String) 指定した名前の float型プロパティの値を戻します。

getIntProperty(String) 指定した名前の int型プロパティの値を戻します。

getJMSReplyTo() このメッセージの返信先を取得します。

getJMSType() メッセージ・タイプを取得します。

getLongProperty(String) 指定した名前の long型プロパティの値を戻します。

getObjectProperty(String) 指定した名前のプロパティの値を Javaユーザー定義型
で戻します。

getPropertyNames() すべてのプロパティ名の一覧を戻します。
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getShortProperty(String) 指定した名前の short型プロパティの値を戻します。

getStringProperty(String) 指定した名前の String型プロパティの値を戻します。

propertyExists(String) プロパティの値が存在するかどうかをチェックします。

setAdtPayload(CustomDatum) このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ
CustomDatumオブジェクトを設定します。

setBooleanProperty(String, 
boolean)

指定した名前の boolean型プロパティの値をメッセー
ジに設定します。

setByteProperty(String, byte) 指定した名前の byte型プロパティの値をメッセージに
設定します。

setDoubleProperty(String, 
double)

指定した名前の double型プロパティの値をメッセージ
に設定します。

setFloatProperty(String, 
float)

指定した名前の float型プロパティの値をメッセージに
設定します。

setIntProperty(String, int) 指定した名前の int型プロパティの値をメッセージに設
定します。

setJMSReplyTo(Destination) このメッセージの返信先を設定します。

setJMSType(String) メッセージ・タイプを設定します。

setLongProperty(String, long) 指定した名前の long型プロパティの値をメッセージに
設定します。

setObjectProperty(String, 
Object)

指定した名前の Javaオブジェクト・プロパティの値を
メッセージに設定します。

setShortProperty(String, 
short)

指定した名前の short型プロパティの値をメッセージ
に設定します。

setStringProperty(String, 
String)

指定した名前の String型プロパティの値をメッセージ
に設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE

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

clearBody()
public void clearBody()

メッセージ本体を消去します。メッセージの他の部分はすべてそのまま残ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の clearBody()

クラス AQjmsMessageから継承されるメソッド

clearProperties(), getJMSCorrelationID(), getJMSCorrelationIDAsBytes(), 
getJMSDeliveryMode(), getJMSDestination(), getJMSExpiration(), 
getJMSMessageID(), getJMSMessageIDAsBytes(), getJMSPriority(), 
getJMSRedelivered(), getJMSTimestamp(), getSenderID(), 
setJMSCorrelationID(String), setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[]), 
setJMSDestination(Destination), setJMSExpiration(long), 
setJMSMessageID(String), setJMSPriority(int), 
setJMSRedelivered(boolean), setJMSTimestamp(long), 
setSenderID(AQjmsAgent)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

clearProperties, getJMSCorrelationID, getJMSCorrelationIDAsBytes, 
getJMSDeliveryMode, getJMSDestination, getJMSExpiration, 
getJMSMessageID, getJMSPriority, getJMSRedelivered, getJMSTimestamp, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSTimestamp

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ本体の消去に失敗した場合

getAdtPayload()
public oracle.sql.CustomDatum getAdtPayload()

このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ CustomDatumオブジェクトを取得しま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AdtMessage内の getAdtPayload()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージのデータを含んだオブジェクト

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがオブジェクトの取得に失敗した場合

getBooleanProperty(String)
public boolean getBooleanProperty(java.lang.String name)

指定した名前の boolean型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getBooleanProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getBooleanProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - boolean型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の boolean型プロパティの値
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例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getByteProperty(String)
public byte getByteProperty(java.lang.String name)

指定した名前の byte型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getByteProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getByteProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - byte型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の byte型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getDoubleProperty(String)
public double getDoubleProperty(java.lang.String name)

指定した名前の double型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getDoubleProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getDoubleProperty(String)
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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 - double型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の double型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getFloatProperty(String)
public float getFloatProperty(java.lang.String name)

指定した名前の float型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getFloatProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getFloatProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - float型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の float型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getIntProperty(String)
public int getIntProperty(java.lang.String name)

指定した名前の int型プロパティの値を戻します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getIntProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getIntProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - int型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の int型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getJMSReplyTo()
public javax.jms.Destination getJMSReplyTo()

このメッセージの返信先を取得します。このメソッドは、このリリースの AdtMessagesで
はサポートされていません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSReplyTo()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getJMSReplyTo()

例外例外例外例外
JMSException - AdtMessageではサポートされていません。

getJMSType()
public java.lang.String getJMSType()

メッセージ・タイプを取得します。このメソッドは、このリリースの AdtMessagesではサ
ポートされていません。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSType()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getJMSType()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージ・タイプ

例外例外例外例外
JMSException - AdtMessageではサポートされていません。

getLongProperty(String)
public long getLongProperty(java.lang.String name)

指定した名前の long型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getLongProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getLongProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - long型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の long型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getObjectProperty(String)
public java.lang.Object getObjectProperty(java.lang.String name)

指定した名前の Javaユーザー定義型プロパティの値を戻します。 
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このメソッドは、setObjectメソッド・コールまたは基本型設定メソッドでプロパティとし
てメッセージ内に格納されていたオブジェクトを、オブジェクト化された形式で戻すために
使用でき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
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getObjectProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getObjectProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Javaオブジェクト・プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の Javaオブジェクト・プロパティの値をオブジェクト化された形式で戻しま
す（つまり、intで設定された場合は、Integerが戻されます）。この名前のプロパティがな
い場合は、NULL値が戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

getPropertyNames()
public synchronized java.util.Enumeration getPropertyNames()

すべてのプロパティ名の一覧を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getPropertyNames()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getPropertyNames()

戻り値戻り値戻り値戻り値
プロパティ値のすべての名前の一覧

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティ名の取得に失敗した場合
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getShortProperty(String)
public short getShortProperty(java.lang.String name)

指定した名前の short型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getShortProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getShortProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - short型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の short型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getStringProperty(String)
public java.lang.String getStringProperty(java.lang.String name)

指定した名前の String型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getStringProperty(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の getStringProperty(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - String型プロパティの名前
2-18　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsAdtMessage
戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の String型プロパティの値。この名前のプロパティがない場合は、NULL値が
戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

propertyExists(String)
public boolean propertyExists(java.lang.String name)

プロパティの値が存在するかどうかをチェックします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.propertyExists(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の propertyExists(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - テストするプロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
プロパティが存在している場合は TRUE

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの存在のチェックに失敗した
場合

setAdtPayload(CustomDatum)
public void setAdtPayload(oracle.sql.CustomDatum payload)

このユーザー定義型メッセージのデータを含んだ CustomDatum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
インタフェース AdtMessage内の setAdtPayload(CustomDatum)
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
payload - メッセージのデータ（オブジェクトが、CustomDatumインタフェースを実装し
ている必要があります）。このペイロードは、キューまたはトピックのペイロード型として
定義されているユーザー定義型を表す Javaオブジェクトであることが必要です。

例外例外例外例外
JMSException - JMSがユーザー定義型ペイロードの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

setBooleanProperty(String, boolean)
public void setBooleanProperty(java.lang.String name, boolean value)

指定した名前の boolean型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setBooleanProperty(java.lang.String, boolean)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setBooleanProperty(String, boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - boolean型プロパティの名前

value - メッセージに設定する boolean型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setByteProperty(String, byte)
public void setByteProperty(java.lang.String name, byte value)

指定した名前の byte型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setByteProperty(java.lang.String, 
byte)
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オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setByteProperty(String, byte)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - byte型プロパティの名前

value - メッセージに設定する byte型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setDoubleProperty(String, double)
public void setDoubleProperty(java.lang.String name, double value)

指定した名前の double型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setDoubleProperty(java.lang.String, double)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setDoubleProperty(String, double)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - double型プロパティの名前

value - メッセージに設定する double型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setFloatProperty(String, float)
public void setFloatProperty(java.lang.String name, float value)

指定した名前の float型プロパティの値をメッセージに設定します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setFloatProperty(java.lang.String, 
float)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setFloatProperty(String, float)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - float型プロパティの名前

value - メッセージに設定する float型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setIntProperty(String, int)
public void setIntProperty(java.lang.String name, int value)

指定した名前の int型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setIntProperty(java.lang.String, 
int)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setIntProperty(String, int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - int型プロパティの名前

value - メッセージに設定する int型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
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setJMSReplyTo(Destination)
public void setJMSReplyTo(javax.jms.Destination replyTo)

このメッセージの返信先を設定します。このメソッドは、このリリースの AdtMessageでは
サポートされていません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setJMSReplyTo(javax.jms.Destination)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setJMSReplyTo(Destination)

例外例外例外例外
JMSException - AdtMessageではサポートされていません。

setJMSType(String)
public void setJMSType(java.lang.String type)

メッセージ・タイプを設定します。このメソッドは、このリリースの AdtMessagesではサ
ポートされていません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setJMSType(java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setJMSType(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
type - メッセージのタイプ

例外例外例外例外
JMSException - AdtMessageではサポートされていません。

setLongProperty(String, long)
public void setLongProperty(java.lang.String name, long value)

指定した名前の long型プロパティの値をメッセージに設定します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setLongProperty(java.lang.String, 
long)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setLongProperty(String, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - long型プロパティの名前

value - メッセージに設定する long型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setObjectProperty(String, Object)
public void setObjectProperty(java.lang.String name, java.lang.Object value)

指定した名前の Javaオブジェクト・プロパティの値をメッセージに設定します。 

このメソッドは、オブジェクト化された基本オブジェクト型（Integer、Double、Longな
ど）と String型に対してのみ機能す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
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setObjectProperty(java.lang.String, java.lang.Object)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setObjectProperty(String, Object)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Javaオブジェクト・プロパティの名前

value - メッセージに設定する Javaオブジェクトのプロパティ値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageFormatException - オブジェクトが無効な場合
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MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setShortProperty(String, short)
public void setShortProperty(java.lang.String name, short value)

指定した名前の short型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setShortProperty(java.lang.String, 
short)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setShortProperty(String, short)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - short型プロパティの名前

value - メッセージに設定する short型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setStringProperty(String, String)
public void setStringProperty(java.lang.String name, java.lang.String value)

指定した名前の String型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setStringProperty(java.lang.String, java.lang.String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の setStringProperty(String, String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - String型プロパティの名前

value - メッセージに設定する String型プロパティの値
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例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
2-26　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsAgent
AQjmsAgent

構文構文構文構文
public class AQjmsAgent implements javax.jms.Destination

oracle.jms.AQjmsAgent

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Destination

説明説明説明説明
このクラスは、Destinationインタフェースを実装します。リモートのサブスクライバおよ
び返信先を定義するために使用します。

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

フィールド

コンストラクタ

AQjmsAgent(String, String) コンストラクタ。

AQjmsAgent(String, String, 
int)

コンストラクタ。

メソッド

getAddress() エージェントのアドレスを取得します。

getName() エージェントの名前を取得します。

getProtocol() エージェントのプロトコルを取得します。

setAddress(String) エージェントのアドレスを設定します。

setName(String) エージェントの名前を設定します。

setProtocol(int) エージェントのプロトコルを設定します。

toString() エージェントを、[AQjmsAgent] \n name: NAME \n 
address: ADDRESS \n protocol: PROTOCOLという
フォームの文字列表現に変換します。
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フィールドフィールドフィールドフィールド

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

AQjmsAgent(String, String)
public  AQjmsAgent(java.lang.String name, java.lang.String address)

コンストラクタ。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - エージェントの名前

address - エージェントのアドレス

例外例外例外例外
SQLException - エージェントの作成に失敗した場合

AQjmsAgent(String, String, int)
public  AQjmsAgent(java.lang.String name, java.lang.String address, int protocol)

コンストラクタ。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - エージェントの名前

address - エージェントのアドレス

protocol - エージェントのプロトコル

例外例外例外例外
SQLException - エージェントの作成に失敗した場合

メソッドメソッドメソッドメソッド

getAddress()
public java.lang.String getAddress()

エージェントのアドレスを取得します。
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戻り値戻り値戻り値戻り値
エージェントのアドレス

例外例外例外例外
SQLException - アドレスの取得時にエラーが発生した場合

getName()
public java.lang.String getName()

エージェントの名前を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エージェントの名前

例外例外例外例外
SQLException - 名前の取得時にエラーが発生した場合

getProtocol()
public int getProtocol()

エージェントのプロトコルを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エージェントのプロトコル

例外例外例外例外
SQLException - プロトコルの取得時にエラーが発生した場合

setAddress(String)
public void setAddress(java.lang.String address)

エージェントのアドレスを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
address - エージェントのアドレス

例外例外例外例外
SQLException - プロトコルの設定時にエラーが発生した場合
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setName(String)
public void setName(java.lang.String name)

エージェントの名前を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - エージェントの名前

例外例外例外例外
SQLException - 名前の設定時にエラーが発生した場合

setProtocol(int)
public void setProtocol(int protocol)

エージェントのプロトコルを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
protocol - エージェントのプロトコル

例外例外例外例外
SQLException - プロトコルの設定時にエラーが発生した場合

toString()
public java.lang.String toString()

エージェントを、[AQjmsAgent] \n name: NAME \n address: ADDRESS \n protocol: 
PROTOCOLというフォームの文字列表現に変換します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エージェントの文字列表現

例外例外例外例外
SQLException - プロトコルの設定時にエラーが発生した場合
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AQjmsBytesMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsBytesMessage extends AQjmsMessage 
   implements javax.jms.BytesMessage
 
java.lang.Object
|
+--AQjmsMessage

|
+--oracle.jms.AQjmsBytesMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.BytesMessage, javax.jms.Message

説明説明説明説明
このクラスは、BytesMessageインタフェースを実装します。BytesMessageは、未解釈のバ
イト・ストリームを含んだメッセージを送信するために使用します。

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

メソッド

clearBody() メッセージ本体を消去します。

clearProperties() メッセージのプロパティを消去します。

readBoolean() ストリーム・メッセージから boolean型の値を読み込みま
す。

readByte() ストリーム・メッセージから 8ビットの符号付きの値を読み
込みます。

readBytes(byte[]) ストリーム・メッセージからバイト配列を読み込みます。

readBytes(byte[], int) バイト・メッセージの一部を読み込みます。

readChar() ストリーム・メッセージから Unicode文字の値を読み込みま
す。

readDouble() ストリーム・メッセージから double型の値を読み込みま
す。

readFloat() ストリーム・メッセージから float型の値を読み込みます。

readInt() ストリーム・メッセージから 32ビットの符号付き整数を読み
込みます。
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readLong() ストリーム・メッセージから 64ビットの符号付き整数を読み
込みます。

readShort() ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付き整数を読み
込みます。

readUnsignedByte() ストリーム・メッセージから 8ビットの符号なし数値を読み
込みます。

readUnsignedShort() ストリーム・メッセージから 16ビットの符号なし数値を読み
込みます。

readUTF() ストリーム・メッセージから、変更済の UTF-8形式でエン
コーディングされた文字列を読み込みます。

reset() ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付き整数を読み
込みます。

writeBoolean(boolean) boolean型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージ
に書き込みます。

writeByte(byte) byte型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージに書
き込みます。

writeBytes(byte[]) ストリーム・メッセージにバイト配列を書き込みます。

writeBytes(byte, int, 
int)

ストリーム・メッセージにバイト配列の一部を書き込みます。

writeChar(char) char型の値を、2バイトの値で、上位バイトから先にスト
リーム・メッセージに書き込みます。

writeDouble(double) クラス Double内の doubleToLongBitsメソッドを使用し
て double型の引数を long型に変換し、その long型の値
を、8バイトの値で、上位バイトから先にストリーム・メッ
セージに書き込みます。

writeFloat(float) クラス Float内の floatToIntBitsメソッドを使用して
float型の引数を int型に変換し、その int型の値を、4バ
イトの値で、上位バイトから先にストリーム・メッセージに
書き込みます。

writeInt(int) int型の値を、4バイトの値で、上位バイトから先にスト
リーム・メッセージに書き込みます。

writeLong(long) long型の値を、8バイトの値で、上位バイトから先にスト
リーム・メッセージに書き込みます。

writeObject(Object) ストリーム・メッセージに Javaオブジェクトを書き込みま
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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writeShort(short) short型の値を、2バイトの値で、上位バイトから先にスト
リーム・メッセージに書き込みます。

writeUTF(String) UTF-8エンコーディングを使用し、マシンに依存しない方法
でストリーム・メッセージに文字列を書き込みます。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE

クラス AQjmsMessageから継承されるメソッド

getBooleanProperty(String), getByteProperty(String), 
getDoubleProperty(String), getFloatProperty(String), 
getIntProperty(String), getJMSCorrelationID(), 
getJMSCorrelationIDAsBytes(), getJMSDeliveryMode(), 
getJMSDestination(), getJMSExpiration(), getJMSMessageID(), 
getJMSMessageIDAsBytes(), getJMSPriority(), getJMSRedelivered(), 
getJMSReplyTo(), getJMSTimestamp(), getJMSType(), 
getLongProperty(String), getObjectProperty(String), getPropertyNames(), 
getSenderID(), getShortProperty(String), getStringProperty(String), 
propertyExists(String), setBooleanProperty(String, boolean), 
setByteProperty(String, byte), setDoubleProperty(String, double), 
setFloatProperty(String, float), setIntProperty(String, int), 
setJMSCorrelationID(String), setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[]), 
setJMSDestination(Destination), setJMSExpiration(long), 
setJMSMessageID(String), setJMSPriority(int), 
setJMSRedelivered(boolean), setJMSReplyTo(Destination), 
setJMSTimestamp(long), setJMSType(String), setLongProperty(String, 
long), setObjectProperty(String, Object), setSenderID(AQjmsAgent), 
setShortProperty(String, short), setStringProperty(String, String)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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メソッドメソッドメソッドメソッド

clearBody()
public void clearBody()

メッセージ本体を消去します。メッセージの他の部分はすべてそのまま残ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の clearBody()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ本体の消去に失敗した場合

clearProperties()
public void clearProperties()

メッセージのプロパティを消去します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearProperties()

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

getBooleanProperty, getByteProperty, getDoubleProperty, 
getFloatProperty, getIntProperty, getJMSCorrelationID, 
getJMSCorrelationIDAsBytes, getJMSDeliveryMode, getJMSDestination, 
getJMSExpiration, getJMSMessageID, getJMSPriority, getJMSRedelivered, 
getJMSReplyTo, getJMSTimestamp, getJMSType, getLongProperty, 
getObjectProperty, getPropertyNames, getShortProperty, 
getStringProperty, propertyExists, setBooleanProperty, setByteProperty, 
setDoubleProperty, setFloatProperty, setIntProperty, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSReplyTo, setJMSTimestamp, setJMSType, 
setLongProperty, setObjectProperty, setShortProperty, setStringProperty

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessage内の clearProperties()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・プロパティの消去に失
敗した場合

readBoolean()
public boolean readBoolean()

ストリーム・メッセージから boolean型の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readBoolean()

戻り値戻り値戻り値戻り値
読み込まれた boolean型の値

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

readByte()
public byte readByte()

ストリーム・メッセージから 8ビットの符号付きの値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readByte()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、8ビットの符号付きの byte型として次の 1バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合
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JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readBytes(byte[])
public int readBytes(byte[] value)

ストリーム・メッセージからバイト配列を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readBytes(byte[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - データが読み込まれるバッファ

戻り値戻り値戻り値戻り値
バッファに読み込まれた合計バイト数、またはストリームの終わりに到達しているために
データがそれ以上ない場合は -1

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readBytes(byte[], int)
public int readBytes(byte[] value, int length)

バイト・メッセージの一部を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readBytes(byte[], int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - データが読み込まれるバッファ

length - 読み込むバイト数

戻り値戻り値戻り値戻り値
バッファに読み込まれた合計バイト数、またはストリームの終わりに到達しているために
データがそれ以上ない場合は -1
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例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readChar()
public char readChar()

ストリーム・メッセージから Unicode文字の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readChar()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、Unicode文字として次の 2バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readDouble()
public double readDouble()

ストリーム・メッセージから double型の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readDouble()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、double型として解釈された次の 8バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合
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readFloat()
public float readFloat()

ストリーム・メッセージから float型の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readFloat()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、float型として解釈された次の 4バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readInt()
public int readInt()

ストリーム・メッセージから 32ビットの符号付き整数を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readInt()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、int型として解釈された次の 4バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readLong()
public long readLong()

ストリーム・メッセージから 64ビットの符号付き整数を読み込みます。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readLong()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、long型として解釈された次の 8バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readShort()
public short readShort()

ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付き整数を読み込みます。

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが書込み専用モードの場合
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readShort()

readUnsignedByte()
public int readUnsignedByte()

ストリーム・メッセージから 8ビットの符号なし数値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readUnsignedByte()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、8ビットの符号なし数値として解釈された次の 1バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合
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readUnsignedShort()
public int readUnsignedShort()

ストリーム・メッセージから 16ビットの符号なし数値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readUnsignedShort()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、16ビットの符号なし整数として解釈された次の 2バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

readUTF()
public java.lang.String readUTF()

ストリーム・メッセージから、変更済の UTF-8形式でエンコーディングされた文字列を読み
込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.readUTF()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージからの Unicode文字列

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

reset()
public void reset()

ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付き整数を読み込みます。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.reset()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージのリセットに失敗した場合

MessageFormatException - メッセージの形式が無効な場合

writeBoolean(boolean)
public void writeBoolean(boolean value)

boolean型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージに書き込みます。値 TRUEは値
(byte)1として書き込まれ、値 FALSEは値 (byte)0として書き込まれます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeBoolean(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる boolean型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeByte(byte)
public void writeByte(byte value)

byte型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeByte(byte)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる byte型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合
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writeBytes(byte[])
public void writeBytes(byte[] value)

ストリーム・メッセージにバイト配列を書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeBytes(byte[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれるバイト配列

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeBytes(byte, int, int)
public void writeBytes(byte[] value, int offset, int length)

ストリーム・メッセージにバイト配列の一部を書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeBytes(byte[], int, 
int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれるバイト配列の値

offset - バイト配列内の初期オフセット

length - 使用するバイト数

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合
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writeChar(char)
public void writeChar(char value)

char型の値を、2バイトの値で上位バイトから先にストリーム・メッセージに書き込みま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeChar(char)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる char型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeDouble(double)
public void writeDouble(double value)

クラス Double内の doubleToLongBitsメソッドを使用して double型の引数を long型に
変換し、その long型の値を、8バイトの値で、上位バイトから先にストリーム・メッセー
ジに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeDouble(double)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる double型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合
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writeFloat(float)
public void writeFloat(float value)

クラス Float内の floatToIntBitsメソッドを使用して float型の引数を int型に変換し、
その int型の値を、4バイトの値で、上位バイトから先にストリーム・メッセージに書き込
みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeFloat(float)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる float型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeInt(int)
public void writeInt(int value)

int型の値を、4バイトの値で、上位バイトから先にストリーム・メッセージに書き込みま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeInt(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる int型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeLong(long)
public void writeLong(long value)

long型の値を、8バイトで、上位バイトから先にストリーム・メッセージに書き込みます。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeLong(long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる long型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeObject(Object)
public void writeObject(java.lang.Object value)

ストリーム・メッセージに Javaオブジェクトを書き込みます。 

このメソッドは、オブジェクト化された基本オブジェクト型（Integer、Double、Longな
ど）、String型およびバイト配列に対してのみ機能す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
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の
javax.jms.BytesMessage.writeObject(java.lang.Object)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる Javaオブジェクト

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

MessageFormatException - オブジェクトの型が無効な場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeShort(short)
public void writeShort(short value)

short型の値を、2バイトで、上位バイトから先にストリーム・メッセージに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の javax.jms.BytesMessage.writeShort(short)
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる short型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

writeUTF(String)
public void writeUTF(java.lang.String value)

UTF-8エンコーディングを使用し、マシンに依存しない方法でストリーム・メッセージに文
字列を書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.BytesMessage内の
javax.jms.BytesMessage.writeUTF(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる String型の値

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合
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AQjmsConnection

構文構文構文構文
public class AQjmsConnection extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.QueueConnection, javax.jms.TopicConnection
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsConnection

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Connection, javax.jms.QueueConnection, javax.jms.TopicConnection

説明説明説明説明
このクラスは、Connectionインタフェースを実装します。これは、JMSプロバイダへのア
クティブ接続です。

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

close() プロバイダは通常、JVMの外部で大量のリソースを接
続のために割リ当てている場合があります。このため、
クライアントでは、不要なリソースをクローズしてお
く必要があります。

createQueueSession(boolean, 
int)

キュー・セッションを作成します。

createTopicSession(boolean, 
int)

トピック・セッションを作成します。

getClientID() この接続に対するクライアント識別子を取得します。

getCurrentJmsSession() 現行のセッションを取得します。

getMetaData() この接続に対するメタデータを取得します。

setClientID(String) この接続に対するクライアント識別子を設定します。

start() 接続による着信メッセージの配信を開始（または再開
始）します。

stop() 接続による着信メッセージの配信を一時的に停止する
ために使用します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

close()
public void close()

プロバイダは通常、JVMの外部で大量のリソースを接続のために割リ当てている場合があり
ます。このため、クライアントでは、不要なリソースをクローズしておく必要があります。
これらのリソースは最終的にガーベッジ・コレクションで再生されますが、適切な時期に行
われない可能性があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の javax.jms.Connection.close()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の javax.jms.Connection.close()

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装が接続のクローズに失敗した場合。たとえ
ば、リソースの解放やソケット接続のクローズに失敗すると、この例外が発生する場合があ
ります。

createQueueSession(boolean, int)
public javax.jms.QueueSession createQueueSession(boolean transacted, int ack_mode)

キュー・セッションを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueConnection内の
javax.jms.QueueConnection.createQueueSession(boolean, int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
transacted - セッションが処理されるかどうかを指定します。

ack_mode - 応答モード。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 
wait, wait
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戻り値戻り値戻り値戻り値
QueueSession。QueueSessionは、QueueReceiver、QueueSender、QueueBrowserの各内容
を作成するためのメソッドを提供します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSがキュー・セッションの作成に失敗した場合

createTopicSession(boolean, int)
public javax.jms.TopicSession createTopicSession(boolean transacted, int ack_mode)

トピック・セッションを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicConnection内の
javax.jms.TopicConnection.createTopicSession(boolean, int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
transacted - TRUEの場合、セッションは処理されます。

acknowledgeMode - コンシューマまたはクライアントが、受信したメッセージに応答するか
どうかを指定します。このパラメータは、セッションが処理されている場合は無視されま
す。

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しく作成されたトピック・セッション

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーまたは特定のトランザクションと応答モードをサポートしてい
ないために、JMS Connectionがセッションの作成に失敗した場合

getClientID()
public java.lang.String getClientID()

この接続に対するクライアント識別子を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の javax.jms.Connection.getClientID()
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戻り値戻り値戻り値戻り値
一意クライアント識別子

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がこの接続に対するクライアント IDを戻す
ことができなかった場合

getCurrentJmsSession()
public javax.jms.Session getCurrentJmsSession()

現行のセッションを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
セッション。現行の JMSセッション。

getMetaData()
public javax.jms.ConnectionMetaData getMetaData()

この接続に対するメタデータを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の javax.jms.Connection.getMetaData()

戻り値戻り値戻り値戻り値
接続メタデータ

例外例外例外例外
JMSException - JMS実装が、この接続に関する接続メタデータの取得に失敗した場合の一
般的な例外

関連項目関連項目関連項目関連項目
javax.jms.ConnectionMetaData

setClientID(String)
public void setClientID(java.lang.String clientID)

この接続に対するクライアント識別子を設定します。 
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クライアントのクライアント識別子を割り当てるには、識別子をクライアント固有の
ConnectionFactoryで構成し、そのクライアントが作成する接続に透過的に割り当てる方法
をお薦めします。かわりに、接続のクライアント識別子は、クライアントがプロバイダ固有
の値を使用して設定できます。 

クライアント識別子の目的は、セッションとそのオブジェクトを、プロバイダがメンテナン
スしているクライアントの状態に関連付けることにあります。永続的なサブスクリプション
のサポートには、JMSによって識別されるような状態のみが必要です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の
javax.jms.Connection.setClientID(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
clientID - 一意クライアント識別子

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がこの接続に対するクライアント IDの設定
に失敗した場合の一般的な例外

InvalidClientIDException - JMSクライアントが指定したクライアント IDが無効または
重複している場合

start()
public void start()

接続による着信メッセージの配信を開始（または再開始）します。再度開始すると、最も古
い無応答メッセージから始まります。開始済のセッションの開始は無視されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の javax.jms.Connection.start()

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がメッセージ配信の開始に失敗した場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
javax.jms.Connection.stop()
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stop()
public void stop()

接続による着信メッセージの配信を一時的に停止するために使用します。その startメソッ
ドを使用して再度開始できます。停止すると、接続のメッセージ・コンシューマに対する配
信はすべて抑制されます。同時期に受信したブロックとメッセージは、メッセージ・リス
ナーに配信されません。 

stopがコールされた後、配信されるメッセージがいくつか残る場合があります。 

セッションを停止しても、メッセージの送信機能に影響はありません。停止済のセッション
の停止は無視されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Connection内の javax.jms.Connection.stop()

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がメッセージ配信の停止に失敗した場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
javax.jms.Connection.start()
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AQjmsConnectionMetaData

構文構文構文構文
public class AQjmsConnectionMetaData extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.ConnectionMetaData
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsConnectionMetaData

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.ConnectionMetaData

説明説明説明説明
このクラスは、JMS Connectionに使用可能なメタデータ情報を示します。

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

コンストラクタ

AQjmsConnectionMetaData()

メソッド

getJMSMajorVersion() JMSのバージョン番号を取得します。

getJMSMinorVersion() JMSのリリース番号を取得します。

getJMSProviderName() JMSのプロバイダ名を取得します。

getJMSVersion() JMSのバージョンを取得します。

getProviderMajorVersion() JMSのプロバイダのバージョン番号を取得します。

getProviderMinorVersion() JMSのプロバイダのリリース番号を取得します。

getProviderVersion() JMSのプロバイダのバージョンを取得します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, 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

AQjmsConnectionMetaData()
public  AQjmsConnectionMetaData()

メソッドメソッドメソッドメソッド

getJMSMajorVersion()
public int getJMSMajorVersion()

JMSのバージョン番号を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getJMSMajorVersion()

戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのバージョン番号

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合

getJMSMinorVersion()
public int getJMSMinorVersion()

JMSのリリース番号を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getJMSMinorVersion()

戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのリリース番号

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合
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getJMSProviderName()
public java.lang.String getJMSProviderName()

JMSのプロバイダ名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getJMSProviderName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのプロバイダ名

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合

getJMSVersion()
public java.lang.String getJMSVersion()

JMSのバージョンを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getJMSVersion()

戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのバージョン

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合

getProviderMajorVersion()
public int getProviderMajorVersion()

JMSのプロバイダのバージョン番号を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getProviderMajorVersion()
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戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのプロバイダのバージョン番号

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合

getProviderMinorVersion()
public int getProviderMinorVersion()

JMSのプロバイダのリリース番号を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getProviderMinorVersion()

戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのプロバイダのリリース番号

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合

getProviderVersion()
public java.lang.String getProviderVersion()

JMSのプロバイダのバージョンを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ConnectionMetaData内の
javax.jms.ConnectionMetaData.getProviderVersion()

戻り値戻り値戻り値戻り値
JMSのプロバイダのバージョン

例外例外例外例外
JMSException - メタデータの取出し時に、JMSの実装で内部エラーが発生した場合
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AQjmsConstants

構文構文構文構文
public class AQjmsConstants

oracle.jms.AQjmsConstants

説明説明説明説明
このクラスは、oracle.jmsパッケージで使用される定数を定義します。

フィールドフィールドフィールドフィールド

EXCEPTION
public static final int EXCEPTION

NONE
public static final int NONE

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

EXCEPTION

NONE

NORMAL

STATE_EXPIRED

STATE_PROCESSED

STATE_READY

STATE_WAITING

TRANSACTIONAL

WAIT_FOREVER

WAIT_NONE

コンストラクタ

AQjmsConstants()
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NORMAL
public static final int NORMAL

STATE_EXPIRED
public static final int STATE_EXPIRED

STATE_PROCESSED
public static final int STATE_PROCESSED

STATE_READY
public static final int STATE_READY

STATE_WAITING
public static final int STATE_WAITING

TRANSACTIONAL
public static final int TRANSACTIONAL

WAIT_FOREVER
public static final int WAIT_FOREVER

WAIT_NONE
public static final int WAIT_NONE

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

AQjmsConstants()
public  AQjmsConstants()
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AQjmsConsumer

構文構文構文構文
public class AQjmsConsumer extends java.lang.Object 
   implements AQjmsQueueReceiver, AQjmsTopicSubscriber, AQjmsTopicReceiver
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsConsumer

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
AQjmsQueueReceiver, AQjmsTopicReceiver, AQjmsTopicSubscriber, 
javax.jms.MessageConsumer, javax.jms.QueueReceiver, TopicReceiver, 
javax.jms.TopicSubscriber

説明説明説明説明
このクラスは、MessageConsumerインタフェースを実装します。

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

メソッド

close() プロバイダは、JVMの外部でMessageConsumer用に一
部のリソースを割リ当てている場合があります。このた
め、クライアントでは、不要なリソースをクローズしてお
く必要があります。

getMessageListener() メッセージ・コンシューマのMessageListenerを取得しま
す。

getMessageSelector() メッセージ・コンシューマのメッセージの選択指定式を取
得します。

getNavigationMode() コンシューマのナビゲーション・モードを取得します。

getNoLocal() この TopicSubscriberの NoLocal属性を取得します。

getQueue() このキュー受信者に関連付けられているキューを取得しま
す。

getTopic() このサブスクライバに関連付けられているトピックを取得
します。

receive() このメッセージ・コンシューマ用に生成された次のメッ
セージを受信します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

close()
public void close()

プロバイダは、JVMの外部でMessageConsumer用に一部のリソースを割リ当てている場合
があります。このため、クライアントでは、不要なリソースをクローズしておく必要があり
ます。これらのリソースは最終的にガーベッジ・コレクションで再生されますが、適切な時
期に行われない可能性があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の javax.jms.MessageConsumer.close()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の javax.jms.MessageConsumer.close()

例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、JMSがコンシューマのクローズに失敗した場合

receive(long) 指定したタイムアウト間隔以内に到着した次のメッセージ
を受信します。

receiveNoData() メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

receiveNoWait() メッセージが即時使用可能な場合に、次のメッセージを受
信します。

setMessageListener(MessageL
istener)

メッセージ・コンシューマのMessageListenerを設定しま
す。

setNavigationMode(int) コンシューマのナビゲーション・モードを設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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getMessageListener()
public synchronized javax.jms.MessageListener getMessageListener()

メッセージ・コンシューマのMessageListenerを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の
javax.jms.MessageConsumer.getMessageListener()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の
javax.jms.MessageConsumer.getMessageListener()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージ・コンシューマのリスナー、1セットではない場合は NULL

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがメッセージ・リスナーの取得に失敗した場合

getMessageSelector()
public synchronized java.lang.String getMessageSelector()

メッセージ・コンシューマのメッセージの選択指定式を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の
javax.jms.MessageConsumer.getMessageSelector()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の
javax.jms.MessageConsumer.getMessageSelector()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージ・コンシューマのメッセージの選択指定

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがメッセージの選択指定の取得に失敗した場合
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getNavigationMode()
public synchronized int getNavigationMode()

コンシューマのナビゲーション・モードを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsTopicSubscriberの getNavigationMode()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsTopicReceiverの getNavigationMode()

戻り値戻り値戻り値戻り値
コンシューマのナビゲーション・モード

例外例外例外例外
if - ナビゲーション・モードが取得できなかった場合

getNoLocal()
public synchronized boolean getNoLocal()

この TopicSubscriberの NoLocal属性を取得します。この属性のデフォルト値は FALSEで
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSubscriber内の javax.jms.TopicSubscriber.getNoLocal()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ローカルに公開されたメッセージが抑制されている場合は TRUEに設定

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがこのトピック・サブスクライバに対する
NoLocal属性の取得に失敗した場合

getQueue()
public synchronized javax.jms.Queue getQueue()

このキュー受信者に関連付けられているキューを取得します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueReceiver内の javax.jms.QueueReceiver.getQueue()

戻り値戻り値戻り値戻り値
受信者に関連付けられているキュー

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがこのキュー受信者に対するキューの取得に失
敗した場合

getTopic()
public synchronized javax.jms.Topic getTopic()

このサブスクライバに関連付けられているトピックを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSubscriber内の javax.jms.TopicSubscriber.getTopic()

インタフェース TopicReceiver内の getTopic()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このサブスクライバのトピック

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがこのトピック・サブスクライバに対するト
ピックの取得に失敗した場合

receive()
public synchronized javax.jms.Message receive()

このメッセージ・コンシューマ用に生成された次のメッセージを受信します。 

このコールは、メッセージが生成されるまで無期限にブロックします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の javax.jms.MessageConsumer.receive()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージ・コンシューマ用に生成された次のメッセージ
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例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、JMSが次のメッセージの受信に失敗した場合

receive(long)
public synchronized javax.jms.Message receive(long timeout)

指定したタイムアウト間隔以内に到着した次のメッセージを受信します。 

このコールは、メッセージが到着するまで、またはタイムアウトになるまでブロックしま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の javax.jms.MessageConsumer.receive(long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeout - タイムアウト値（ミリ秒）

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージ・コンシューマ用に生成された次のメッセージ、メッセージが使用可能でな
い場合は NULL

例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、JMSが次のメッセージの受信に失敗した場合

receiveNoData()
public synchronized void receiveNoData()

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。JMSクライアントが、キュー・ブラ
ウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するために使用できま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsQueueReceiver内の receiveNoData()

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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receiveNoData(long)
public synchronized void receiveNoData(long timeout)

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。JMSクライアントが、キュー・ブラ
ウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するために使用できま
す。このコールは、メッセージが到着するまで、またはタイムアウトになるまでブロックし
ます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsQueueReceiver内の receiveNoData(long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeout - タイムアウト値（ミリ秒）

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoWait()
public synchronized javax.jms.Message receiveNoWait()

メッセージが即時使用可能な場合に、次のメッセージを受信します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の
javax.jms.MessageConsumer.receiveNoWait()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージ・コンシューマ用に生成された次のメッセージ、メッセージが使用可能でな
い場合は NULL

例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、JMSが次のメッセージの受信に失敗した場合
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setMessageListener(MessageListener)
public synchronized void setMessageListener(javax.jms.MessageListener myListener)

メッセージ・コンシューマのMessageListenerを設定します。このオブジェクトの
onMessageメソッドは、このコンシューマに対するメッセージがある場合にコールされま
す。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageConsumer内の
javax.jms.MessageConsumer.setMessageListener(javax.jms.MessageListener)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
myListener - コンシューマのメッセージ・リスナーを設定します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがメッセージ・リスナーの取得に失敗した場合

setNavigationMode(int)
public synchronized void setNavigationMode(int mode)

コンシューマのナビゲーション・モードを設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsQueueReceiver内の setNavigationMode(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
mode - コンシューマのナビゲーション・モード

例外例外例外例外
if - ナビゲーション・モードが設定できなかった場合
2-66　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsDestination
AQjmsDestination

構文構文構文構文
public class AQjmsDestination extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.Queue, javax.jms.Topic
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsDestination

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Destination, javax.jms.Queue, javax.jms.Topic

説明説明説明説明
このクラスは、管理オブジェクト、キューおよびトピックを実装します。

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

メソッド

alter(Session, 
AQjmsDestinationProperty)

キューまたはトピックのプロパティを変更します。

alterPropagationSchedule(Se
ssion, String, Double, 
String, Double)

トピックと宛先データベース間の伝播スケジュールを変更
します。

disablePropagationSchedule(
Session, String)

伝播スケジュールを使用禁止にします。

drop(Session) キューまたはトピックを削除します。

enablePropagationSchedule(S
ession, String)

伝播スケジュールを使用可能にします。

getCompleteName() [schema].nameのフォームで、キューまたはトピックの完
全名を取得します。

getCompleteTableName() [schema].nameのフォームで、キューまたはトピックの
キュー表の完全名を取得します。

getQueueName() キューの名前を取得します。

getQueueOwner() キューの所有者を取得します。

getTopicName() トピックの名前を取得します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

alter(Session, AQjmsDestinationProperty)
public void alter(javax.jms.Session session, AQjmsDestinationProperty dest_property)

キューまたはトピックのプロパティを変更します。

getTopicOwner() トピックのスキーマを取得します。

grantQueuePrivilege(Session
, String, String, boolean)

データベース・ユーザーに対して、キューのエンキュー権
限またはデキュー権限を付与します。

grantTopicPrivilege(Session
, String, String, boolean)

トピック権限を付与します。

revokeQueuePrivilege(Sessio
n, String, String)

キュー権限を取り消します。

revokeTopicPrivilege(Sessio
n, String, String)

トピック権限を取り消します。

schedulePropagation(Session
, String, Date, Double, 
String, Double)

指定した宛先データベースのトピックからの伝播をスケ
ジュールします。

start(Session, boolean, 
boolean)

エンキューまたはデキュー、あるいは両方のためにキュー
またはトピックを開始します。

stop(Session, boolean, 
boolean, boolean)

エンキューまたはデキュー、あるいは両方のためにキュー
またはトピックを停止します。

toString() [schema].nameのフォームで、キューまたはトピックを文
字列として取得します。

unschedulePropagation(Sessi
on, String)

トピックと指定した宛先との間の伝播スケジュールを取り
消します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

dest_property - キューまたはトピックの新しいプロパティ

alterPropagationSchedule(Session, String, Double, String, Double)
public void alterPropagationSchedule(javax.jms.Session session, java.lang.String 
destination, java.lang.Double duration, java.lang.String next_time, java.lang.Double 
latency)

トピックと宛先データベース間の伝播スケジュールを変更します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

destination - 宛先データベースのデータベース・リンク

duration - 継続時間

next_time - 次回の伝播時間

latency - 待機時間

disablePropagationSchedule(Session, String)
public void disablePropagationSchedule(javax.jms.Session session, java.lang.String 
destination)

伝播スケジュールを使用禁止にします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

destination - 宛先データベースへのデータベース・リンク

例外例外例外例外
JMSException - 伝播スケジュールを使用禁止にできなかった場合

drop(Session)
public void drop(javax.jms.Session session)

キューまたはトピックを削除します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

例外例外例外例外
JMSException - キューまたはトピックを削除できなかった場合

enablePropagationSchedule(Session, String)
public void enablePropagationSchedule(javax.jms.Session session, java.lang.String 
destination)

伝播スケジュールを使用可能にします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

destination - 宛先データベースのデータベース・リンク

例外例外例外例外
JMSException - 伝播を使用可能にできなかった場合

getCompleteName()
public java.lang.String getCompleteName()

[schema].nameのフォームで、キューまたはトピックの完全名を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
キューまたはトピックの完全名

getCompleteTableName()
public java.lang.String getCompleteTableName()

[schema].nameのフォームで、キューまたはトピックのキュー表の完全名を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
キューまたはトピックのキュー表の完全名
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getQueueName()
public java.lang.String getQueueName()

キュー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
インタフェース javax.jms.Queue内の javax.jms.Queue.getQueueName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
キューの名前

例外例外例外例外
JMSException - キューがシングル・コンシューマ・キューではない場合

getQueueOwner()
public java.lang.String getQueueOwner()

キューの所有者を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
キューのスキーマ

例外例外例外例外
JMSException - スキーマを取り出すことができなかった場合

getTopicName()
public java.lang.String getTopicName()

トピック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
インタフェース javax.jms.Topic内の javax.jms.Topic.getTopicName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピックの名前

例外例外例外例外
JMSException - キューがマルチ・コンシューマ・キュー（トピック）ではない場合
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getTopicOwner()
public java.lang.String getTopicOwner()

トピックのスキーマを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピックのスキーマ

例外例外例外例外
JMSException - スキーマを取り出すことができなかった場合

grantQueuePrivilege(Session, String, String, boolean)
public void grantQueuePrivilege(javax.jms.Session session, java.lang.String 
privilege, java.lang.String grantee, boolean grant_option)

データベース・ユーザーに対して、キューのエンキュー権限またはデキュー権限を付与しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

privilege - 権限（ENQUEUEまたは DEQUEUE）

grantee - 権限を付与されるユーザー

grant_option - 権限受領者が他のユーザーに権限を付与できるかどうかの指定

例外例外例外例外
JMSException - 権限を付与できなかった場合

grantTopicPrivilege(Session, String, String, boolean)
public void grantTopicPrivilege(javax.jms.Session session, java.lang.String 
privilege, java.lang.String grantee, boolean grant_option)

トピック権限を付与します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

privilege - 付与する権限（ENQUEUEまたは DEQUEUE）
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grantee - 権限を付与されるデータベース・ユーザー

grant_option - 権限受領者が他のユーザーに権限を付与できるかどうかの指定

例外例外例外例外
JMSException - 権限を付与できなかった場合

revokeQueuePrivilege(Session, String, String)
public void revokeQueuePrivilege(javax.jms.Session session, java.lang.String 
privilege, java.lang.String grantee)

キュー権限を取り消します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

privilege - 取り消す権限（ENQUEUEまたは DEQUEUE）

grantee - 権限を取り消されるデータベース・ユーザー

例外例外例外例外
JMSException - 権限を取り消すことができなかった場合

revokeTopicPrivilege(Session, String, String)
public void revokeTopicPrivilege(javax.jms.Session session, java.lang.String 
privilege, java.lang.String grantee)

トピック権限を取り消します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

privilege - 取り消す権限（ENQUEUEまたは DEQUEUE）

grantee - 権限を取り消されるデータベース・ユーザー

例外例外例外例外
JMSException - 権限を取り消すことができなかった場合
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schedulePropagation(Session, String, Date, Double, String, Double)
public void schedulePropagation(javax.jms.Session session, java.lang.String 
destination, java.util.Date start_time, java.lang.Double duration, java.lang.String 
next_time, java.lang.Double latency)

指定した宛先データベースのトピックからの伝播をスケジュールします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

destination - 伝播のスケジュール先のリモート・データベースのデータベース・リンク。
文字列が NULLの場合は、トピックのデータベース内のすべてのサブスクライバに対して伝
播をスケジュールします。

start_time - 伝播の開始予定時間。

duration - 伝播の継続時間。

next_time - 次回の伝播予定時間。

latency - 遅延が許容される待機時間（秒）。待ち時間は、メッセージがエンキューされてか
ら伝播されるまでの時間です。

例外例外例外例外
JMSException - 伝播をスケジュールできなかった場合

start(Session, boolean, boolean)
public void start(javax.jms.Session session, boolean enqueue, boolean dequeue)

エンキューまたはデキュー、あるいは両方のためにキューまたはトピックを開始します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

enqueue - エンキューを使用可能にするかどうかの指定

dequeue - デキューを使用可能にするかどうかの指定

例外例外例外例外
JMSException - キューまたはトピックの開始に失敗した場合
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stop(Session, boolean, boolean, boolean)
public void stop(javax.jms.Session session, boolean enqueue, boolean dequeue, 
boolean wait)

エンキューまたはデキュー、あるいは両方のためにキューまたはトピックを停止します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

enqueue - エンキューを使用禁止にするかどうかの指定

dequeue - デキューを使用禁止にするかどうかの指定

wait - キューまたはトピックにおける保留トランザクションの完了を待機するかどうかの指
定

例外例外例外例外
JMSException - キューまたはトピックの停止に失敗した場合

toString()
public java.lang.String toString()

[schema].nameのフォームで、キューまたはトピックを文字列として取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Queue内の javax.jms.Queue.toString()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス java.lang.Object内の java.lang.Object.toString()

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としてのキューまたはトピック

unschedulePropagation(Session, String)
public void unschedulePropagation(javax.jms.Session session, java.lang.String 
destination)

トピックと指定した宛先との間の伝播スケジュールを取り消します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
session - JMSセッション

destination - 伝播スケジュールを取り消す宛先データベースのデータベース・リンク

例外例外例外例外
JMSException - 伝播スケジュールを取り消すことができなかった場合
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AQjmsDestinationProperty

public class AQjmsDestinationProperty
oracle.jms.AQjmsDestinationProperty

このクラスは、宛先のプロパティを定義します。

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

フィールド

NORMAL_QUEUE

EXCEPTION_QUEUE

INFINITE  無限保存。

コンストラクタ

AQjmsDestinationProperty() コンストラクタ - デフォルトの宛先のプロパティでオ
ブジェクトを初期化します。

メソッド

getQueueType このメソッドは、キュー・タイプを取得します。

setQueueType このメソッドは、キュー・タイプの設定に使用します。

getMaxRetries このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大
再試行回数を取得します。

setMaxRetries このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大
再試行回数を設定します。

setRetryInterval このメソッドは、再試行間隔を設定します。これは、
アプリケーションのロールバック後、このメッセージ
の処理がスケジュールされるまでの時間です。 デフォ
ルトは 0（ゼロ）です。

getRetryInterval このメソッドは、再試行間隔を取得します。

getRetentionTime このメソッドは、保存時間を設定します。

setRetentionTime このメソッドは、保存時間を設定します。

getComment このメソッドは、キューのコメントを取得します。

setComment このメソッドは、キューのコメントを設定します。
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定数定数定数定数
public static final int NORMAL_QUEUE
public static final int EXCEPTION_QUEUE
public static final int INFINITE   /* infinite retention */

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

AQjmsDestinationProperty()
public  AQjmsDestinationProperty()

コンストラクタ - デフォルトの宛先のプロパティでオブジェクトを初期化します。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getQueueType
public int getQueueType() throws AQException

このメソッドは、キュー・タイプを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
NORMAL_QUEUEまたは EXCEPTION_QUEUE

setQueueType
public void setQueueType(int q_type) throws AQException

このメソッドは、キュー・タイプの設定に使用します。
  

getMaxRetries
public int getMaxRetries() throws AQException

このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大再試行回数を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

q_type NORMAL_QUEUEまたは EXCEPTION_QUEUE
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setMaxRetries
public void setMaxRetries(int retries) throws AQException
public void setMaxRetries(Integer retries) throws AQException

このメソッドは、REMOVEモードでのデキューの最大再試行回数を設定します。
  

 setRetryInterval
public void setRetryInterval(double interval) throws AQException
public void setRetryInterval(Double interval) throws AQException

このメソッドは、再試行間隔を設定します。これは、アプリケーションのロールバック後、
このメッセージの処理がスケジュールされるまでの時間です。 デフォルトは 0（ゼロ）です。
  

getRetryInterval
public double getRetryInterval() throws AQException

このメソッドは、再試行間隔を取得します。

getRetentionTime
public double getRetentionTime() throws AQException

このメソッドは、保存時間を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

retries REMOVEモードでの最大再試行回数。NULLを指定する
と、デフォルトが使用されます。 デフォルトは、シング
ル・コンシューマ・キューと 8.1互換のマルチ・コン
シューマ・キューに適用されます。 Max_retriesは、8.0
互換のマルチ・コンシューマ・キューではサポートされて
いません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

interval 再試行間隔。NULLを指定すると、デフォルトが使用され
ます。
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setRetentionTime
public void setRetentionTime(double r_time) throws AQException
public void setRetentionTime(Double r_time) throws AQException

このメソッドは、保存時間を設定します。
  

getComment
public java.lang.String getComment() throws AQException

このメソッドは、キューのコメントを取得します。

setComment
public void setComment(java.lang.String qt_comment) throws AQException

このメソッドは、キューのコメントを設定します。
  

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

r_time 保存時間。NULLを指定すると、デフォルトが使用されま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 意味意味意味意味

qt_comment キューのコメント
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AQjmsException

構文構文構文構文
public class AQjmsException extends javax.jms.JMSException

java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--oracle.jms.AQjmsException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は JMSExceptionを拡張し、Oracleエラー・コードを追加します。これは、すべて
の JMS例外のルートです。

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

メソッド

getErrorNumber() 例外に対応する Oracleエラー・コードを取得します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getErrorNumber()
public int getErrorNumber()

例外に対応する Oracleエラー・コードを取得します。
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AQjmsFactory

構文構文構文構文
public class AQjmsFactory extends java.lang.Object

java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsFactory

説明説明説明説明
このクラスは、Oracleによる JMSの実装で、管理される ConnectionFactoryオブジェクト
にアクセスするために使用します。

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

メソッド

getQueueConnectionFactory(String, 
Properties)

キュー・コネクション・ファクトリを取得しま
す。

getQueueConnectionFactory(String, 
String, int, String)

キュー・コネクション・ファクトリを取得しま
す。

getTopicConnectionFactory(String, 
Properties)

トピック・コネクション・ファクトリを取得し
ます。

getTopicConnectionFactory(String, 
String, int, String)

トピック・コネクション・ファクトリを取得し
ます。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
パッケージ oracle.jms 2-83



AQjmsFactory
メソッドメソッドメソッドメソッド

getQueueConnectionFactory(String, Properties)
public static javax.jms.QueueConnectionFactory 
getQueueConnectionFactory(java.lang.String jdbc_url, java.util.Properties info)

キュー・コネクション・ファクトリを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
jdbc_url - infoプロパティの情報に接続する URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー・コネクション・ファクトリ

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクション・ファクトリの取得
に失敗した場合

getQueueConnectionFactory(String, String, int, String)
public static javax.jms.QueueConnectionFactory 
getQueueConnectionFactory(java.lang.String hostname, java.lang.String oracle_sid, 
int portno, java.lang.String driver)

キュー・コネクション・ファクトリを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
hostname - Oracleを実行しているホストの名前 oracle_sid Oracleシステムの識別子 portno 
ポート番号 driver JDBCドライバのタイプ

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー・コネクション・ファクトリ

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクション・ファクトリの取得
に失敗した場合
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getTopicConnectionFactory(String, Properties)
public static javax.jms.TopicConnectionFactory 
getTopicConnectionFactory(java.lang.String jdbc_url, java.util.Properties info)

トピック・コネクション・ファクトリを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
jdbc_url - infoプロパティの情報に接続する URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピック・コネクション・ファクトリ

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクション・ファクトリの取得
に失敗した場合

getTopicConnectionFactory(String, String, int, String)
public static javax.jms.TopicConnectionFactory 
getTopicConnectionFactory(java.lang.String hostname, java.lang.String oracle_sid, 
int portno, java.lang.String driver)

トピック・コネクション・ファクトリを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
hostname - Oracleを実行しているホストの名前 oracle_sid Oracleシステムの識別子 portno 
ポート番号 driver JDBCドライバのタイプ

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピック・コネクション・ファクトリ

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクション・ファクトリの取得
に失敗した場合
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AQjmsInvalidDestinationException

構文構文構文構文
public class AQjmsInvalidDestinationException 
   extends javax.jms.InvalidDestinationException

java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--javax.jms.InvalidDestinationException

|
+--oracle.jms.AQjmsInvalidDestinationException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は、InvalidDestinationExceptionを拡張します。宛先が無効な場合に発生します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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AQjmsInvalidSelectorException

構文構文構文構文
public class AQjmsInvalidSelectorException 
   extends javax.jms.InvalidSelectorException
 
java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--javax.jms.InvalidSelectorException

|
+--oracle.jms.AQjmsInvalidSelectorException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は、InvalidSelectorExceptionを拡張します。指定したMessageSelectorが無効な場
合に発生します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
パッケージ oracle.jms 2-87



AQjmsMapMessage
AQjmsMapMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsMapMessage extends AQjmsMessage 
   implements javax.jms.MapMessage

java.lang.Object
|
+--AQjmsMessage

|
+--oracle.jms.AQjmsMapMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.MapMessage, javax.jms.Message

説明説明説明説明
このクラスは、MapMessageインタフェースを実装します。MapMessageは、名前 -値のペアを
送信するために使用します。名前は String、値は Javaの基本型です。

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

clearBody() メッセージ本体を消去します。

clearProperties() メッセージのプロパティを消去します。

getBoolean(String) 指定した名前の boolean型の値を戻します。

getByte(String) 指定した名前の byte型の値を戻します。

getBytes(String) 指定した名前のバイト配列の値を戻します。

getChar(String) 指定した名前の Unicode文字の値を戻します。

getDouble(String) 指定した名前の double型の値を戻します。

getFloat(String) 指定した名前の float型の値を戻します。

getInt(String) 指定した名前の int型の値を戻します。

getLong(String) 指定した名前の long型の値を戻します。

getMapNames() すべてのマップ・メッセージ名の一覧を戻します。

getObject(String) 指定した名前の Javaオブジェクトの値を戻します。
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getShort(String) 指定した名前の short型の値を戻します。

getString(String) 指定した名前の String型の値をマップに取得します。

itemExists(String) ある項目がこのMapMessage内に存在しているかどうか
をチェックします。

setBoolean(String, boolean) 指定した名前の boolean型の値をマップに設定します。

setByte(String, byte) 指定した名前の byte型の値をマップに設定します。

setBytes(String, byte[]) 指定した名前のバイト配列の値をマップに設定します。

setBytes(String, byte[], 
int, int)

指定した名前のバイト配列値の一部をマップに設定しま
す。

setChar(String, char) 指定した名前の Unicode文字の値をマップに設定します。

setDouble(String, double) 指定した名前の double型の値をマップに設定します。

setFloat(String, float) 指定した名前の float型の値をマップに設定します。

setInt(String, int) 指定した名前の int型の値をマップに設定します。

setLong(String, long) 指定した名前の long型の値をマップに設定します。

setObject(String, Object) 指定した名前の Javaオブジェクトの値をマップに設定し
ます。

setShort(String, short) 指定した名前の short型の値をマップに設定します。

setString(String, String) 指定した名前の String型の値をマップに取得します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE

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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クラス AQjmsMessageから継承されるメソッド

getBooleanProperty(String), getByteProperty(String), 
getDoubleProperty(String), getFloatProperty(String), 
getIntProperty(String), getJMSCorrelationID(), 
getJMSCorrelationIDAsBytes(), getJMSDeliveryMode(), 
getJMSDestination(), getJMSExpiration(), getJMSMessageID(), 
getJMSMessageIDAsBytes(), getJMSPriority(), getJMSRedelivered(), 
getJMSReplyTo(), getJMSTimestamp(), getJMSType(), 
getLongProperty(String), getObjectProperty(String), getPropertyNames(), 
getSenderID(), getShortProperty(String), getStringProperty(String), 
propertyExists(String), setBooleanProperty(String, boolean), 
setByteProperty(String, byte), setDoubleProperty(String, double), 
setFloatProperty(String, float), setIntProperty(String, int), 
setJMSCorrelationID(String), setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[]), 
setJMSDestination(Destination), setJMSExpiration(long), 
setJMSMessageID(String), setJMSPriority(int), 
setJMSRedelivered(boolean), setJMSReplyTo(Destination), 
setJMSTimestamp(long), setJMSType(String), setLongProperty(String, 
long), setObjectProperty(String, Object), setSenderID(AQjmsAgent), 
setShortProperty(String, short), setStringProperty(String, String)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

getBooleanProperty, getByteProperty, getDoubleProperty, 
getFloatProperty, getIntProperty, getJMSCorrelationID, 
getJMSCorrelationIDAsBytes, getJMSDeliveryMode, getJMSDestination, 
getJMSExpiration, getJMSMessageID, getJMSPriority, getJMSRedelivered, 
getJMSReplyTo, getJMSTimestamp, getJMSType, getLongProperty, 
getObjectProperty, getPropertyNames, getShortProperty, 
getStringProperty, propertyExists, setBooleanProperty, setByteProperty, 
setDoubleProperty, setFloatProperty, setIntProperty, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSReplyTo, setJMSTimestamp, setJMSType, 
setLongProperty, setObjectProperty, setShortProperty, setStringProperty

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

clearBody()
public void clearBody()

メッセージ本体を消去します。メッセージの他の部分はすべてそのまま残ります。メッセー
ジは読み書きが可能になります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearBody()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ本体の消去に失敗した場合

clearProperties()
public void clearProperties()

メッセージのプロパティを消去します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearProperties()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearProperties()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・プロパティの消去に失
敗した場合
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getBoolean(String)
public boolean getBoolean(java.lang.String name)

指定した名前の boolean型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getBoolean(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - boolean型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の boolean型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getByte(String)
public byte getByte(java.lang.String name)

指定した名前の byte型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.getByte(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - byte型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の byte型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合
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getBytes(String)
public byte[] getBytes(java.lang.String name)

指定した名前のバイト配列の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getBytes(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - バイト配列の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前のバイト配列の値。この名前の項目がない場合は、NULL値が戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getChar(String)
public char getChar(java.lang.String name)

指定した名前の Unicode文字の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getChar(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Unicode文字の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の Unicode文字の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合
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getDouble(String)
public double getDouble(java.lang.String name)

指定した名前の double型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getDouble(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - double型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の double型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getFloat(String)
public float getFloat(java.lang.String name)

指定した名前の float型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getFloat(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - float型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の float型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合
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getInt(String)
public int getInt(java.lang.String name)

指定した名前の int型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.getInt(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - int型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の int型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getLong(String)
public long getLong(java.lang.String name)

指定した名前の long型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getLong(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - long型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の long型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合
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getMapNames()
public java.util.Enumeration getMapNames()

すべてのマップ・メッセージ名の一覧を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.getMapNames()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このマップ・メッセージ内にあるすべての名前の一覧

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

getObject(String)
public java.lang.Object getObject(java.lang.String name)

指定した名前の Javaオブジェクトの値を戻します。 

このメソッドは、setObjectメソッド・コールまたは基本型設定メソッドでマップ内に格納
されていたオブジェクトを、オブジェクト化された形式で戻すために使用できることに注意
してください。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getObject(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Javaオブジェクトの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の Javaオブジェクトの値をオブジェクト化された形式で戻します（つまり、
intで設定された場合は、Integerが戻されます）。この名前の項目がない場合は、NULL値
が戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合
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getShort(String)
public short getShort(java.lang.String name)

指定した名前の short型の値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getShort(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - short型の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の short型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getString(String)
public java.lang.String getString(java.lang.String name)

指定した名前の String型の値をマップに取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.getString(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - String型の名前

value - マップに設定する String型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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itemExists(String)
public boolean itemExists(java.lang.String name)

ある項目がこのMapMessage内に存在しているかどうかをチェックします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.itemExists(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - テストする項目の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
項目が存在している場合は TRUE

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーが発生した場合

setBoolean(String, boolean)
public void setBoolean(java.lang.String name, boolean value)

指定した名前の boolean型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setBoolean(java.lang.String, boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - boolean型の名前

value - マップに設定する boolean型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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setByte(String, byte)
public void setByte(java.lang.String name, byte value)

指定した名前の byte型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.setByte(java.lang.String, 
byte)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - byte型の名前

value - マップに設定する byte型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

setBytes(String, byte[])
public void setBytes(java.lang.String name, byte[] value)

指定した名前のバイト配列の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setBytes(java.lang.String, byte[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - バイト配列の名前

value - マップに設定するバイト配列の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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setBytes(String, byte[], int, int)
public void setBytes(java.lang.String name, byte[] value, int offset, int length)

指定した名前のバイト配列値の一部をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setBytes(java.lang.String, byte[], int, int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - バイト配列の名前

value - マップに設定するバイト配列の値

offset - バイト配列内の初期オフセット

length - 使用するバイト数

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

setChar(String, char)
public void setChar(java.lang.String name, char value)

指定した名前の Unicode文字の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.setChar(java.lang.String, 
char)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Unicode文字の名前

value - マップに設定する Unicode文字の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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setDouble(String, double)
public void setDouble(java.lang.String name, double value)

指定した名前の double型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setDouble(java.lang.String, double)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - double型の名前

value - マップに設定する double型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

setFloat(String, float)
public void setFloat(java.lang.String name, float value)

指定した名前の float型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.setFloat(java.lang.String, 
float)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - float型の名前

value - マップに設定する float型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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setInt(String, int)
public void setInt(java.lang.String name, int value)

指定した名前の int型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の javax.jms.MapMessage.setInt(java.lang.String, 
int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - int型の名前

value - マップに設定する int型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

setLong(String, long)
public void setLong(java.lang.String name, long value)

指定した名前の long型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setLong(java.lang.String, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - long型の名前

value - マップに設定する long型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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setObject(String, Object)
public void setObject(java.lang.String name, java.lang.Object value)

指定した名前の Javaオブジェクトの値をマップに設定します。 

このメソッドは、オブジェクト化された基本オブジェクト型（Integer、Double、Longな
ど）、String型およびバイト配列に対してのみ機能す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
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setObject(java.lang.String, java.lang.Object)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Javaオブジェクトの名前

value - マップに設定する Javaオブジェクトの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageFormatException - オブジェクトが無効な場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合

setShort(String, short)
public void setShort(java.lang.String name, short value)

指定した名前の short型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setShort(java.lang.String, short)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - short型の名前

value - マップに設定する short型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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setString(String, String)
public void setString(java.lang.String name, java.lang.String value)

指定した名前の String型の値をマップに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MapMessage内の
javax.jms.MapMessage.setString(java.lang.String, java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - String型の名前

value - マップに設定する String型の値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの書込みに失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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AQjmsMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsMessage extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.Message
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsMessage

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
AQjmsAdtMessage, AQjmsBytesMessage, AQjmsMapMessage, AQjmsObjectMessage, 
AQjmsStreamMessage, AQjmsTextMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Message

説明説明説明説明
このクラスは、Messageインタフェースを実装します。これは、すべての JMSメッセージ
のスーパークラスです。

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

clearBody() メッセージ本体を消去します。

clearProperties() メッセージのプロパティを消去します。

getBooleanProperty(String) 指定した名前の boolean型プロパティの値を戻しま
す。

getByteProperty(String) 指定した名前の byte型プロパティの値を戻します。

getDoubleProperty(String) 指定した名前の double型プロパティの値を戻しま
す。

getFloatProperty(String) 指定した名前の float型プロパティの値を戻します。

getIntProperty(String) 指定した名前の int型プロパティの値を戻します。

getJMSCorrelationID() メッセージの相関 IDを取得します。

getJMSCorrelationIDAsBytes() メッセージの相関 IDをバイトの配列で取得します。

getJMSDeliveryMode() このメッセージの配信モードを取得します。
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getJMSDestination() このメッセージの宛先を取得します。

getJMSExpiration() メッセージのタイムアウト値を取得します。

getJMSMessageID() メッセージ IDを取得します。

getJMSMessageIDAsBytes() メッセージ IDを取得します。

getJMSPriority() メッセージの優先順位を取得します。

getJMSRedelivered() このメッセージが再度配信されているかどうかの識
別を取得します。

getJMSReplyTo() このメッセージの replyToフィールドを取得しま
す。

getJMSTimestamp() メッセージのタイムスタンプを取得します。

getJMSType() メッセージ・タイプを取得します。

getLongProperty(String) 指定した名前の long型プロパティの値を戻します。

getObjectProperty(String) 指定した名前のプロパティの値を Javaユーザー定
義型で戻します。

getPropertyNames() すべてのプロパティ名の一覧を戻します。

getSenderID() メッセージの senderIDを取得します。

getShortProperty(String) 指定した名前の short型プロパティの値を戻します。

getStringProperty(String) 指定した名前の String型プロパティの値を戻しま
す。

propertyExists(String) プロパティの値が存在するかどうかをチェックしま
す。

setBooleanProperty(String, 
boolean)

指定した名前の boolean型プロパティの値をメッ
セージに設定します。

setByteProperty(String, byte) 指定した名前の byte型プロパティの値をメッセー
ジに設定します。

setDoubleProperty(String, 
double)

指定した名前の double型プロパティの値をメッ
セージに設定します。

setFloatProperty(String, float) 指定した名前の float型プロパティの値をメッセー
ジに設定します。

setIntProperty(String, int) 指定した名前の int型プロパティの値をメッセージ
に設定します。

setJMSCorrelationID(String) メッセージの相関 ID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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setJMSCorrelationIDAsBytes(byte
[])

メッセージの相関 IDをバイトの配列で設定します。

setJMSDestination(Destination) このメッセージの宛先を設定します。

setJMSExpiration(long) メッセージのタイムアウト値を設定します。この
フィールドは、メッセージの送信時にプロバイダが
設定します。

setJMSMessageID(String) メッセージ IDを設定します。

setJMSPriority(int) このメッセージの優先順位を設定します。

setJMSRedelivered(boolean) このメッセージが再度配信されているかどうかの識
別を取得します。

setJMSReplyTo(Destination) このメッセージの返信先を設定します。

setJMSTimestamp(long) メッセージのタイムスタンプを設定します。

setJMSType(String) メッセージ・タイプを設定します。

setLongProperty(String, long) 指定した名前の long型プロパティの値をメッセー
ジに設定します。

setObjectProperty(String, 
Object)

指定した名前の Javaオブジェクト・プロパティの
値をメッセージに設定します。

setSenderID(AQjmsAgent) メッセージの senderIDを設定します。

setShortProperty(String, short) 指定した名前の short型プロパティの値をメッセー
ジに設定します。

setStringProperty(String, 
String)

指定した名前の String型プロパティの値をメッセー
ジに設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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メソッドメソッドメソッドメソッド

clearBody()
public void clearBody()

メッセージ本体を消去します。メッセージの他の部分はすべてそのまま残ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

例外例外例外例外
JMSException - JMSがメッセージの消去に失敗した場合

clearProperties()
public void clearProperties()

メッセージのプロパティを消去します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearProperties()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・プロパティの消去に失
敗した場合

getBooleanProperty(String)
public boolean getBooleanProperty(java.lang.String name)

指定した名前の boolean型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getBooleanProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - boolean型プロパティの名前
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戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の boolean型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getByteProperty(String)
public byte getByteProperty(java.lang.String name)

指定した名前の byte型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getByteProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - byte型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の byte型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getDoubleProperty(String)
public double getDoubleProperty(java.lang.String name)

指定した名前の double型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getDoubleProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - double型プロパティの名前
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戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の double型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getFloatProperty(String)
public float getFloatProperty(java.lang.String name)

指定した名前の float型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getFloatProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - float型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の float型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getIntProperty(String)
public int getIntProperty(java.lang.String name)

指定した名前の int型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getIntProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - int型プロパティの名前
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戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の int型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getJMSCorrelationID()
public java.lang.String getJMSCorrelationID()

メッセージの相関 IDを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSCorrelationID()

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としてのメッセージの相関 ID

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが相関 IDの取得に失敗した場合

getJMSCorrelationIDAsBytes()
public byte[] getJMSCorrelationIDAsBytes()

メッセージの相関 IDをバイトの配列で取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSCorrelationIDAsBytes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
バイトの配列としてのメッセージの相関 ID

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが相関 IDの取得に失敗した場合
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getJMSDeliveryMode()
public int getJMSDeliveryMode()

このメッセージの配信モードを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSDeliveryMode()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージの配信モード。現行のバージョンでは、常に DeliveryMode.PERSISTENTが
戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMS DeliveryModeの取得に失敗した場
合

getJMSDestination()
public javax.jms.Destination getJMSDestination()

このメッセージの宛先を取得します。宛先フィールドには、メッセージの送信先が含まれて
います。メッセージの送信時には、この値は無視されます。送信メソッドの完了後、送信に
よって指定された宛先が保持されます。メッセージの受信時には、その宛先の値が、送信時
に割り当てられた値と同じであることが必要です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSDestination()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージの宛先

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMS Destinationの取得に失敗した場合

getJMSExpiration()
public long getJMSExpiration()

メッセージのタイムアウト値を取得します。メッセージの送信時には、タイムアウト値は未
割当てのままです。送信メソッドの完了後、メッセージのタイムアウト値が保持されます。
これは、送信時のグリニッジ標準時（GMT）とクライアントが指定した Time-To-Live
2-112　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsMessage
（TTL）値の合計です。Time-To-Live（TTL）に 0（ゼロ）を指定すると、タイムアウト値に
0（ゼロ）が設定され、メッセージはタイムアウトになりません。メッセージがタイムアウ
トになると、そのメッセージは宛先のキューまたはトピックに対応する例外キューに移され
ます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSExpiration()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージがタイムアウトになるまでの時間。送信時のグリニッジ標準時（GMT）とクライ
アントが指定した Time-To-Live（TTL）値の合計です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSのメッセージのタイムアウト取得に
失敗した場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
javax.jms.Message#setJMSExpiration()

getJMSMessageID()
public java.lang.String getJMSMessageID()

メッセージ IDを取得します。メッセージ IDのヘッダー・フィールドには、プロバイダが送
信した各メッセージを一意に識別する値が含まれています。送信メソッドが戻ると、プロバ
イダが割り当てた値が含まれています。JMSMessageIDのすべての文字列値は、接頭語 `ID:'
で始まります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSMessageID()

戻り値戻り値戻り値戻り値
文字列としてのメッセージ ID（接頭語 'ID:'）

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ IDの取得に失敗した場合
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getJMSMessageIDAsBytes()
public byte[] getJMSMessageIDAsBytes()

メッセージ IDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
バイト配列としてのメッセージ ID

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ IDの取得に失敗した場合

getJMSPriority()
public int getJMSPriority()

メッセージの優先順位を取得します。 JMSでは、0（ゼロ）～ 9までの 10レベルの優先順位
値が定義されています。0（ゼロ）が最も順位が低く、9が最も高い順位です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSPriority()

戻り値戻り値戻り値戻り値
デフォルトのメッセージ優先順位

getJMSRedelivered()
public boolean getJMSRedelivered()

このメッセージが再度配信されているかどうかの識別を取得します。 

再配信の標識が設定されたメッセージをクライアントが受信した場合、このメッセージはク
ライアントに以前に配信され、クライアントがトランザクションをコミットしなかった可能
性があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSRedelivered()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージが再度配信されている場合は TRUEに設定
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例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMS Redeliveredフラグの取得に失敗し
た場合

getJMSReplyTo()
public javax.jms.Destination getJMSReplyTo()

このメッセージの replyToフィールドを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSReplyTo()

戻り値戻り値戻り値戻り値
replyToの宛先（形式は AQjmsAgent）

getJMSTimestamp()
public long getJMSTimestamp()

メッセージのタイムスタンプを取得します。JMSTimestampヘッダー・フィールドには、送
信用のメッセージがプロバイダに渡された時間が含まれています。メッセージの送信時に
は、JMSTimestampは無視されます。送信が完了すると、このメソッドにはメッセージがエ
ンキューされた時間が含まれます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSTimestamp()

例外例外例外例外
JMSException - JMSがタイムスタンプの取得に失敗した場合

getJMSType()
public java.lang.String getJMSType()

メッセージ・タイプを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getJMSType()
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戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージ・タイプ

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・タイプの取得に失敗し
た場合

getLongProperty(String)
public long getLongProperty(java.lang.String name)

指定した名前の long型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getLongProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - long型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の long型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getObjectProperty(String)
public java.lang.Object getObjectProperty(java.lang.String name)

指定した名前のプロパティの値を Javaユーザー定義型で戻します。このメソッドは、
setObjectメソッド・コールまたは基本型設定メソッドでプロパティとしてメッセージ内
に格納されていたオブジェクトを、オブジェクト化された形式で戻すために使用できること
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
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getObjectProperty(java.lang.String)
2-116　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsMessage
パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Javaオブジェクト・プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の Javaオブジェクト・プロパティの値をオブジェクト化された形式で戻しま
す（つまり、intで設定された場合は、Integerが戻されます）。この名前のプロパティがな
い場合は、NULL値が戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの取得に失敗した場合

getPropertyNames()
public synchronized java.util.Enumeration getPropertyNames()

すべてのプロパティ名の一覧を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.getPropertyNames()

戻り値戻り値戻り値戻り値
プロパティ値のすべての名前の一覧

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティ名の取得に失敗した場合

getSenderID()
public AQjmsAgent getSenderID()

メッセージの senderIDを取得します。この値は、送信者がメッセージの送信前に設定した
場合のみ使用可能です。

例外例外例外例外
JMSException - JMSが SenderIDの取得に失敗した場合
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getShortProperty(String)
public short getShortProperty(java.lang.String name)

指定した名前の short型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getShortProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - short型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の short型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合

getStringProperty(String)
public java.lang.String getStringProperty(java.lang.String name)

指定した名前の String型プロパティの値を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.getStringProperty(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - String型プロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定した名前の String型プロパティの値。この名前のプロパティがない場合は、NULL値が
戻されます。

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの取得に失敗した場合

MessageFormatException - この型変換が無効な場合
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propertyExists(String)
public boolean propertyExists(java.lang.String name)

プロパティの値が存在するかどうかをチェックします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.propertyExists(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - テストするプロパティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
プロパティが存在している場合は TRUE

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがプロパティの存在のチェックに失敗した
場合

setBooleanProperty(String, boolean)
public void setBooleanProperty(java.lang.String name, boolean value)

指定した名前の boolean型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setBooleanProperty(java.lang.String, boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - boolean型プロパティの名前

value - メッセージに設定する boolean型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
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setByteProperty(String, byte)
public void setByteProperty(java.lang.String name, byte value)

指定した名前の byte型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setByteProperty(java.lang.String, 
byte)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - byte型プロパティの名前

value - メッセージに設定する byte型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setDoubleProperty(String, double)
public void setDoubleProperty(java.lang.String name, double value)

指定した名前の double型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setDoubleProperty(java.lang.String, double)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - double型プロパティの名前

value - メッセージに設定する double型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
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setFloatProperty(String, float)
public void setFloatProperty(java.lang.String name, float value)

指定した名前の float型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setFloatProperty(java.lang.String, 
float)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - float型プロパティの名前

value - メッセージに設定する float型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setIntProperty(String, int)
public void setIntProperty(java.lang.String name, int value)

指定した名前の int型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setIntProperty(java.lang.String, 
int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - int型プロパティの名前

value - メッセージに設定する int型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
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setJMSCorrelationID(String)
public void setJMSCorrelationID(java.lang.String correlationID)

メッセージの相関 IDを設定します。クライアントは、JMSCorrelationIDのヘッダー・
フィールドを使用して、あるメッセージを別のメッセージにリンクできます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setJMSCorrelationID(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
correlationID - 参照先のメッセージのメッセージ ID

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが相関 IDの設定に失敗した場合

setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[])
public void setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[] correlationID)

メッセージの相関 IDをバイトの配列で設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
correlationID - バイトの配列としての相関 IDの値

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが相関 IDの設定に失敗した場合

setJMSDestination(Destination)
public void setJMSDestination(javax.jms.Destination destination)

このメッセージの宛先を設定します。このフィールドは、メッセージの送信時にプロバイダ
が設定します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setJMSDestination(javax.jms.Destination)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
destination - このメッセージの宛先

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMS Destinationの設定に失敗した場合

setJMSExpiration(long)
public void setJMSExpiration(long expiration)

メッセージのタイムアウト値を設定します。このフィールドは、メッセージの送信時にプロ
バイダが設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setJMSExpiration(long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
expiration - メッセージのタイムアウト時刻

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSのメッセージのタイムアウト設定に
失敗した場合

setJMSMessageID(String)
public void setJMSMessageID(java.lang.String id)

メッセージ IDを設定します。このフィールドは、メッセージの送信時にプロバイダが設定
します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setJMSMessageID(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
id - メッセージの ID
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例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ IDの設定に失敗した場合

setJMSPriority(int)
public void setJMSPriority(int priority)

このメッセージの優先順位を設定します。このフィールドは、メッセージの送信時にプロバ
イダが設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setJMSPriority(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
priority - このメッセージの優先順位

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ優先順位の設定に失敗し
た場合

setJMSRedelivered(boolean)
public void setJMSRedelivered(boolean redelivered)

このメッセージが再度配信されているかどうかの識別を取得します。このフィールドは、
メッセージの配信時に設定されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setJMSRedelivered(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
redelivered - このメッセージが再度配信されているかどうかの識別

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMS Redeliveredフラグの設定に失敗し
た場合
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setJMSReplyTo(Destination)
public void setJMSReplyTo(javax.jms.Destination replyTo)

このメッセージの返信先を設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setJMSReplyTo(javax.jms.Destination)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
replyTo - このメッセージの応答の送信先。宛先は、（consumer_nameとキューまたはト
ピックのアドレスを持つ）AQjmsAgentとして指定する必要があります。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが ReplyTo Destinationの設定に失敗した
場合

setJMSTimestamp(long)
public void setJMSTimestamp(long timestamp)

メッセージのタイムスタンプを設定します。このフィールドは、メッセージの送信時にプロ
バイダが設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setJMSTimestamp(long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timestamp - このメッセージのタイムスタンプ

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがタイムスタンプの設定に失敗した場合
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setJMSType(String)
public void setJMSType(java.lang.String type)

メッセージ・タイプを設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setJMSType(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
type - メッセージのタイプ

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・タイプの設定に失敗し
た場合

setLongProperty(String, long)
public void setLongProperty(java.lang.String name, long value)

指定した名前の long型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setLongProperty(java.lang.String, 
long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - long型プロパティの名前

value - メッセージに設定する long型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setObjectProperty(String, Object)
public void setObjectProperty(java.lang.String name, java.lang.Object value)

指定した名前の Javaオブジェクト・プロパティの値をメッセージに設定します。このメ
ソッドは、オブジェクト化された基本オブジェクト型（Integer、Double、Longなど）と
String型に対してのみ機能する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
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setObjectProperty(java.lang.String, java.lang.Object)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - Javaオブジェクト・プロパティの名前

value - メッセージに設定する Javaオブジェクトのプロパティ値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageFormatException - オブジェクトが無効な場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合

setSenderID(AQjmsAgent)
public void setSenderID(AQjmsAgent sender)

メッセージの senderIDを設定します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSが SenderIDの設定に失敗した場合

setShortProperty(String, short)
public void setShortProperty(java.lang.String name, short value)

指定した名前の short型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.setShortProperty(java.lang.String, 
short)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - short型プロパティの名前

value - メッセージに設定する short型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
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setStringProperty(String, String)
public void setStringProperty(java.lang.String name, java.lang.String value)

指定した名前の String型プロパティの値をメッセージに設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の
javax.jms.Message.setStringProperty(java.lang.String, java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - String型プロパティの名前

value - メッセージに設定する String型プロパティの値

例外例外例外例外
JMSException - JMSがプロパティの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - プロパティが読取り専用の場合
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AQjmsMessageEOFException

構文構文構文構文
public class AQjmsMessageEOFException 
   extends javax.jms.MessageEOFException

java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--javax.jms.MessageEOFException

|
+--oracle.jms.AQjmsMessageEOFException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は、MessageEOFExceptionを拡張します。StreamMessageまたは BytesMessageの
読込み時に、予期しないストリームの終了に到達した場合に発生します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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AQjmsMessageFormatException

構文構文構文構文
public class AQjmsMessageFormatException 
   extends javax.jms.MessageFormatException

java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--javax.jms.MessageFormatException

|
+--oracle.jms.AQjmsMessageFormatException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は、MessageFormatExceptionを拡張します。クライアントが、メッセージでサ
ポートされていないデータ型を使用しようとしたとき、またはメッセージ内のデータを異な
る型で読み込もうとしたときに発生します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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AQjmsMessageNotReadableException

構文構文構文構文
public class AQjmsMessageNotReadableException 
   extends javax.jms.MessageNotReadableException
 
java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--javax.jms.MessageNotReadableException

|
+--oracle.jms.AQjmsMessageNotReadableException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は、MessageNotReadableExceptionを拡張します。クライアントが、書込み専用
メッセージを読み込もうとしたときに発生します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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AQjmsMessageNotWriteableException

構文構文構文構文
public class AQjmsMessageNotWriteableException 
   extends javax.jms.MessageNotWriteableException
 
java.lang.Object
|
+--java.lang.Throwable

|
+--java.lang.Exception

|
+--javax.jms.JMSException

|
+--javax.jms.MessageNotWriteableException

|
+--oracle.jms.AQjmsMessageNotWriteableException

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
この例外は、MessageNotWriteableExceptionを拡張します。クライアントが、読取り専用
メッセージを書き込もうとしたときに発生します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.JMSExceptionから継承されるメソッド

getErrorCode, getLinkedException, setLinkedException

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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AQjmsObjectMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsObjectMessage extends AQjmsMessage 
   implements javax.jms.ObjectMessage
 
java.lang.Object
|
+--AQjmsMessage

|
+--oracle.jms.AQjmsObjectMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Message, javax.jms.ObjectMessage

説明説明説明説明
このクラスは、ObjectMessageインタフェースを実装します。ObjectMessageは、シリアラ
イズ可能な Javaオブジェクトを含んだメッセージを送信するために使用します。

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

メソッド

clearBody() メッセージ本体を消去します。

clearProperties() メッセージのプロパティを消去します。

getObject() このメッセージのデータを含んだシリアライズ可能なオ
ブジェクトを取得します。

setObject(Serializable) このメッセージのデータを含んだシリアライズ可能なオ
ブジェクトを設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE
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クラス AQjmsMessageから継承されるメソッド

getBooleanProperty(String), getByteProperty(String), 
getDoubleProperty(String), getFloatProperty(String), 
getIntProperty(String), getJMSCorrelationID(), 
getJMSCorrelationIDAsBytes(), getJMSDeliveryMode(), 
getJMSDestination(), getJMSExpiration(), getJMSMessageID(), 
getJMSMessageIDAsBytes(), getJMSPriority(), getJMSRedelivered(), 
getJMSReplyTo(), getJMSTimestamp(), getJMSType(), 
getLongProperty(String), getObjectProperty(String), getPropertyNames(), 
getSenderID(), getShortProperty(String), getStringProperty(String), 
propertyExists(String), setBooleanProperty(String, boolean), 
setByteProperty(String, byte), setDoubleProperty(String, double), 
setFloatProperty(String, float), setIntProperty(String, int), 
setJMSCorrelationID(String), setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[]), 
setJMSDestination(Destination), setJMSExpiration(long), 
setJMSMessageID(String), setJMSPriority(int), 
setJMSRedelivered(boolean), setJMSReplyTo(Destination), 
setJMSTimestamp(long), setJMSType(String), setLongProperty(String, 
long), setObjectProperty(String, Object), setSenderID(AQjmsAgent), 
setShortProperty(String, short), setStringProperty(String, String)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

getBooleanProperty, getByteProperty, getDoubleProperty, 
getFloatProperty, getIntProperty, getJMSCorrelationID, 
getJMSCorrelationIDAsBytes, getJMSDeliveryMode, getJMSDestination, 
getJMSExpiration, getJMSMessageID, getJMSPriority, getJMSRedelivered, 
getJMSReplyTo, getJMSTimestamp, getJMSType, getLongProperty, 
getObjectProperty, getPropertyNames, getShortProperty, 
getStringProperty, propertyExists, setBooleanProperty, setByteProperty, 
setDoubleProperty, setFloatProperty, setIntProperty, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSReplyTo, setJMSTimestamp, setJMSType, 
setLongProperty, setObjectProperty, setShortProperty, setStringProperty

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

clearBody()
public void clearBody()

メッセージ本体を消去します。メッセージの他の部分はすべてそのまま残ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearBody()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ本体の消去に失敗した場合

clearProperties()
public void clearProperties()

メッセージのプロパティを消去します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearProperties()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearProperties()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・プロパティの消去に失
敗した場合

getObject()
public java.io.Serializable getObject()

このメッセージのデータを含んだシリアライズ可能なオブジェクトを取得します。デフォル
ト値は NULLです。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.ObjectMessage内の javax.jms.ObjectMessage.getObject()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージのデータを含んだシリアライズ可能なオブジェクト

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがオブジェクトの取得に失敗した場合

MessageFormatException - オブジェクトの非シリアル化に失敗した場合

setObject(Serializable)
public void setObject(java.io.Serializable object)

このメッセージのデータを含んだシリアライズ可能な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
インタフェース javax.jms.ObjectMessage内の
javax.jms.ObjectMessage.setObject(java.io.Serializable)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
object - メッセージのデータ

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがオブジェクトの設定に失敗した場合

MessageFormatException - オブジェクトのシリアル化に失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
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AQjmsOracleDebug

構文構文構文構文
public class AQjmsOracleDebug extends java.lang.Object

java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsOracleDebug

説明説明説明説明
AQ Oracleデバッグ・クラス。オラクル社カスタマ・サポート・センターから指示がない限
り、このクラスは使用しないでください。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getLogStream()
public static java.io.OutputStream getLogStream()

ログ・ストリームを取得します。

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

getLogStream() ログ・ストリームを取得します。

setLogStream(OutputStream) ログ・ストリームを設定します。

setTraceLevel(int) トレース・レベルを設定します。0 - トレースなし（デ
フォルト）、 1 - 致命的なエラー 、2 - その他のエラー、
impメッセージ 、3 - 例外トレース、その他のトレース
情報 、4 - メソッドの開始 /終了、 5 - スタック・ト
レース、変数情報の出力

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
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setLogStream(OutputStream)
public static void setLogStream(java.io.OutputStream output_stream)

ログ・ストリームを設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
output - ログ・ストリーム

setTraceLevel(int)
public static void setTraceLevel(int level)

トレース・レベルを設定します。0 - トレースなし（デフォルト）、 1 - 致命的なエラー 、2 - 
その他のエラー、impメッセージ 、3 - 例外トレース、その他のトレース情報、 4 - メソッド
の開始 /終了、 5 - スタック・トレース、変数情報の出力
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AQjmsProducer

構文構文構文構文
public class AQjmsProducer extends java.lang.Object 
   implements AQjmsQueueSender, AQjmsTopicPublisher
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsProducer

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
AQjmsQueueSender, AQjmsTopicPublisher, javax.jms.MessageProducer, 
javax.jms.QueueSender, javax.jms.TopicPublisher

説明説明説明説明
このクラスは、MessageProducerインタフェースを実装します。MessageProducerは、宛先
にメッセージを送信するために使用します。

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

メソッド

close() プロバイダは、JVMの外部でMessageProducer用に
一部のリソースを割リ当てている場合があります。こ
のため、クライアントでは、不要なリソースをクロー
ズしておく必要があります。

getDeliveryMode() プロデューサのデフォルトの配信モードを取得しま
す。

getDisableMessageID() メッセージ IDが使用禁止にされているかどうかの識
別を取得します。

getDisableMessageTimestamp() メッセージのタイムスタンプが使用禁止にされている
かどうかの識別を取得します。

getPriority() プロデューサのデフォルトの優先順位を取得します。

getQueue() このキュー送信者に関連付けられているキューを取得
します。

getTimeToLive() 発送時以降、メッセージ・システムが生成したメッ
セージを保持している時間のデフォルト長（ミリ秒）
を取得します。

getTopic() この公開者に関連付けられているトピックを取得しま
す。
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publish(Message) トピックにメッセージを公開します。

publish(Message, AQjmsAgent[]) 特定のレシピエントのリストにメッセージを公開しま
す。

publish(Message, AQjmsAgent[], 
int, int, long)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および
TTLを指定して、トピックにメッセージを公開しま
す。

publish(Message, int, int, 
long)

配信モード、優先順位および TTLを指定して、ト
ピックにメッセージを公開します。

publish(Topic, Message) メッセージ・プロデューサが未指定のトピックにメッ
セージを公開します。

publish(Topic, Message, 
AQjmsAgent[])

レシピエントのリストを指定してトピックにメッセー
ジを公開します。

publish(Topic, Message, 
AQjmsAgent[], int, int, long)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および
TTLを指定して、トピックにメッセージを公開しま
す。

publish(Topic, Message, int, 
int, long)

配信モード、優先順位および TTLを指定して、メッ
セージ・プロデューサが未指定のトピックにメッセー
ジを公開します。

send(Message) メッセージを送信します。

send(Message, int, int, long) メッセージを送信します。

send(Queue, Message) メッセージを送信します。

send(Queue, Message, int, int, 
long)

メッセージを送信します。

setDeliveryMode(int) プロデューサのデフォルトの配信モードを設定しま
す。

setDisableMessageID(boolean) メッセージ IDを使用禁止にするかどうかを設定しま
す。

setDisableMessageTimestamp(boo
lean)

メッセージのタイムスタンプを使用禁止にするかどう
かを設定します。

setPriority(int) プロデューサのデフォルトの優先順位を設定します。

setTimeToLive(int) 発送時以降、メッセージ・システムが生成したメッ
セージを保持している時間のデフォルト長（ミリ秒）
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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メソッドメソッドメソッドメソッド

close()
public void close()

プロバイダは、JVMの外部でMessageProducer用に一部のリソースを割リ当てている場合
があります。このため、クライアントでは、不要なリソースをクローズしておく必要があり
ます。これらのリソースは最終的にガーベッジ・コレクションで再生されますが、適切な時
期に行われない可能性があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の javax.jms.MessageProducer.close()

例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、JMSがプロデューサのクローズに失敗した場合

getDeliveryMode()
public synchronized int getDeliveryMode()

プロデューサのデフォルトの配信モードを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.getDeliveryMode()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージ・プロデューサのメッセージ配信モード

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが配信モードの取得に失敗した場合

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
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getDisableMessageID()
public synchronized boolean getDisableMessageID()

メッセージ IDが使用禁止にされているかどうかの識別を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.getDisableMessageID()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージのタイムスタンプが使用禁止にされているかどうかの識別

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが使用禁止にされているメッセージ IDの取得に
失敗した場合

getDisableMessageTimestamp()
public synchronized boolean getDisableMessageTimestamp()

メッセージのタイムスタンプが使用禁止にされているかどうかの識別を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.getDisableMessageTimestamp()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージのタイムスタンプが使用禁止にされているかどうかの識別

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが使用禁止にされているメッセージ・タイムス
タンプの取得に失敗した場合

getPriority()
public synchronized int getPriority()

プロデューサのデフォルトの優先順位を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の javax.jms.MessageProducer.getPriority()
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戻り値戻り値戻り値戻り値
このメッセージ・プロデューサのメッセージ優先順位

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが優先順位の取得に失敗した場合

getQueue()
public synchronized javax.jms.Queue getQueue()

このキュー送信者に関連付けられているキューを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSender内の javax.jms.QueueSender.getQueue()

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがこのキュー送信者用のキューの取得に失敗し
た場合

getTimeToLive()
public synchronized int getTimeToLive()

発送時以降、メッセージ・システムが生成したメッセージを保持している時間のデフォルト
長（ミリ秒）を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.getTimeToLive()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが TTLの取得に失敗した場合
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getTopic()
public synchronized javax.jms.Topic getTopic()

この公開者に関連付けられているトピックを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSubscriber内の javax.jms.TopicSubscriber.getTopic()

戻り値戻り値戻り値戻り値
この公開者のトピック

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがこのトピック公開者用のトピックの取得に失
敗した場合

publish(Message)
public synchronized void publish(javax.jms.Message message)

トピックにメッセージを公開します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicPublisher内の
javax.jms.TopicPublisher.publish(javax.jms.Message)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 公開するメッセージ

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Message, AQjmsAgent[])
public synchronized void publish(javax.jms.Message message, AQjmsAgent recipient_
list)

特定のレシピエントのリストにメッセージを公開します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsTopicPublisher内の publish(Message, AQjmsAgent[])
2-144　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsProducer
パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Message, AQjmsAgent[], int, int, long)
public synchronized void publish(javax.jms.Message message, AQjmsAgent recipient_
list, int deliveryMode, int priority, long timeToLive)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および TTLを指定して、トピックにメッ
セージを公開します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsTopicPublisher内の publish(Message, AQjmsAgent[], int, int, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

deliveryMode - 配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Message, int, int, long)
public synchronized void publish(javax.jms.Message message, int deliveryMode, int 
priority, long timeToLive)

配信モード、優先順位および TTLを指定して、トピックにメッセージを公開します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicPublisher内の
javax.jms.TopicPublisher.publish(javax.jms.Message, int, int, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 公開するメッセージ。

deliveryMode - メッセージ配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Topic, Message)
public synchronized void publish(javax.jms.Topic topic, javax.jms.Message message)

メッセージ・プロデューサが未指定のトピックにメッセージを公開します。プロデューサの
デフォルトの配信モード、TTLおよび優先順位を使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicPublisher内の
javax.jms.TopicPublisher.publish(javax.jms.Topic, javax.jms.Message)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - メッセージを公開するトピック。この指定は、メッセージ・プロデューサのデフォ
ルトのトピックをオーバーライドします。

message - 公開するメッセージ。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Topic, Message, AQjmsAgent[])
public synchronized void publish(javax.jms.Topic topic, javax.jms.Message message, 
AQjmsAgent recipient_list)

レシピエントのリストを指定してトピックにメッセージを公開します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsTopicPublisher内の publish(Topic, Message, AQjmsAgent[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - メッセージを公開するトピック。この指定は、メッセージ・プロデューサのデフォ
ルトのトピックをオーバーライドします。

message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Topic, Message, AQjmsAgent[], int, int, long)
public synchronized void publish(javax.jms.Topic topic, javax.jms.Message message, 
AQjmsAgent recipient_list, int deliveryMode, int priority, long timeToLive)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および TTLを指定して、トピックにメッ
セージを公開します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース AQjmsTopicPublisher内の publish(Topic, Message, AQjmsAgent[], int, int, 
long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - メッセージを公開するトピック。この指定は、メッセージ・プロデューサのデフォ
ルトのトピックをオーバーライドします。

message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

deliveryMode - 配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合
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publish(Topic, Message, int, int, long)
public synchronized void publish(javax.jms.Topic topic, javax.jms.Message message, 
int deliveryMode, int priority, long timeToLive)

配信モード、優先順位および TTLを指定して、メッセージ・プロデューサが未指定のト
ピックにメッセージを公開します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicPublisher内の
javax.jms.TopicPublisher.publish(javax.jms.Topic, javax.jms.Message, int, int, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - メッセージを公開するトピック。この指定は、メッセージ・プロデューサのデフォ
ルトのトピックをオーバーライドします。

message - 公開するメッセージ。

deliveryMode - メッセージ配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

send(Message)
public synchronized void send(javax.jms.Message message)

メッセージを送信します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSender内の
javax.jms.QueueSender.send(javax.jms.Message)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 送信するメッセージ

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの送信に失敗した場合
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send(Message, int, int, long)
public synchronized void send(javax.jms.Message message, int deliveryMode, int 
priority, long timeToLive)

メッセージを送信します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSender内の
javax.jms.QueueSender.send(javax.jms.Message, int, int, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 送信するメッセージ。

deliverMode - メッセージ配信モード。persistentまたは non_persistent。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの送信に失敗した場合

send(Queue, Message)
public synchronized void send(javax.jms.Queue queue, javax.jms.Message message)

メッセージを送信します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSender内の javax.jms.QueueSender.send(javax.jms.Queue, 
javax.jms.Message)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - メッセージの送信先の宛先キュー。この指定は、メッセージ・プロデューサのデ
フォルトのキューをオーバーライドします。

message - 送信するメッセージ。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの送信に失敗した場合
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send(Queue, Message, int, int, long)
public synchronized void send(javax.jms.Queue queue, javax.jms.Message message, int 
deliveryMode, int priority, long timeToLive)

メッセージを送信します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSender内の javax.jms.QueueSender.send(javax.jms.Queue, 
javax.jms.Message, int, int, long)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - メッセージの送信先の宛先キュー。この指定は、メッセージ・プロデューサのデ
フォルトのキューをオーバーライドします。

message - 送信するメッセージ。

deliveryMode - メッセージ配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの送信に失敗した場合

setDeliveryMode(int)
public synchronized void setDeliveryMode(int deliveryMode)

プロデューサのデフォルトの配信モードを設定します。 

配信モードは、デフォルトで PERSISTENTに設定されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.setDeliveryMode(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deliveryMode - このメッセージ・プロデューサのメッセージ配信モード

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが配信モードの設定に失敗した場合
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setDisableMessageID(boolean)
public synchronized void setDisableMessageID(boolean value)

メッセージ IDを使用禁止にするかどうかを設定します。 

メッセージ IDの作成には手間がかかり、メッセージのサイズも増えます。アプリケーショ
ンではメッセージ IDが使用されないというヒントを与えると、JMSプロバイダによっては、
メッセージのオーバーヘッドを最適化できる場合があります。JMSメッセージ・プロデュー
サは、メッセージ IDを使用禁止にするヒントを提供します。クライアントが、メッセージ
IDを使用禁止にするようにプロデューサを設定すると、プロデューサは、生成するメッ
セージに対してメッセージ IDの値に依存しないことを宣言します。これらのメッセージ ID
は NULLに設定するか、ヒントを無視する場合は通常の一意の値に設定する必要がありま
す。 

メッセージ IDは、デフォルトでは使用可能です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.setDisableMessageID(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - メッセージ IDを使用禁止にするかどうかの指定

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが使用禁止メッセージ IDの設定に失敗した場合

setDisableMessageTimestamp(boolean)
public synchronized void setDisableMessageTimestamp(boolean value)

メッセージのタイムスタンプを使用禁止にするかどうかを設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.setDisableMessageTimestamp(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - メッセージのタイムスタンプを使用禁止にするかどうかの指定

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが使用禁止メッセージ・タイムスタンプの設定
に失敗した場合
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setPriority(int)
public synchronized void setPriority(int priority)

プロデューサのデフォルトの優先順位を設定します。 

優先順位は、デフォルトで 4に設定されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の javax.jms.MessageProducer.setPriority(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
priority - このメッセージ・プロデューサのメッセージ優先順位

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが優先順位の設定に失敗した場合

setTimeToLive(int)
public synchronized void setTimeToLive(int timeToLive)

発送時以降、メッセージ・システムが生成したメッセージを保持している時間のデフォルト
長（ミリ秒）を設定します。 

TTLは、デフォルトで 0（ゼロ）に設定されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.MessageProducer内の
javax.jms.MessageProducer.setTimeToLive(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSが TTLの設定に失敗した場合
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AQjmsQueueBrowser

構文構文構文構文
public class AQjmsQueueBrowser extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.QueueBrowser, java.util.Enumeration
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsQueueBrowser

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.util.Enumeration, javax.jms.QueueBrowser

説明説明説明説明
このクラスは、QueueBrowserインタフェースを実装します。QueueBrowserは、キュー内
のメッセージを、そのメッセージを削除せずに参照するために使用します。

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

メソッド

close() プロバイダは、JVMの外部で QueueBrowser用に一部の
リソースを割リ当てている場合があります。このため、ク
ライアントでは、不要なリソースをクローズしておく必要
があります。

getEnumeration() 現行のキュー・メッセージを受信順にブラウズするための
一覧を取得します。

getMessageSelector() このキュー・ブラウザのメッセージの選択指定式を取得し
ます。

getQueue() このキュー・ブラウザに関連付けられているキューを取得
します。

hasMoreElements() この一覧にこれ以上の要素が含まれているかどうかをテス
トします。

nextElement() この一覧の次の要素を戻します。
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メソッドメソッドメソッドメソッド

close()
public void close()

プロバイダは、JVMの外部で QueueBrowser用に一部のリソースを割リ当てている場合が
あります。このため、クライアントでは、不要なリソースをクローズしておく必要がありま
す。これらのリソースは最終的にガーベッジ・コレクションで再生されますが、適切な時期
に行われない可能性があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueBrowser内の javax.jms.QueueBrowser.close()

getEnumeration()
public java.util.Enumeration getEnumeration()

現行のキュー・メッセージを受信順にブラウズするための一覧を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueBrowser内の javax.jms.QueueBrowser.getEnumeration()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージをブラウズするための一覧

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがこのブラウザに対する一覧の取得に失敗した
場合

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
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getMessageSelector()
public java.lang.String getMessageSelector()

このキュー・ブラウザのメッセージの選択指定式を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueBrowser内の javax.jms.QueueBrowser.getMessageSelector()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このキュー・ブラウザのメッセージの選択指定

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがメッセージの選択指定の取得に失敗した場合

getQueue()
public javax.jms.Queue getQueue()

このキュー・ブラウザに関連付けられているキューを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueBrowser内の javax.jms.QueueBrowser.getQueue()

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがこのブラウザに関連付けられているキューの
取得に失敗した場合

hasMoreElements()
public boolean hasMoreElements()

この一覧にこれ以上の要素が含まれているかどうかをテストします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース java.util.Enumeration内の java.util.Enumeration.hasMoreElements()

戻り値戻り値戻り値戻り値
一覧に要素がまだ存在している場合は TRUE、存在していない場合は FALSE
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nextElement()
public java.lang.Object nextElement()

この一覧の次の要素を戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース java.util.Enumeration内の java.util.Enumeration.nextElement()

戻り値戻り値戻り値戻り値
この一覧の次の要素

例外例外例外例外
NoSuchElementException - 要素がこれ以上存在しない場合
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AQjmsQueueConnectionFactory

構文構文構文構文
public class AQjmsQueueConnectionFactory extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.QueueConnectionFactory
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsQueueConnectionFactory

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.ConnectionFactory, javax.jms.QueueConnectionFactory

説明説明説明説明
このクラスは、QueueConnectionFactoryインタフェースを実装します。
QueueConnectionFactoryは、QueueConnectionsを作成するために使用します。

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

メソッド

createQueueConnection() この QueueConnectionFactoryのホストである JMS Server
に対するキュー・コネクションを作成します。

createQueueConnection(Conne
ction)

すでにオープンしている JDBC接続を使用してキュー・コ
ネクションを作成します。

createQueueConnection(Strin
g, String)

接続の作成時の認証に指定されたユーザー名とパスワード
を使用して、キュー・コネクションを作成します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, 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

createQueueConnection()
public javax.jms.QueueConnection createQueueConnection()

この QueueConnectionFactoryのホストである JMS Serverに対するキュー・コネクションを
作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueConnectionFactory内の
javax.jms.QueueConnectionFactory.createQueueConnection()

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー・コネクション

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがキュー・コネクションの取得に失敗した場合

createQueueConnection(Connection)
public static javax.jms.QueueConnection createQueueConnection(java.sql.Connection 
jdbc_connection)

すでにオープンしている JDBC接続を使用してキュー・コネクションを作成します。この作
成方法では、データベースに対して別の接続が作成されることはありません。 かわりに、
JMSはデータベースに指定された接続をバインドし、JMSで定義されているキューイング・
メカニズムへのインタフェースを提供します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
jdbc_connection - データベースに対する有効なオープン接続

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー・コネクション

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがキュー・コネクションの取得に失敗した場合
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createQueueConnection(String, String)
public javax.jms.QueueConnection createQueueConnection(java.lang.String username, 
java.lang.String password)

接続の作成時の認証に指定されたユーザー名とパスワードを使用して、キュー・コネクショ
ンを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueConnectionFactory内の
javax.jms.QueueConnectionFactory.createQueueConnection(java.lang.String, 
java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
username - キューイングするために DBに接続するユーザーの名前 
password - サーバーへの接続を作成するためのパスワード

戻り値戻り値戻り値戻り値
キュー・コネクション

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがキュー・コネクションの取得に失敗した場合
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AQjmsQueueReceiver

構文構文構文構文
public interface AQjmsQueueReceiver extends javax.jms.QueueReceiver

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.MessageConsumer, javax.jms.QueueReceiver

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス
AQjmsConsumer

説明説明説明説明
このインタフェースは javax.jms.QueueReceiverを拡張し、JMSに対する AQ拡張を定義し
ます。クライアントは、QueueReceiverを使用して、キューに配信されたメッセージを受信
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

getNavigationMode() メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを
取得します。

receiveNoData() メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

receiveNoData(long) メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

setNavigationMode(int) メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを
設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.QueueReceiverから継承されるメソッド

getQueue

インタフェース javax.jms.MessageConsumerから継承されるメソッド

close, getMessageListener, getMessageSelector, receive, receive, 
receiveNoWait, setMessageListener
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メソッドメソッドメソッドメソッド

getNavigationMode()
public int getNavigationMode()

メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ナビゲーション・モード

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoData()
public void receiveNoData()

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoData(long)
public void receiveNoData(long timeout)

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。このコールは、メッセージが到着するまで、またはタイムアウトになるま
でブロックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeout - タイムアウト値（ミリ秒）

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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setNavigationMode(int)
public void setNavigationMode(int mode)

メッセージの受信に使用されるナビゲーション・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
mode - ナビゲーション・モードの新しい値

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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AQjmsQueueSender

構文構文構文構文
public interface AQjmsQueueSender extends javax.jms.QueueSender

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.MessageProducer, javax.jms.QueueSender

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス
AQjmsProducer

説明説明説明説明
このインタフェースは QueueSenderを拡張し、JMSに対する AQ拡張を定義します。クライアン
トは、QueueSenderを使用してキューにメッセージを送信します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.QueueSenderから継承されるメソッド

getQueue, send, send, send, send

インタフェース javax.jms.MessageProducerから継承されるメソッド

close, getDeliveryMode, getDisableMessageID, 
getDisableMessageTimestamp, getPriority, getTimeToLive, 
setDeliveryMode, setDisableMessageID, setDisableMessageTimestamp, 
setPriority, setTimeToLive
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AQjmsSession

構文構文構文構文
public class AQjmsSession extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.QueueSession, javax.jms.TopicSession

java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsSession

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.QueueSession, java.lang.Runnable, javax.jms.Session, 
javax.jms.TopicSession

説明説明説明説明
このクラスは、javax.jms.Sessionインタフェースを実装します。 JMSセッションは、メッセージを
生成および使用するためのシングル・スレッド・コンテキストです。

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

メソッド

close() JMSセッションをクローズします。プロバイダは、
JVMの外部で Session用に一部のリソースを割リ
当てている場合があります。このため、クライア
ントでは、不要なリソースをクローズしておく必
要があります。

commit() このトランザクションで実行したすべてのメッ
セージをコミットし、現在保持しているロックを
解放します。

createAdtMessage() AdtMessageを作成します。

createAdtMessage(CustomDatum) 初期化された AdtMessageを作成します。

createBrowser(Queue) 指定したキューのメッセージを参照する
QueueBrowserを作成します。

createBrowser(Queue, 
CustomDatumFactory)

指定したキューで、ユーザー定義型メッセージを
含んだメッセージを参照する QueueBrowserを作
成します。

createBrowser(Queue, String) 指定したキューのメッセージを参照する
QueueBrowserを作成します。
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createBrowser(Queue, String, 
boolean)

指定したキューのメッセージを参照する
QueueBrowserを作成します。

createBrowser(Queue, String, 
CustomDatumFactory)

指定したキューで、ユーザー定義型メッセージを
含んだメッセージを参照する QueueBrowserを作
成します。

createBrowser(Queue, String, 
CustomDatumFactory, boolean)

指定したキューで、ユーザー定義型メッセージを
含んだメッセージを参照する QueueBrowserを作
成します。

createBytesMessage() BytesMessageを作成します。

createDurableSubscriber(Topic, 
String)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライ
バを作成します。

createDurableSubscriber(Topic, 
String, CustomDatumFactory)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライ
バを作成します。

createDurableSubscriber(Topic, 
String, String, boolean)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライ
バを作成します。

createDurableSubscriber(Topic, 
String, String, boolean, 
CustomDatumFactory)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライ
バを作成します。

createMapMessage() MapMessageを作成します。

createObjectMessage() ObjectMessageを作成します。

createObjectMessage(Serializable
)

初期化された ObjectMessageを作成します。

createPublisher(Topic) 指定したトピックの公開者を作成します。

createQueue(AQQueueTable, 
String, 
AQjmsDestinationProperty)

キューを作成します。

createQueueTable(String, String, 
AQQueueTableProperty)

キュー表を作成します。

createReceiver(Queue) 指定したキューからメッセージを受信する
QueueReceiverを作成します。

createReceiver(Queue, 
CustomDatumFactory)

指定したキューからユーザー定義型メッセージを
含んだメッセージを受信する QueueReceiverを作
成します。

createReceiver(Queue, String) 指定したキューからメッセージを受信する
QueueReceiverを作成します。

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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createReceiver(Queue, String, 
CustomDatumFactory)

指定したキューからユーザー定義型メッセージを
含んだメッセージを受信する QueueReceiverを作
成します。

createRemoteSubscriber(Topic, 
AQjmsAgent, String)

トピックのリモート・サブスクライバを作成しま
す。

createRemoteSubscriber(Topic, 
AQjmsAgent, String, 
CustomDatumFactory)

トピックのリモート・サブスクライバを作成しま
す。

createSender(Queue) 指定したキューにメッセージを送信する
QueueSenderを作成します。

createStreamMessage() StreamMessageを作成します。

createSubscriber(Topic) 指定したトピックに対する非永続的なサブスクラ
イバを作成します。

createSubscriber(Topic, String, 
boolean)

指定したトピックに対する非永続的なサブスクラ
イバを作成します。

createTextMessage() TextMessageを作成します。

createTextMessage(StringBuffer) 初期化された TextMessageを作成します。

createTopic(AQQueueTable, 
String, 
AQjmsDestinationProperty)

トピックを作成します。

createTopicReceiver(Topic, 
String, String)

指定したトピックからメッセージを受信する
TopicReceiverを作成します。

createTopicReceiver(Topic, 
String, String, 
CustomDatumFactory)

getDBConnection()

getJmsConnection()

getMessageListener() セッションの識別メッセージ・リスナーを戻しま
す。

getQueue(String, String) 既存のキューを取得します。

getQueueTable(String, String) 既存のキュー表のハンドルを取得します。キュー
表の所有者が接続をオープンしたユーザーと異な
る場合は、コール側にキュー表内のキューまたは
トピックに対する AQエンキュー /デキュー権限
が必要です。

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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メソッドメソッドメソッドメソッド

close()
public void close()

JMSセッションをクローズします。プロバイダは、JVMの外部で Session用に一部のリソー
スを割リ当てている場合があります。このため、クライアントでは、不要なリソースをク
ローズしておく必要があります。これらのリソースは最終的にガーベッジ・コレクションで

getTopic(String, String) 既存のトピックを取得します。

getTransacted() セッションがトランザクション・モードかどうか
をチェックします。

grantSystemPrivilege(String, 
String, boolean)

AQシステム権限をユーザーまたはルールに付与
します。

revokeSystemPrivilege(String, 
String)

ユーザーまたはロールから AQシステム権限を取
り消します。

rollback() このトランザクションで実行したすべてのメッ
セージをロールバックし、現在保持しているロッ
クを解放します。

run()

setMessageListener(MessageListen
er)

セッションの識別メッセージ・リスナーを設定し
ます。

unsubscribe(Topic, AQjmsAgent) 指定したトピックにクライアントが作成した永続
的なリモート・サブスクリプションを非サブスク
ライブ化します。

unsubscribe(Topic, String) 指定したトピックにクライアントが作成した永続
的なサブスクリプションを非サブスクライブ化し
ます。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Sessionから継承されるフィールド

AUTO_ACKNOWLEDGE, CLIENT_ACKNOWLEDGE, DUPS_OK_ACKNOWLEDGE

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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再生されますが、適切な時期に行われない可能性があります。このコールでは、無限大のタ
イムアウトの受信コールでブロックされている受信者が存在する場合、数分を要する場合が
あります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.close()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.close()

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がセッションのクローズに失敗した場合

commit()
public synchronized void commit()

このトランザクションで実行したすべてのメッセージをコミットし、現在保持しているロッ
クを解放します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.commit()

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がトランザクションのコミットに失敗した
場合。リンクしている SQL例外に、エラーの詳細情報があります。

createAdtMessage()
public synchronized AdtMessage createAdtMessage()

AdtMessageを作成します。AdtMessageは、Oracle SQLユーザー定義型にマップされる
Javaオブジェクトを含んだメッセージを送信するために使用します。このオブジェクトは、
OracleCustomDatumインタフェースをサポートしている必要があります。

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合
2-168　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsSession
createAdtMessage(CustomDatum)
public synchronized AQjmsAdtMessage createAdtMessage(oracle.sql.CustomDatum payload)

初期化された AdtMessageを作成します。AQjmsAdtMessageは、Oracle SQLユーザー定義
型にマップされる Javaオブジェクトを含んだメッセージを送信するために使用します。こ
のオブジェクトは、OracleCustomDatumインタフェースをサポートしている必要がありま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
payload - このメッセージの初期化に使用するオブジェクト

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createBrowser(Queue)
public synchronized javax.jms.QueueBrowser createBrowser(javax.jms.Queue queue)

指定したキューのメッセージを参照する QueueBrowserを作成します。このメソッドは、タ
イプ AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキュー用のブラウザを作成するために使用できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSession内の
javax.jms.QueueSession.createBrowser(javax.jms.Queue)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがブラウザの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合
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createBrowser(Queue, CustomDatumFactory)
public synchronized javax.jms.QueueBrowser createBrowser(javax.jms.Queue queue, 
oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory)

指定したキューで、ユーザー定義型メッセージを含んだメッセージを参照する
QueueBrowserを作成します。このメソッドは、（標準の JMS定義ペイロードではなく）
Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューの受信者を作成するために使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがブラウザの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

createBrowser(Queue, String)
public synchronized javax.jms.QueueBrowser createBrowser(javax.jms.Queue queue, 
java.lang.String messageSelector)

指定したキューのメッセージを参照する QueueBrowserを作成します。このメソッドは、タ
イプ AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキュー用のブラウザを作成するために使用できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSession内の
javax.jms.QueueSession.createBrowser(javax.jms.Queue, java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。QueueBrowserのセレクタは次のいずれかです。 

a. JMSMessageID = 'ID:2345234523452345'。指定したメッセージ IDを持つメッセージを
取り出します。すべてのメッセージ IDが接頭語 ID:で始まる必要があります。 

b. JMSCorrelationID = 'RUSH'。特定の相関 IDを持つメッセージを取り出します。
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例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがブラウザの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

InvalidSelectorException - メッセージの選択指定が無効な場合

createBrowser(Queue, String, boolean)
public synchronized javax.jms.QueueBrowser createBrowser(javax.jms.Queue queue, 
java.lang.String messageSelector, boolean locked)

指定したキューのメッセージを参照する QueueBrowserを作成します。このメソッドは、タ
イプ AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキュー用のブラウザを作成するために使用できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。

locked - TRUEの場合、メッセージはブラウズするときにロックされます（UPDATEの
SELECTと同様）。QueueBrowserのセレクタは次のいずれかです。 

a. JMSMessageID = 'ID:2345234523452345'。指定したメッセージ IDを持つメッセージを
取り出します。すべてのメッセージ IDが接頭語 ID:で始まる必要があります。 

b. JMSCorrelationID = 'RUSH'。特定の相関 IDを持つメッセージを取り出します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがブラウザの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

InvalidSelectorException - メッセージの選択指定が無効な場合

createBrowser(Queue, String, CustomDatumFactory)
public synchronized javax.jms.QueueBrowser createBrowser(javax.jms.Queue queue, 
java.lang.String messageSelector, oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory)

指定したキューで、ユーザー定義型メッセージを含んだメッセージを参照する
QueueBrowserを作成します。このメソッドは、（標準の JMS定義ペイロードではなく）
Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューのブラウザを作成するために使用します。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory。QueueBrowserのセレクタは次のいずれかです。 

a. JMSMessageID = 'ID:2345234523452345'。指定したメッセージ IDを持つメッセージを
取り出します。すべてのメッセージ IDが接頭語 ID:で始まる必要があります。 

b. JMSCorrelationID = 'RUSH'。特定の相関 IDを持つメッセージを取り出します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがブラウザの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

createBrowser(Queue, String, CustomDatumFactory, boolean)
public synchronized javax.jms.QueueBrowser createBrowser(javax.jms.Queue queue, 
java.lang.String messageSelector, oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory, 
boolean locked)

指定したキューで、ユーザー定義型メッセージを含んだメッセージを参照する
QueueBrowserを作成します。このメソッドは、（標準の JMS定義ペイロードではなく）
Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューのブラウザを作成するために使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory

locked - TRUEの場合、メッセージはブラウズするときにロックされます（UPDATEの
SELECTと同様）。QueueBrowserのセレクタは次のいずれかです。 

a. JMSMessageID = 'ID:2345234523452345'。指定したメッセージ IDを持つメッセージを
取り出します。すべてのメッセージ IDが接頭語 ID:で始まる必要があります。 

b. JMSCorrelationID = 'RUSH'。特定の相関 IDを持つメッセージを取り出します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがブラウザの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合
2-172　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsSession
createBytesMessage()
public synchronized javax.jms.BytesMessage createBytesMessage()

BytesMessageを作成します。BytesMessageは、未解釈のバイト・ストリームを含んだメッ
セージを送信するために使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.createBytesMessage()

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createDurableSubscriber(Topic, String)
public synchronized javax.jms.TopicSubscriber 
createDurableSubscriber(javax.jms.Topic topic, java.lang.String subs_name)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライバを作成します。このメソッドは、タイプ
AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキューに対するサブスクライバを作成するために使用できます。クライアント
は、同じ名前の永続的な TopicSubscriberとメッセージの選択指定を作成して、既存の永続
的なサブスクリプションを変更できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSession内の
javax.jms.TopicSession.createDurableSubscriber(javax.jms.Topic, java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - サブスクライブするトピック。

name - このサブスクリプションの識別に使用する名前。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがサブスクライバの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合
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createDurableSubscriber(Topic, String, CustomDatumFactory)
public synchronized javax.jms.TopicSubscriber 
createDurableSubscriber(javax.jms.Topic topic, java.lang.String subs_name, 
oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライバを作成します。このメソッドは、（標準
の JMS定義ペイロードではなく）Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューのブラ
ウザを作成するために使用します。クライアントは、同じ名前の永続的な TopicSubscriber
とメッセージの選択指定を作成して、既存の永続的なサブスクリプションを変更できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - サブスクライブするトピック

name - このサブスクリプションの識別に使用する名前

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがサブスクライバの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合

createDurableSubscriber(Topic, String, String, boolean)
public synchronized javax.jms.TopicSubscriber 
createDurableSubscriber(javax.jms.Topic topic, java.lang.String subs_name, 
java.lang.String messageSelector, boolean noLocal)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライバを作成します。このメソッドは、タイプ
AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキューに対するサブスクライバを作成するために使用できます。クライアント
は、同じ名前の永続的な TopicSubscriberとメッセージの選択指定を作成して、既存の永続
的なサブスクリプションを変更できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSession内の
javax.jms.TopicSession.createDurableSubscriber(javax.jms.Topic, java.lang.String, 
java.lang.String, boolean)
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - サブスクライブするトピック。

name - このサブスクリプションの識別に使用する名前。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。この値は NULLに設定できます。

noLocal - - FALSEに設定する必要があります。nolocal=trueはサポートされていません。 セ
レクタには、次のいくつかを組み合せた SQL92式を組み込むことができます。 

a. JMSメッセージのヘッダー・フィールドまたはプロパティ :  JMSPriority (int)、
JMSCorrelationID (string)、JMSType (string)、JMSXUserID (string)、JMSXAppID 
(string)、JMSXGroupID (string)、JMSXGroupSeq (int) 

例 : - JMSPriority < 3 AND JMSCorrelationID = 'Fiction' 

b. ユーザー定義のメッセージ・プロパティ 

例 : - color IN ('RED', BLUE', 'GREEN') AND price < 30000 

許可される演算子は次のとおりです。

-- 優先順位順の論理演算子 NOT、AND、OR

-- 比較演算子 =、>、>=、<、<=、<>、! （<> および !は、等しくないことを示す
ために使用できます。）

-- 優先順位順の算術演算子 +、- unary、*、/、+、-

-- 識別子 [NOT] IN (string-literal1, string-literal2, ..) 

-- arithmetic-expr1 [NOT] BETWEEN arithmetic-expr2 and arithmetic-expr3

-- 識別子 [NOT] LIKE パターン値 [ESCAPE escape-character] 

パターン値は、文字列リテラルです。%は、任意の文字列を表し、_は、単一文字
を表します。 オプションのエスケープ文字は、パターン値において特別な意味の -
および %をエスケープするために使用します。

-- 識別子 IS [NOT] NULL

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがサブスクライバの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合

InvalidSelectorException - メッセージの選択指定が無効な場合
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createDurableSubscriber(Topic, String, String, boolean, CustomDatumFactory)
public synchronized javax.jms.TopicSubscriber 
createDurableSubscriber(javax.jms.Topic topic, java.lang.String subs_name, 
java.lang.String messageSelector, boolean noLocal, oracle.sql.CustomDatumFactory 
payload_factory)

指定したトピックに対する永続的なサブスクライバを作成します。このメソッドは、（標準
の JMS定義ペイロードではなく）Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューのブラ
ウザを作成するために使用します。クライアントは、同じ名前の永続的な TopicSubscriber
とメッセージの選択指定を作成して、既存の永続的なサブスクリプションを変更できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - サブスクライブするトピック。

name - このサブスクリプションの識別に使用する名前。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致する属性を持つメッセージのみ配信され
ます。この値は NULLに設定できます。

noLocal - - FALSEに設定する必要があります。nolocal=trueはサポートされていません。

payload_factory - Oracle ユーザー定義型メッセージにマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactoryには、ユーザー定義プロパティは含まれません。 ただし、セレクタを
使用すると、メッセージ・ペイロードの優先順位、相関 IDまたは属性値に基づいてメッ
セージを選択できます。ユーザー定義型メッセージを含んだキューのセレクタの構文は、標
準の JMSペイロード（テキスト、ストリーム、オブジェクト、バイト、マップ）を含んだ
キューのセレクタの構文とは異なります。セレクタは、AQルール構文と同じです。

a. 優先順位または相関 IDのセレクタは次のように指定します。

例 : - priority < 3 AND corr_id = 'Fiction'

b. メッセージ・ペイロードのセレクタは次のように指定します。 属性名は、接頭語
tab.user_dataで始まる必要があります。

例 : - tab.user_data.color = 'GREEN' AND tab.user_data.price < 30000

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションがサブスクライバの作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合
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createMapMessage()
public synchronized javax.jms.MapMessage createMapMessage()

MapMessageを作成します。MapMessageは、自己定義の名前 -値のペアを送信するために
使用します。名前は文字列、値は Javaの基本型です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.createMapMessage()

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createObjectMessage()
public synchronized javax.jms.ObjectMessage createObjectMessage()

ObjectMessageを作成します。ObjectMessageは、シリアライズ可能な Javaオブジェクトを
含んだメッセージを送信するために使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.createObjectMessage()

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createObjectMessage(Serializable)
public synchronized javax.jms.ObjectMessage createObjectMessage(java.io.Serializable 
object)

初期化された ObjectMessageを作成します。ObjectMessageは、シリアライズ可能な Java
オブジェクトを含んだメッセージを送信するために使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の
javax.jms.Session.createObjectMessage(java.io.Serializable)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
object - このメッセージの初期化に使用するオブジェクト

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合
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createPublisher(Topic)
public synchronized javax.jms.TopicPublisher createPublisher(javax.jms.Topic topic)

指定したトピックの公開者を作成します。クライアントは、TopicPublisherを使用して、ト
ピックにメッセージを公開します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSession内の
javax.jms.TopicSession.createPublisher(javax.jms.Topic)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - 公開先のトピック、またはプロデューサが未指定の場合は NULL

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが公開者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合

createQueue(AQQueueTable, String, AQjmsDestinationProperty)
public synchronized javax.jms.Queue createQueue(oracle.jms.AQQueueTable q_table, 
java.lang.String queue_name, AQjmsDestinationProperty dest_property)

キューを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
q_table - キューを作成するキュー表。マルチ・コンシューマ対応ではないキュー表である
ことが必要です。

queue_name - 作成するキューの名前。

dest_property - キューのプロパティ。

例外例外例外例外
JMSException - キューを作成できなかった場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
AQjmsDestinationProperty
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createQueueTable(String, String, AQQueueTableProperty)
public synchronized oracle.jms.AQQueueTable createQueueTable(java.lang.String owner, 
java.lang.String name, oracle.jms.AQQueueTableProperty property)

キュー表を作成します。キュー表には、キューまたはトピックが保持されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
owner - キュー表の所有者（スキーマ）。

name - キュー表の名前。

property - キュー表のプロパティ。キュー表がキューの保持に使用される場合、その
キュー表はマルチ・コンシューマ対応ではない（デフォルト）ことが必要です。キュー表が
トピックの保持に使用される場合、そのキュー表はマルチ・コンシューマ対応であることが
必要です。

例外例外例外例外
JMSException - キュー表を作成できなかった場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
oracle.AQ.AQQueueTableProperty

createReceiver(Queue)
public synchronized javax.jms.QueueReceiver createReceiver(javax.jms.Queue queue)

指定したキューからメッセージを受信する QueueReceiverを作成します。このメソッドは、
タイプ AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキューに対する受信者を作成するために使用できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSession内の
javax.jms.QueueSession.createReceiver(javax.jms.Queue)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが受信者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合
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createReceiver(Queue, CustomDatumFactory)
public synchronized javax.jms.QueueReceiver createReceiver(javax.jms.Queue queue, 
oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory)

指定したキューからユーザー定義型メッセージを含んだメッセージを受信する
QueueReceiverを作成します。このメソッドは、（標準の JMS定義ペイロードではなく）
Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューの受信者を作成するために使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが受信者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

createReceiver(Queue, String)
public synchronized javax.jms.QueueReceiver createReceiver(javax.jms.Queue queue, 
java.lang.String messageSelector)

指定したキューからメッセージを受信する QueueReceiverを作成します。このメソッドは、
タイプ AQ$_JMS_TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_
MESSAGE、AQ$_JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロー
ドを含んだキューに対する受信者を作成するために使用できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSession内の
javax.jms.QueueSession.createReceiver(javax.jms.Queue, java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。QueueReceiverのセレクタは次のいずれかです。 

a. JMSMessageID = 'ID:2345234523452345'。指定したメッセージ IDを持つメッセージを
取り出します。すべてのメッセージ IDが接頭語 ID:で始まる必要があります。 

b. JMSCorrelationID = 'RUSH'。特定の相関 IDを持つメッセージを取り出します。
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例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが受信者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

InvalidSelectorException - メッセージの選択指定が無効な場合

createReceiver(Queue, String, CustomDatumFactory)
public synchronized javax.jms.QueueReceiver createReceiver(javax.jms.Queue queue, 
java.lang.String messageSelector, oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory)

指定したキューからユーザー定義型メッセージを含んだメッセージを受信する
QueueReceiverを作成します。このメソッドは、（標準の JMS定義ペイロードではなく）
Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューの受信者を作成するために使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory。QueueReceiverのセレクタは次のいずれかです。 

a. JMSMessageID = 'ID:2345234523452345'。指定したメッセージ IDを持つメッセージを
取り出します。すべてのメッセージ IDが接頭語 ID:で始まる必要があります。 

b. JMSCorrelationID = 'RUSH'。特定の相関 IDを持つメッセージを取り出します。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが受信者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合

InvalidSelectorException - メッセージの選択指定が無効な場合

createRemoteSubscriber(Topic, AQjmsAgent, String)
public synchronized void createRemoteSubscriber(javax.jms.Topic topic, AQjmsAgent 
remote_subscriber, java.lang.String messageSelector)

トピックのリモート・サブスクライバを作成します。 このメソッドは、タイプ AQ$_JMS_
TEXT_MESSAGE、AQ$_JMS_STREAM_MESSAGE、AQ$_JMS_BYTES_MESSAGE、AQ$_
JMS_MAP_MESSAGEまたは AQ$_JMS_OBJECT_MESSAGEのペイロードを含んだキュー
に対するリモート・サブスクライバを作成するために使用できます。
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AQでは、トピックにリモート・サブスクライバ（同じデータベースまたは異なるデータ
ベースの他のトピックにあるサブスクライバ）を設定できます。 リモート・サブスクライバ
を使用するには、ローカルおよびリモートの 2つのトピック間の伝播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
topic - サブスクライブするトピック。

remote_subscriber - リモート・サブスクライバを表す AQjmsAgent。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。この値は NULLに設定できます。 

セレクタ構文は、createDurableSubscriberの構文と同じです。リモート・サブスクライバに
は、リモート・トピックの特定のコンシューマ、またはリモート・トピックのすべてのサブ
スクライバを設定できます。

リモート・サブスクライバは、AQjmsAgent構造を使用して定義します。AQjmsAgentは、
名前とアドレスで構成されます。名前は、リモート・トピックの consumer_nameを表しま
す。 アドレスはリモート・トピックを表します。構文は (schema).(topic_name)[@dblink]で
す。

1. リモート・トピックの特定のコンシューマにメッセージを公開するには、AQjmsAgentの
名前フィールドに、リモート・トピックのレシピエントの subscription_nameを指定する必
要があります。 また、AQjmsAgentのアドレス・フィールドにリモート・トピックを指定し
てください。

2. リモート・トピックのすべてのサブスクライバにメッセージを公開するには、
AQjmsAgentの名前フィールドに NULLを設定する必要があります。 また、AQjmsAgentの
アドレス・フィールドにリモート・トピックを指定してください。

createRemoteSubscriber(Topic, AQjmsAgent, String, CustomDatumFactory)
public synchronized void createRemoteSubscriber(javax.jms.Topic topic, AQjmsAgent 
remote_subscriber, java.lang.String messageSelector, oracle.sql.CustomDatumFactory 
payload_factory)

トピックのリモート・サブスクライバを作成します。 このメソッドは、（標準の JMS定義ペ
イロードではなく）Oracle ユーザー定義型ペイロードを含んだキューのブラウザを作成する
ために使用します。 

AQでは、トピックにリモート・サブスクライバ（同じデータベースまたは異なるデータ
ベースの他のトピックにあるサブスクライバ）を設定できます。 リモート・サブスクライバ
を使用するには、ローカルおよびリモートの 2つのトピック間の伝播を設定する必要があり
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
topic - サブスクライブするトピック。

remote_subscriber - リモート・サブスクライバを表す AQjmsAgent。

messageSelector - メッセージの選択指定式と一致するプロパティを持つメッセージのみ配
信されます。この値は NULLに設定できます。セレクタ構文は、ユーザー定義型メッセージ
を含むトピック用の createDurableSubscriberの構文と同じです。

payload_factory - Oracleユーザー定義型にマップされる Javaクラス用の
CustomDatumFactory

リモート・サブスクライバには、リモート・トピックの特定のコンシューマ、またはリモー
ト・トピックのすべてのサブスクライバを設定できます。リモート・サブスクライバは、
AQjmsAgent構造を使用して定義します。AQjmsAgentは、名前とアドレスで構成されま
す。名前は、リモート・トピックの consumer_nameを表します。 アドレスはリモート・ト
ピックを表します。構文は (schema).(topic_name)[@dblink]です。

1. リモート・トピックの特定のコンシューマにメッセージを公開するには、AQjmsAgentの
名前フィールドに、リモート・トピックのレシピエントの subscription_nameを指定する必
要があります。 また、AQjmsAgentのアドレス・フィールドにリモート・トピックを指定し
てください。

2. リモート・トピックのすべてのサブスクライバにメッセージを公開するには、
AQjmsAgentの名前フィールドに NULLを設定する必要があります。また、AQjmsAgent
のアドレス・フィールドにリモート・トピックを指定してください。

createSender(Queue)
public synchronized javax.jms.QueueSender createSender(javax.jms.Queue queue)

指定したキューにメッセージを送信する QueueSenderを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.QueueSession内の
javax.jms.QueueSession.createSender(javax.jms.Queue)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
queue - アクセスするキュー、またはプロデューサが未指定の場合は NULL

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが送信者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なキューが指定された場合
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createStreamMessage()
public synchronized javax.jms.StreamMessage createStreamMessage()

StreamMessageを作成します。StreamMessageは、Javaの基本型の自己定義ストリームを
送信するために使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.createStreamMessage()

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createSubscriber(Topic)
public synchronized javax.jms.TopicSubscriber createSubscriber(javax.jms.Topic 
topic)

指定したトピックに対する非永続的なサブスクライバを作成します。このメソッドは、現行
リリースではサポートされていません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSession内の
javax.jms.TopicSession.createSubscriber(javax.jms.Topic)

例外例外例外例外
JMSException - サポートされていません。

createSubscriber(Topic, String, boolean)
public synchronized javax.jms.TopicSubscriber createSubscriber(javax.jms.Topic 
topic, java.lang.String messageSelector, boolean noLocal)

指定したトピックに対する非永続的なサブスクライバを作成します。このメソッドは、現行
リリースではサポートされていません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicSession内の
javax.jms.TopicSession.createSubscriber(javax.jms.Topic, java.lang.String, boolean)

例外例外例外例外
JMSException - サポートされていません。
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createTextMessage()
public synchronized javax.jms.TextMessage createTextMessage()

TextMessageを作成します。TextMessageは、StringBufferを含んだメッセージを送信する
ために使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.createTextMessage()

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createTextMessage(StringBuffer)
public synchronized javax.jms.TextMessage createTextMessage(java.lang.StringBuffer 
stringBuffer)

初期化された TextMessageを作成します。TextMessageは、StringBufferを含んだメッセー
ジを送信するために使用します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の
javax.jms.Session.createTextMessage(java.lang.StringBuffer)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
stringBuffer - このメッセージを初期化するために使用する文字列バッファ

例外例外例外例外
JMSException - メッセージ作成時にエラーが発生した場合

createTopic(AQQueueTable, String, AQjmsDestinationProperty)
public synchronized javax.jms.Topic createTopic(oracle.jms.AQQueueTable q_table, 
java.lang.String topic_name, AQjmsDestinationProperty dest_property)

トピックを作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
q_table - トピックが作成されるキュー表。マルチ・コンシューマ対応のキュー表であるこ
とが必要です。

topic_name - 作成するトピックの名前。

dest_property - トピックのプロパティ。
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例外例外例外例外
JMSException - トピックを作成できなかった場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
AQjmsDestinationProperty

createTopicReceiver(Topic, String, String)
public synchronized TopicReceiver createTopicReceiver(javax.jms.Topic topic, 
java.lang.String receiver_name, java.lang.String messageSelector)

指定したトピックからメッセージを受信する TopicReceiverを作成します。AQでは、メッ
セージをトピックのすべてのサブスクライバ、または指定したレシピエントに送信できま
す。この受信者は、トピックのサブスクライバであってもなくてもかまいません。 受信者が
トピックのサブスクライバでない場合は、明示されているメッセージのみ受信します。この
メソッドは、トピックの永続的なサブスクライバではないコンシューマに対して
TopicReceiverを作成するために使用してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - アクセスするトピック

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、セッションが受信者の作成に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合

InvalidSelectorException - メッセージの選択指定が無効な場合

createTopicReceiver(Topic, String, String, CustomDatumFactory)
public synchronized TopicReceiver createTopicReceiver(javax.jms.Topic topic, 
java.lang.String receiver_name, java.lang.String messageSelector, 
oracle.sql.CustomDatumFactory payload_factory)

getDBConnection()
public synchronized java.sql.Connection getDBConnection()

getJmsConnection()
public AQjmsConnection getJmsConnection()
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getMessageListener()
public synchronized javax.jms.MessageListener getMessageListener()

セッションの識別メッセージ・リスナーを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.getMessageListener()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このセッションに関連付けられているメッセージ・リスナー

例外例外例外例外
JMSException - JMSプロバイダにおける内部エラーのために、JMSがメッセージ・リス
ナーの取得に失敗した場合

getQueue(String, String)
public synchronized javax.jms.Queue getQueue(java.lang.String owner, 
java.lang.String name)

既存のキューを取得します。キューは、ユーザーがそのキューの作成者であるか、または指
定したキューのエンキュー /デキュー権限を持っている場合のみ戻されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
owner - キューの所有者（スキーマ）

name - キューの名前

例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、キューを戻すことができなかった場合

getQueueTable(String, String)
public synchronized oracle.jms.AQQueueTable getQueueTable(java.lang.String owner, 
java.lang.String name)

既存のキュー表のハンドルを取得します。キュー表の所有者が接続をオープンしたユーザー
と異なる場合は、コール側にキュー表内のキューまたはトピックの AQエンキュー /デ
キュー権限が必要です。権限がない場合、キュー表は戻されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
owner - キュー表の所有者（スキーマ）

name - キュー表の名前
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例外例外例外例外
JMSException - キュー表が存在しない、またはユーザーにそのキュー表内のキューまたは
トピックに関する権限がない場合

getTopic(String, String)
public synchronized javax.jms.Topic getTopic(java.lang.String owner, 
java.lang.String name)

既存のトピックを取得します。トピックは、ユーザーがトピックの作成者であるか、指定し
たトピックのエンキュー /デキュー権限を持っている場合のみ戻されます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
owner - トピックの所有者（スキーマ）

name - トピックの名前

例外例外例外例外
JMSException - エラーのために、トピックを戻すことができなかった場合

getTransacted()
public synchronized boolean getTransacted()

セッションがトランザクション・モードかどうかをチェックします。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.getTransacted()

戻り値戻り値戻り値戻り値
トランザクション・モードの場合は TRUE

例外例外例外例外
JMSException - セッションがクローズされている場合
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grantSystemPrivilege(String, String, boolean)
public void grantSystemPrivilege(java.lang.String privilege, java.lang.String 
grantee, boolean admin_option)

AQシステム権限をユーザーまたはルールに付与します。初期状態では、SYSと SYSTEMの
みがこのプロシージャを正常に使用できます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
privilege - オプションは、ENQUEUE_ANY、DEQUEUE_ANYおよびMANAGE_ANY
です。

ENQUEUE_ANY - この権限を持つユーザーは、データベース内の任意のキューまたはト
ピックにメッセージをエンキューできます。

DEQUEUE_ANY - この権限を持つユーザーは、データベース内の任意のキューまたはト
ピックからメッセージをデキューできます。

MANAGE_ANY - この権限を持つユーザーは、データベース内の任意のキューまたはトピッ
クにアクセスして、管理コールを作成できます。 

grantee - 権限受領者を指定します。権限受領者には、ユーザー、ロールまたは PUBLIC
ロールを指定できます。

admin_option - この値が TRUEに設定された場合、権限受領者は、このプロシージャを使
用して、他のユーザーまたはロールにシステム権限を付与できます。

例外例外例外例外
JMSException - システム権限を付与できなかった場合

revokeSystemPrivilege(String, String)
public void revokeSystemPrivilege(java.lang.String privilege, java.lang.String 
grantee)

ユーザーまたはロールから AQシステム権限を取り消します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
privilege - オプションは、ENQUEUE_ANY、DEQUEUE_ANYおよびMANAGE_ANY
です。 

grantee - 権限受領者を指定します。権限受領者には、ユーザー、ロールまたは PUBLIC
ロールを指定できます。

例外例外例外例外
JMSException - システム権限を取り消すことができなかった場合
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rollback()
public synchronized void rollback()

このトランザクションで実行したすべてのメッセージをロールバックし、現在保持している
ロックを解放します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の javax.jms.Session.rollback()

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMS実装がトランザクションのロールバックに失敗
した場合

run()
public void run()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース java.lang.Runnable内の java.lang.Runnable.run()

setMessageListener(MessageListener)
public synchronized void setMessageListener(javax.jms.MessageListener listener)

セッションの識別メッセージ・リスナーを設定します。これが設定されると、そのセッショ
ン内で他の形式のメッセージ受信は使用できません。ただし、メッセージ送信の形式はすべ
て今までどおりサポートされます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Session内の
javax.jms.Session.setMessageListener(javax.jms.MessageListener)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
listener - このセッションと関連付けるメッセージ・リスナー

例外例外例外例外
JMSException - JMSプロバイダにおける内部エラーのために、JMSがメッセージ・リス
ナーの設定に失敗した場合
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unsubscribe(Topic, AQjmsAgent)
public synchronized void unsubscribe(javax.jms.Topic topic, AQjmsAgent remote_
subscriber)

指定したトピックにクライアントが作成した永続的なリモート・サブスクリプションを非サ
ブスクライブ化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - サブスクライブするトピック。

remote_subscriber - リモート・サブスクライバを表す AQjmsAgent。AQjmsAgentのア
ドレス・フィールドは NULLにできません。

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSが永続的なサブスクリプションの非サブスクラ
イブ化に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合

unsubscribe(Topic, String)
public synchronized void unsubscribe(javax.jms.Topic topic, java.lang.String subs_
name)

指定したトピックにクライアントが作成した永続的なサブスクリプションを非サブスクライ
ブ化します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - サブスクライブするトピック。

subs_name - このサブスクリプションの識別に使用する名前

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSが永続的なサブスクリプションの非サブスクラ
イブ化に失敗した場合

InvalidDestinationException - 無効なトピックが指定された場合
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AQjmsStreamMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsStreamMessage extends AQjmsMessage 
   implements javax.jms.StreamMessage
 
java.lang.Object
|
+--AQjmsMessage

|
+--oracle.jms.AQjmsStreamMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Message, javax.jms.StreamMessage

説明説明説明説明
このクラスは、StreamMessageインタフェースを実装します。StreamMessageは、Javaの
基本型のストリームを送信するために使用します。

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

メソッド

clearBody() メッセージ本体を消去します。

clearProperties()

readBoolean() ストリーム・メッセージから boolean型の値を読み込みま
す。

readByte() ストリーム・メッセージから 8ビットの符号付きの値を読
み込みます。

readBytes(byte[]) ストリーム・メッセージからバイト配列を読み込みます。

readChar() ストリーム・メッセージから Unicode文字の値を読み込
みます。

readDouble() ストリーム・メッセージから double型の値を読み込みま
す。

readFloat() ストリーム・メッセージから float型の値を読み込みます。

readInt() ストリーム・メッセージから 32ビットの符号付き整数を
読み込みます。
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readLong() ストリーム・メッセージから 64ビットの符号付き整数を
読み込みます。

readObject() ストリーム・メッセージから Javaオブジェクトを読み込
みます。

readShort() ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付きの値を
読み込みます。

readString() ストリーム・メッセージから文字列を読み込みます。

reset() ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付き整数を
読み込みます。

writeBoolean(boolean) boolean型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセー
ジに書き込みます。

writeByte(byte) byte型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージに
書き込みます。

writeBytes(byte[]) ストリーム・メッセージにバイト配列を書き込みます。

writeBytes(byte[], int, 
int)

ストリーム・メッセージにバイト配列の一部を書き込みま
す。

writeChar(char) char型の値を、2バイトで、上位バイトから先にストリー
ムに書き込みます。

writeDouble(double) double型の値を、8バイトで、上位バイトから先にスト
リームに書き込みます。

writeFloat(float) float型の値を、4バイトで、上位バイトから先にストリー
ムに書き込みます。

writeInt(int) int型の値を、4バイトで、上位バイトから先にストリー
ムに書き込みます。

writeLong(long) int型の値を、4バイトで、上位バイトから先にストリー
ムに書き込みます。

writeObject(Object) ストリーム・メッセージに Javaオブジェクトを書き込み
ます。

writeShort(short) short型の値を、2バイトで、上位バイトから先にスト
リームに書き込みます。

writeString(String) 出力ストリームに文字列を書き込みます。

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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継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE

クラス AQjmsMessageから継承されるメソッド

getBooleanProperty(String), getByteProperty(String), 
getDoubleProperty(String), getFloatProperty(String), 
getIntProperty(String), getJMSCorrelationID(), 
getJMSCorrelationIDAsBytes(), getJMSDeliveryMode(), 
getJMSDestination(), getJMSExpiration(), getJMSMessageID(), 
getJMSMessageIDAsBytes(), getJMSPriority(), getJMSRedelivered(), 
getJMSReplyTo(), getJMSTimestamp(), getJMSType(), 
getLongProperty(String), getObjectProperty(String), getPropertyNames(), 
getSenderID(), getShortProperty(String), getStringProperty(String), 
propertyExists(String), setBooleanProperty(String, boolean), 
setByteProperty(String, byte), setDoubleProperty(String, double), 
setFloatProperty(String, float), setIntProperty(String, int), 
setJMSCorrelationID(String), setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[]), 
setJMSDestination(Destination), setJMSExpiration(long), 
setJMSMessageID(String), setJMSPriority(int), 
setJMSRedelivered(boolean), setJMSReplyTo(Destination), 
setJMSTimestamp(long), setJMSType(String), setLongProperty(String, 
long), setObjectProperty(String, Object), setSenderID(AQjmsAgent), 
setShortProperty(String, short), setStringProperty(String, String)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

getBooleanProperty, getByteProperty, getDoubleProperty, 
getFloatProperty, getIntProperty, getJMSCorrelationID, 
getJMSCorrelationIDAsBytes, getJMSDeliveryMode, getJMSDestination, 
getJMSExpiration, getJMSMessageID, getJMSPriority, getJMSRedelivered, 
getJMSReplyTo, getJMSTimestamp, getJMSType, getLongProperty, 
getObjectProperty, getPropertyNames, getShortProperty, 
getStringProperty, propertyExists, setBooleanProperty, setByteProperty, 
setDoubleProperty, setFloatProperty, setIntProperty, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSReplyTo, setJMSTimestamp, setJMSType, 
setLongProperty, setObjectProperty, setShortProperty, setStringProperty
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メソッドメソッドメソッドメソッド

clearBody()
public void clearBody()

メッセージ本体を消去します。メッセージの他の部分はすべてそのまま残ります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearBody()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージ本体の消去に失敗した場合

clearProperties()
public void clearProperties()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearProperties()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearProperties()

readBoolean()
public boolean readBoolean()

ストリーム・メッセージから boolean型の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readBoolean()

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合
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readByte()
public byte readByte()

ストリーム・メッセージから 8ビットの符号付きの値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readByte()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、8ビットの符号付きの byte型として次の 1バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

readBytes(byte[])
public int readBytes(byte[] value)

ストリーム・メッセージからバイト配列を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readBytes(byte[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - データが読み込まれるバッファ

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合
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readChar()
public char readChar()

ストリーム・メッセージから Unicode文字の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readChar()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、Unicode文字として次の 2バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

readDouble()
public double readDouble()

ストリーム・メッセージから double型の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readDouble()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、double型として解釈された次の 8バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合
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readFloat()
public float readFloat()

ストリーム・メッセージから float型の値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readFloat()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、float型として解釈された次の 4バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

readInt()
public int readInt()

ストリーム・メッセージから 32ビットの符号付き整数を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readInt()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、int型として解釈された次の 4バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合
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readLong()
public long readLong()

ストリーム・メッセージから 64ビットの符号付き整数を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readLong()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、long型として解釈された次の 8バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

readObject()
public java.lang.Object readObject()

ストリーム・メッセージから Javaオブジェクトを読み込みます。 

このメソッドは、writeObjectメソッド・コールまたは基本書込みメソッドでストリーム
に書き込まれたオブジェクトを、オブジェクト化された形式で戻すために使用できることに
注意してください。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readObject()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージの Javaオブジェクトをオブジェクト化された形式で戻します（つ
まり、intで設定された場合は、Integerが戻されます）。

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合
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readShort()
public short readShort()

ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付きの値を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readShort()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージから、16ビットの数値として解釈された次の 2バイト

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合

readString()
public java.lang.String readString()

ストリーム・メッセージから文字列を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.readString()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ストリーム・メッセージからの文字列

例外例外例外例外
MessageNotReadableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

MessageEOFException - メッセージ・ストリームの終わりに達した場合
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reset()
public void reset()

ストリーム・メッセージから 16ビットの符号付き整数を読み込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.reset()

例外例外例外例外
MessageNotWriteableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeBoolean(boolean)
public void writeBoolean(boolean value)

boolean型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージに書き込みます。値 TRUEは値
(byte)1として書き込まれ、値 FALSEは値 (byte)0として書き込まれます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の
javax.jms.StreamMessage.writeBoolean(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる boolean型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeByte(byte)
public void writeByte(byte value)

byte型の値を、1バイトの値でストリーム・メッセージに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeByte(byte)
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる byte型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeBytes(byte[])
public void writeBytes(byte[] value)

ストリーム・メッセージにバイト配列を書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeBytes(byte[])

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれるバイト配列

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeBytes(byte[], int, int)
public void writeBytes(byte[] value, int offset, int length)

ストリーム・メッセージにバイト配列の一部を書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeBytes(byte[], 
int, int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれるバイト配列

offset - バイト配列内の初期オフセット

length - 使用するバイト数
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例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeChar(char)
public void writeChar(char value)

char型の値を、2バイトで、上位バイトから先にストリームに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeChar(char)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる char型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeDouble(double)
public void writeDouble(double value)

double型の値を、8バイトで、上位バイトから先にストリームに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の
javax.jms.StreamMessage.writeDouble(double)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる double型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合
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writeFloat(float)
public void writeFloat(float value)

float型の値を、4バイトで、上位バイトから先にストリームに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeFloat(float)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる float型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeInt(int)
public void writeInt(int value)

int型の値を、4バイトで、上位バイトから先にストリームに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeInt(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる int型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeLong(long)
public void writeLong(long value)

int型の値を、4バイトで、上位バイトから先にストリームに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeLong(long)
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる int型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeObject(Object)
public void writeObject(java.lang.Object value)

ストリーム・メッセージに Javaオブジェクトを書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の
javax.jms.StreamMessage.writeObject(java.lang.Object)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる Javaオブジェクト

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

MessageFormatException - オブジェクトの型が無効な場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合

writeShort(short)
public void writeShort(short value)

short型の値を、2バイトで、上位バイトから先にストリームに書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の javax.jms.StreamMessage.writeShort(short)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる short型の値

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合
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writeString(String)
public void writeString(java.lang.String value)

出力ストリームに文字列を書き込みます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.StreamMessage内の
javax.jms.StreamMessage.writeString(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
value - 書き込まれる文字列

例外例外例外例外
MessageNotWritableException - メッセージが書込み専用モードの場合

JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがメッセージの読込みに失敗した場合
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AQjmsTextMessage

構文構文構文構文
public class AQjmsTextMessage extends AQjmsMessage 
   implements javax.jms.TextMessage
 
java.lang.Object
|
+--AQjmsMessage

|
+--oracle.jms.AQjmsTextMessage

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.Message, javax.jms.TextMessage

説明説明説明説明
このクラスは、TextMessageインタフェースを実装します。TextMessageは、
java.lang.StringBufferを含んだメッセージを送信するために使用します。

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

メソッド

clearBody()

clearProperties() メッセージのプロパティを消去します。

getText() このメッセージのデータを含んだ文字列を取得します。

setText(String) このメッセージのデータを含んだ文字列を設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるフィールド

DEFAULT_DELIVERY_MODE, DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_TIME_TO_LIVE
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クラス AQjmsMessageから継承されるメソッド

getBooleanProperty(String), getByteProperty(String), 
getDoubleProperty(String), getFloatProperty(String), 
getIntProperty(String), getJMSCorrelationID(), 
getJMSCorrelationIDAsBytes(), getJMSDeliveryMode(), 
getJMSDestination(), getJMSExpiration(), getJMSMessageID(), 
getJMSMessageIDAsBytes(), getJMSPriority(), getJMSRedelivered(), 
getJMSReplyTo(), getJMSTimestamp(), getJMSType(), 
getLongProperty(String), getObjectProperty(String), getPropertyNames(), 
getSenderID(), getShortProperty(String), getStringProperty(String), 
propertyExists(String), setBooleanProperty(String, boolean), 
setByteProperty(String, byte), setDoubleProperty(String, double), 
setFloatProperty(String, float), setIntProperty(String, int), 
setJMSCorrelationID(String), setJMSCorrelationIDAsBytes(byte[]), 
setJMSDestination(Destination), setJMSExpiration(long), 
setJMSMessageID(String), setJMSPriority(int), 
setJMSRedelivered(boolean), setJMSReplyTo(Destination), 
setJMSTimestamp(long), setJMSType(String), setLongProperty(String, 
long), setObjectProperty(String, Object), setSenderID(AQjmsAgent), 
setShortProperty(String, short), setStringProperty(String, String)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース javax.jms.Messageから継承されるメソッド

getBooleanProperty, getByteProperty, getDoubleProperty, 
getFloatProperty, getIntProperty, getJMSCorrelationID, 
getJMSCorrelationIDAsBytes, getJMSDeliveryMode, getJMSDestination, 
getJMSExpiration, getJMSMessageID, getJMSPriority, getJMSRedelivered, 
getJMSReplyTo, getJMSTimestamp, getJMSType, getLongProperty, 
getObjectProperty, getPropertyNames, getShortProperty, 
getStringProperty, propertyExists, setBooleanProperty, setByteProperty, 
setDoubleProperty, setFloatProperty, setIntProperty, 
setJMSCorrelationID, setJMSCorrelationIDAsBytes, setJMSDeliveryMode, 
setJMSDestination, setJMSExpiration, setJMSMessageID, setJMSPriority, 
setJMSRedelivered, setJMSReplyTo, setJMSTimestamp, setJMSType, 
setLongProperty, setObjectProperty, setShortProperty, setStringProperty

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

clearBody()
public void clearBody()

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearBody()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearBody()

clearProperties()
public void clearProperties()

メッセージのプロパティを消去します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.Message内の javax.jms.Message.clearProperties()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス AQjmsMessageの clearProperties()

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSが JMSメッセージ・プロパティの消去に失
敗した場合

getText()
public java.lang.String getText()

このメッセージのデータを含んだ文字列を取得します。デフォルト値は NULLです。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TextMessage内の javax.jms.TextMessage.getText()

戻り値戻り値戻り値戻り値
メッセージのデータを含んだ文字列

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがテキストの取得に失敗した場合
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setText(String)
public void setText(java.lang.String string)

このメッセージのデータを含んだ文字列を設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TextMessage内の javax.jms.TextMessage.setText(java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
string - メッセージのデータを含んだ文字列

例外例外例外例外
JMSException - 内部 JMSエラーのために、JMSがテキストの設定に失敗した場合

MessageNotWriteableException - メッセージが読取り専用モードの場合
2-210　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



AQjmsTopicConnectionFactory
AQjmsTopicConnectionFactory

構文構文構文構文
public class AQjmsTopicConnectionFactory extends java.lang.Object 
   implements javax.jms.TopicConnectionFactory
 
java.lang.Object
|
+--oracle.jms.AQjmsTopicConnectionFactory

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
javax.jms.ConnectionFactory, javax.jms.TopicConnectionFactory

説明説明説明説明
このクラスは、TopicConnectionFactoryインタフェースを実装します。
TopicConnectionFactoryは、トピック・コネクションを作成するために使用します。

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

メソッド

createTopicConnection() このトピック・コネクション・ファクトリのホストである
JMS Serverに対するトピック・コネクションを作成しま
す。

createTopicConnection(Conne
ction)

すでにオープンしている JDBC接続を使用してトピック・
コネクションを作成します。

createTopicConnection(Strin
g, String)

接続の作成時の認証にユーザー名とパスワードを使用し
て、トピック・コネクションを作成します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, 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

createTopicConnection()
public javax.jms.TopicConnection createTopicConnection()

このトピック・コネクション・ファクトリのホストである JMS Serverに対するトピック・
コネクションを作成します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicConnectionFactory内の
javax.jms.TopicConnectionFactory.createTopicConnection()

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピック・コネクション

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクションの作成に失敗した場
合

createTopicConnection(Connection)
public static javax.jms.TopicConnection createTopicConnection(java.sql.Connection 
jdbc_connection)

すでにオープンしている JDBC接続を使用してトピック・コネクションを作成します。この
作成方法では、データベースに対して別の接続が作成されることはありません。 かわりに、
JMSはデータベースに指定された接続をバインドし、JMSで定義されているパブリッシュ・
サブスクライブ機能へのインタフェースを提供します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
jdbc_connection - データベースに対する有効なオープン接続

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピック・コネクション

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクションの作成に失敗した場
合
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createTopicConnection(String, String)
public javax.jms.TopicConnection createTopicConnection(java.lang.String username, 
java.lang.String password)

接続の作成時の認証にユーザー名とパスワードを使用して、トピック・コネクションを作成
します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース javax.jms.TopicConnectionFactory内の
javax.jms.TopicConnectionFactory.createTopicConnection(java.lang.String, java.lang.String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
username - キューイングするために DBに接続するユーザーの名前 password 接続を作成す
るユーザーのパスワード

戻り値戻り値戻り値戻り値
トピック・コネクション

例外例外例外例外
JMSException - JMSエラーのために、JMSがトピック・コネクションの作成に失敗した場
合
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AQjmsTopicPublisher

構文構文構文構文
public interface AQjmsTopicPublisher extends javax.jms.TopicPublisher

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.MessageProducer, javax.jms.TopicPublisher

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス
AQjmsProducer

説明説明説明説明
このインタフェースは TopicPublisherを拡張し、JMSに対する AQ拡張を定義します。クライア
ントは、TopicPublisherを使用して、トピックにメッセージを公開します。

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

publish(Message, 
AQjmsAgent[])

特定のレシピエントのリストにメッセージを公開します。

publish(Message, 
AQjmsAgent[], int, int, 
long)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および TTL
を指定して、トピックにメッセージを公開します。

publish(Topic, Message, 
AQjmsAgent[])

レシピエントのリストを指定してトピックにメッセージを
公開します。

publish(Topic, Message, 
AQjmsAgent[], int, int, 
long)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および TTL
を指定して、トピックにメッセージを公開します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.TopicPublisherから継承されるメソッド

getTopic, publish, publish, publish, publish
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メソッドメソッドメソッドメソッド

publish(Message, AQjmsAgent[])
public void publish(javax.jms.Message message, AQjmsAgent recipient_list)

特定のレシピエントのリストにメッセージを公開します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Message, AQjmsAgent[], int, int, long)
public void publish(javax.jms.Message message, AQjmsAgent recipient_list, int 
deliveryMode, int priority, long timeToLive)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および TTLを指定して、トピックにメッ
セージを公開します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

deliveryMode - 配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

インタフェース javax.jms.MessageProducerから継承されるメソッド

close, getDeliveryMode, getDisableMessageID, 
getDisableMessageTimestamp, getPriority, getTimeToLive, 
setDeliveryMode, setDisableMessageID, setDisableMessageTimestamp, 
setPriority, setTimeToLive

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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AQjmsTopicPublisher
publish(Topic, Message, AQjmsAgent[])
public void publish(javax.jms.Topic topic, javax.jms.Message message, AQjmsAgent 
recipient_list)

レシピエントのリストを指定してトピックにメッセージを公開します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - メッセージを公開するトピック。この指定は、メッセージ・プロデューサのデフォ
ルトのトピックをオーバーライドします。

message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合

publish(Topic, Message, AQjmsAgent[], int, int, long)
public void publish(javax.jms.Topic topic, javax.jms.Message message, AQjmsAgent 
recipient_list, int deliveryMode, int priority, long timeToLive)

レシピエントのリスト、配信モード、優先順位および TTLを指定して、トピックにメッ
セージを公開します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
topic - メッセージを公開するトピック。この指定は、メッセージ・プロデューサのデフォ
ルトのトピックをオーバーライドします。

message - 公開するメッセージ。

recipient_list - メッセージの公開先のレシピエントのリスト。レシピエントのタイプは
AQjmsAgentです。

deliveryMode - 配信モード。persistentまたは non_persistent。

priority - メッセージの優先順位。

timeToLive - メッセージの TTL（ミリ秒）。0（ゼロ）は無制限です。

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがメッセージの公開に失敗した場合
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AQjmsTopicReceiver
AQjmsTopicReceiver

構文構文構文構文
public interface AQjmsTopicReceiver extends TopicReceiver

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.MessageConsumer, TopicReceiver

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス
AQjmsConsumer

説明説明説明説明
このインタフェースは、（Point-to-Multipoint通信において）リモートのサブスクライバお
よび明示的に指定したレシピエントの AQ拡張機能を定義する TopicReceiverインタフェー
スを拡張します。TopicReceiverを使用して、トピックからメッセージを受信します。

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

getNavigationMode() メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを
取得します。

receiveNoData() メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

receiveNoData(long) メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

setNavigationMode(int) メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを
設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース TopicReceiverから継承されるメソッド

getTopic()

インタフェース javax.jms.MessageConsumerから継承されるメソッド

close, getMessageListener, getMessageSelector, receive, receive, 
receiveNoWait, setMessageListener
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AQjmsTopicReceiver
メソッドメソッドメソッドメソッド

getNavigationMode()
public int getNavigationMode()

メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ナビゲーション・モード

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoData()
public void receiveNoData()

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoData(long)
public void receiveNoData(long tomeOut)

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。このコールは、メッセージが到着するまで、またはタイムアウトになるま
でブロックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeout - タイムアウト値（ミリ秒）

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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AQjmsTopicReceiver
setNavigationMode(int)
public void setNavigationMode(int mode)

メッセージの受信に使用されるナビゲーション・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
mode - ナビゲーション・モードの新しい値

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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AQjmsTopicSubscriber

構文構文構文構文
public interface AQjmsTopicSubscriber extends javax.jms.TopicSubscriber

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.MessageConsumer, javax.jms.TopicSubscriber

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス
AQjmsConsumer

説明説明説明説明
このインタフェースは TopicSubscriberを拡張し、JMSに対する AQ拡張を定義します。 クライア
ントは、TopicSubscriberを使用して、トピックに公開されているメッセージを受信します。

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

getNavigationMode() メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

receiveNoData() メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

receiveNoData(long) メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。

setNavigationMode(int) メッセージの受信に使用されるナビゲーション・モードを
設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.TopicSubscriberから継承されるメソッド

getNoLocal, getTopic

インタフェース javax.jms.MessageConsumerから継承されるメソッド

close, getMessageListener, getMessageSelector, receive, receive, 
receiveNoWait, setMessageListener
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AQjmsTopicSubscriber
メソッドメソッドメソッドメソッド

getNavigationMode()
public int getNavigationMode()

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。このコールは、メッセージが到着するまで、またはタイムアウトになるま
でブロックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeout - タイムアウト値（ミリ秒）

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoData()
public void receiveNoData()

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合

receiveNoData(long)
public void receiveNoData(long tomeOut)

メッセージを、ユーザーに戻さずに使用します。 このコールは、データベースからメッセー
ジをフェッチするときのオーバーヘッドを回避します。このため、JMSクライアントが、
キュー・ブラウザを使用するなどしてメッセージをすでに取得した場合に、最適化するため
に使用できます。このコールは、メッセージが到着するまで、またはタイムアウトになるま
でブロックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
timeout - タイムアウト値（ミリ秒）

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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setNavigationMode(int)
public void setNavigationMode(int mode)

メッセージの受信に使用されるナビゲーション・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
mode - ナビゲーション・モードの新しい値

例外例外例外例外
JMSException - ナビゲーション・モードの取得時にエラーが発生した場合
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TopicReceiver
TopicReceiver

構文構文構文構文
public interface TopicReceiver extends javax.jms.MessageConsumer

既知の全サブインタフェース既知の全サブインタフェース既知の全サブインタフェース既知の全サブインタフェース
AQjmsTopicReceiver

全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース全スーパーインタフェース
javax.jms.MessageConsumer

説明説明説明説明
このインタフェースは、MessageConsumerを拡張して、リモートのサブスクライバと明示
的に指定したレシピエントが（Point-to-Multipoint通信において）このインタフェースを使
用してメッセージを受信できるようにします。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getTopic()
public javax.jms.Topic getTopic()

この受信者に関連付けられているトピックを取得します。

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

getTopic() この受信者に関連付けられているトピックを取得します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース javax.jms.MessageConsumerから継承されるメソッド

close, getMessageListener, getMessageSelector, receive, receive, 
receiveNoWait, setMessageListener
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TopicReceiver
戻り値戻り値戻り値戻り値
このサブスクライバのトピック

例外例外例外例外
JMSException - 内部エラーのために、JMSがこのトピック受信者に対するトピックの取得
に失敗した場合
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パッケージ oracle.ODCIの説明
パッケージパッケージパッケージパッケージ oracle.ODCIの説明の説明の説明の説明

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

クラスクラスクラスクラス

ODCIArgDesc

ODCIArgDescList

ODCIArgDescRef

ODCIColInfo

ODCIColInfoList

ODCIColInfoRef

ODCICost

ODCICostRef

ODCIFuncInfo

ODCIFuncInfoRef

ODCIIndexCtx

ODCIIndexCtxRef

ODCIIndexInfo

ODCIIndexInfoRef

ODCIObject

ODCIObjectList

ODCIObjectRef

ODCIPredInfo

ODCIPredInfoRef

ODCIQueryInfo

ODCIQueryInfoRef

ODCIRidList

ODCIStatsOptions

ODCIStatsOptionsRef
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ODCIArgDesc
ODCIArgDesc

構文構文構文構文
public class ODCIArgDesc

oracle.ODCI.ODCIArgDesc

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

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIArgDesc()

ODCIArgDesc(Connection)

ODCIArgDesc(ConnectionContext)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)

getArgtype()

getColname()

getFactory()

getTablename()

getTableschema()

setArgtype(BigDecimal)

setColname(String)

setTablename(String)

setTableschema(String)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIArgDesc
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIArgDesc()
public  ODCIArgDesc()

ODCIArgDesc(Connection)
public  ODCIArgDesc(java.sql.Connection c)

ODCIArgDesc(ConnectionContext)
public  ODCIArgDesc(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getArgtype()
public java.math.BigDecimal getArgtype()

getColname()
public java.lang.String getColname()

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getTablename()
public java.lang.String getTablename()
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ODCIArgDesc
getTableschema()
public java.lang.String getTableschema()

setArgtype(BigDecimal)
public void setArgtype(java.math.BigDecimal argtype)

setColname(String)
public void setColname(java.lang.String colname)

setTablename(String)
public void setTablename(java.lang.String tablename)

setTableschema(String)
public void setTableschema(java.lang.String tableschema)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIArgDescList
ODCIArgDescList

構文構文構文構文
public class ODCIArgDescList
 
oracle.ODCI.ODCIArgDescList

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIArgDescList()

ODCIArgDescList(ODCIArgDesc[])

メソッド

create(Datum, int)

getArray()

getArray(long, int)

getBaseType()

getBaseTypeName()

getDescriptor()

getElement(long)

getFactory()

length()

setArray(ODCIArgDesc[])

setArray(ODCIArgDesc[], long)

setElement(ODCIArgDesc, long)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIArgDescList
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIArgDescList()
public  ODCIArgDescList()

ODCIArgDescList(ODCIArgDesc[])
public  ODCIArgDescList(ODCIArgDesc a)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getArray()
public ODCIArgDesc getArray()

getArray(long, int)
public ODCIArgDesc getArray(long index, int count)

getBaseType()
public int getBaseType()

getBaseTypeName()
public java.lang.String getBaseTypeName()

getDescriptor()
public oracle.sql.ArrayDescriptor getDescriptor()
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ODCIArgDescList
getElement(long)
public ODCIArgDesc getElement(long index)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

length()
public int length()

setArray(ODCIArgDesc[])
public void setArray(ODCIArgDesc a)

setArray(ODCIArgDesc[], long)
public void setArray(ODCIArgDesc a, long index)

setElement(ODCIArgDesc, long)
public void setElement(ODCIArgDesc a, long index)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIArgDescRef
ODCIArgDescRef

構文構文構文構文
public class ODCIArgDescRef
 
oracle.ODCI.ODCIArgDescRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIArgDescRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIArgDesc)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIArgDescRef
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

ODCIArgDescRef()
public  ODCIArgDescRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIArgDesc getValue()

setValue(ODCIArgDesc)
public void setValue(ODCIArgDesc c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIColInfo
ODCIColInfo

構文構文構文構文
public class ODCIColInfo
 
oracle.ODCI.ODCIColInfo

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIColInfo()

ODCIColInfo(Connection)

ODCIColInfo(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getColname()

getColtypename()

getColtypeschema()

getFactory()

getTablename()

getTableschema()

setColname(String)

setColtypename(String)

setColtypeschema(String)

setTablename(String)
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ODCIColInfo
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIColInfo()
public  ODCIColInfo()

ODCIColInfo(Connection)
public  ODCIColInfo(java.sql.Connection c)

ODCIColInfo(ConnectionContext)
public  ODCIColInfo(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getColname()
public java.lang.String getColname()

getColtypename()
public java.lang.String getColtypename()

setTableschema(String)

toDatum(OracleConnection)

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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ODCIColInfo
getColtypeschema()
public java.lang.String getColtypeschema()

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getTablename()
public java.lang.String getTablename()

getTableschema()
public java.lang.String getTableschema()

setColname(String)
public void setColname(java.lang.String colname)

setColtypename(String)
public void setColtypename(java.lang.String coltypename)

setColtypeschema(String)
public void setColtypeschema(java.lang.String coltypeschema)

setTablename(String)
public void setTablename(java.lang.String tablename)

setTableschema(String)
public void setTableschema(java.lang.String tableschema)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIColInfoList
ODCIColInfoList

構文構文構文構文
public class ODCIColInfoList
 
oracle.ODCI.ODCIColInfoList

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIColInfoList()

ODCIColInfoList(ODCIColInfo[])

メソッド

create(Datum, int)

getArray()

getArray(long, int)

getBaseType()

getBaseTypeName()

getDescriptor()

getElement(long)

getFactory()

length()

setArray(ODCIColInfo[])

setArray(ODCIColInfo[], long)

setElement(ODCIColInfo, long)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIColInfoList
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIColInfoList()
public  ODCIColInfoList()

ODCIColInfoList(ODCIColInfo[])
public  ODCIColInfoList(ODCIColInfo a)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getArray()
public ODCIColInfo getArray()

getArray(long, int)
public ODCIColInfo getArray(long index, int count)

getBaseType()
public int getBaseType()

getBaseTypeName()
public java.lang.String getBaseTypeName()

getDescriptor()
public oracle.sql.ArrayDescriptor getDescriptor()
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ODCIColInfoList
getElement(long)
public ODCIColInfo getElement(long index)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

length()
public int length()

setArray(ODCIColInfo[])
public void setArray(ODCIColInfo a)

setArray(ODCIColInfo[], long)
public void setArray(ODCIColInfo a, long index)

setElement(ODCIColInfo, long)
public void setElement(ODCIColInfo a, long index)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIColInfoRef
ODCIColInfoRef

構文構文構文構文
public class ODCIColInfoRef
 
oracle.ODCI.ODCIColInfoRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIColInfoRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIColInfo)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIColInfoRef
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

ODCIColInfoRef()
public  ODCIColInfoRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIColInfo getValue()

setValue(ODCIColInfo)
public void setValue(ODCIColInfo c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCICost

構文構文構文構文
public class ODCICost
 
oracle.ODCI.ODCICost

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCICost()

ODCICost(Connection)

ODCICost(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getCpucost()

getFactory()

getIocost()

getNetworkcost()

setCpucost(BigDecimal)

setIocost(BigDecimal)

setNetworkcost(BigDecimal)

toDatum(OracleConnection)
パッケージ oracle.ODCI 3-19



ODCICost
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCICost()
public  ODCICost()

ODCICost(Connection)
public  ODCICost(java.sql.Connection c)

ODCICost(ConnectionContext)
public  ODCICost(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getCpucost()
public java.math.BigDecimal getCpucost()

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getIocost()
public java.math.BigDecimal getIocost()

getNetworkcost()
public java.math.BigDecimal getNetworkcost()
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setCpucost(BigDecimal)
public void setCpucost(java.math.BigDecimal cpucost)

setIocost(BigDecimal)
public void setIocost(java.math.BigDecimal iocost)

setNetworkcost(BigDecimal)
public void setNetworkcost(java.math.BigDecimal networkcost)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCICostRef
ODCICostRef

構文構文構文構文
public class ODCICostRef
 
oracle.ODCI.ODCICostRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCICostRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCICost)

toDatum(OracleConnection)
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ODCICostRef
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

ODCICostRef()
public  ODCICostRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCICost getValue()

setValue(ODCICost)
public void setValue(ODCICost c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIFuncInfo

構文構文構文構文
public class ODCIFuncInfo
 
oracle.ODCI.ODCIFuncInfo

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIFuncInfo()

ODCIFuncInfo(Connection)

ODCIFuncInfo(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getFlags()

getMethodname()

getObjectname()

getObjectschema()

setFlags(BigDecimal)

setMethodname(String)

setObjectname(String)

setObjectschema(String)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIFuncInfo
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIFuncInfo()
public  ODCIFuncInfo()

ODCIFuncInfo(Connection)
public  ODCIFuncInfo(java.sql.Connection c)

ODCIFuncInfo(ConnectionContext)
public  ODCIFuncInfo(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getFlags()
public java.math.BigDecimal getFlags()

getMethodname()
public java.lang.String getMethodname()

getObjectname()
public java.lang.String getObjectname()
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ODCIFuncInfo
getObjectschema()
public java.lang.String getObjectschema()

setFlags(BigDecimal)
public void setFlags(java.math.BigDecimal flags)

setMethodname(String)
public void setMethodname(java.lang.String methodname)

setObjectname(String)
public void setObjectname(java.lang.String objectname)

setObjectschema(String)
public void setObjectschema(java.lang.String objectschema)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIFuncInfoRef
ODCIFuncInfoRef

構文構文構文構文
public class ODCIFuncInfoRef
 
oracle.ODCI.ODCIFuncInfoRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIFuncInfoRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIFuncInfo)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIFuncInfoRef
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

ODCIFuncInfoRef()
public  ODCIFuncInfoRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIFuncInfo getValue()

setValue(ODCIFuncInfo)
public void setValue(ODCIFuncInfo c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIIndexCtx

構文構文構文構文
public class ODCIIndexCtx
 
oracle.ODCI.ODCIIndexCtx

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

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

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIIndexCtx()

ODCIIndexCtx(Connection)

ODCIIndexCtx(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getIndexinfo()

getRid()

setIndexinfo(ODCIIndexInfo)

setRid(String)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIIndexCtx
_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIIndexCtx()
public  ODCIIndexCtx()

ODCIIndexCtx(Connection)
public  ODCIIndexCtx(java.sql.Connection c)

ODCIIndexCtx(ConnectionContext)
public  ODCIIndexCtx(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getIndexinfo()
public ODCIIndexInfo getIndexinfo()

getRid()
public java.lang.String getRid()

setIndexinfo(ODCIIndexInfo)
public void setIndexinfo(ODCIIndexInfo indexinfo)

setRid(String)
public void setRid(java.lang.String rid)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIIndexCtxRef
ODCIIndexCtxRef

構文構文構文構文
public class ODCIIndexCtxRef
 
oracle.ODCI.ODCIIndexCtxRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIIndexCtxRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIIndexCtx)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIIndexCtxRef
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

ODCIIndexCtxRef()
public  ODCIIndexCtxRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIIndexCtx getValue()

setValue(ODCIIndexCtx)
public void setValue(ODCIIndexCtx c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIIndexInfo

構文構文構文構文
public class ODCIIndexInfo
 
oracle.ODCI.ODCIIndexInfo

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIIndexInfo()

ODCIIndexInfo(Connection)

ODCIIndexInfo(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getIndexcols()

getIndexname()

getIndexschema()

setIndexcols(ODCIColInfoList)

setIndexname(String)

setIndexschema(String)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIIndexInfo
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIIndexInfo()
public  ODCIIndexInfo()

ODCIIndexInfo(Connection)
public  ODCIIndexInfo(java.sql.Connection c)

ODCIIndexInfo(ConnectionContext)
public  ODCIIndexInfo(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getIndexcols()
public ODCIColInfoList getIndexcols()

getIndexname()
public java.lang.String getIndexname()

getIndexschema()
public java.lang.String getIndexschema()
3-34　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



ODCIIndexInfo
setIndexcols(ODCIColInfoList)
public void setIndexcols(ODCIColInfoList indexcols)

setIndexname(String)
public void setIndexname(java.lang.String indexname)

setIndexschema(String)
public void setIndexschema(java.lang.String indexschema)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIIndexInfoRef

構文構文構文構文
public class ODCIIndexInfoRef
 
oracle.ODCI.ODCIIndexInfoRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIIndexInfoRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIIndexInfo)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIIndexInfoRef
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

ODCIIndexInfoRef()
public  ODCIIndexInfoRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIIndexInfo getValue()

setValue(ODCIIndexInfo)
public void setValue(ODCIIndexInfo c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIObject

構文構文構文構文
public class ODCIObject
 
oracle.ODCI.ODCIObject

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

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

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIObject()

ODCIObject(Connection)

ODCIObject(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getObjectname()

getObjectschema()

setObjectname(String)

setObjectschema(String)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIObject
_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIObject()
public  ODCIObject()

ODCIObject(Connection)
public  ODCIObject(java.sql.Connection c)

ODCIObject(ConnectionContext)
public  ODCIObject(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getObjectname()
public java.lang.String getObjectname()

getObjectschema()
public java.lang.String getObjectschema()

setObjectname(String)
public void setObjectname(java.lang.String objectname)
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setObjectschema(String)
public void setObjectschema(java.lang.String objectschema)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIObjectList

構文構文構文構文
public class ODCIObjectList
 
oracle.ODCI.ODCIObjectList

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIObjectList()

ODCIObjectList(ODCIObject[])

メソッド

create(Datum, int)

getArray()

getArray(long, int)

getBaseType()

getBaseTypeName()

getDescriptor()

getElement(long)

getFactory()

length()

setArray(ODCIObject[])

setArray(ODCIObject[], long)

setElement(ODCIObject, long)

toDatum(OracleConnection)
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フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIObjectList()
public  ODCIObjectList()

ODCIObjectList(ODCIObject[])
public  ODCIObjectList(ODCIObject a)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getArray()
public ODCIObject getArray()

getArray(long, int)
public ODCIObject getArray(long index, int count)

getBaseType()
public int getBaseType()

getBaseTypeName()
public java.lang.String getBaseTypeName()

getDescriptor()
public oracle.sql.ArrayDescriptor getDescriptor()
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getElement(long)
public ODCIObject getElement(long index)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

length()
public int length()

setArray(ODCIObject[])
public void setArray(ODCIObject a)

setArray(ODCIObject[], long)
public void setArray(ODCIObject a, long index)

setElement(ODCIObject, long)
public void setElement(ODCIObject a, long index)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIObjectRef

構文構文構文構文
public class ODCIObjectRef
 
oracle.ODCI.ODCIObjectRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIObjectRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIObject)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIObjectRef
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

ODCIObjectRef()
public  ODCIObjectRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIObject getValue()

setValue(ODCIObject)
public void setValue(ODCIObject c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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構文構文構文構文
public class ODCIPredInfo
 
oracle.ODCI.ODCIPredInfo

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIPredInfo()

ODCIPredInfo(Connection)

ODCIPredInfo(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getFlags()

getMethodname()

getObjectname()

getObjectschema()

setFlags(BigDecimal)

setMethodname(String)

setObjectname(String)

setObjectschema(String)

toDatum(OracleConnection)
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ODCIPredInfo
フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIPredInfo()
public  ODCIPredInfo()

ODCIPredInfo(Connection)
public  ODCIPredInfo(java.sql.Connection c)

ODCIPredInfo(ConnectionContext)
public  ODCIPredInfo(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getFlags()
public java.math.BigDecimal getFlags()

getMethodname()
public java.lang.String getMethodname()

getObjectname()
public java.lang.String getObjectname()
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getObjectschema()
public java.lang.String getObjectschema()

setFlags(BigDecimal)
public void setFlags(java.math.BigDecimal flags)

setMethodname(String)
public void setMethodname(java.lang.String methodname)

setObjectname(String)
public void setObjectname(java.lang.String objectname)

setObjectschema(String)
public void setObjectschema(java.lang.String objectschema)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIPredInfoRef

構文構文構文構文
public class ODCIPredInfoRef
 
oracle.ODCI.ODCIPredInfoRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIPredInfoRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIPredInfo)

toDatum(OracleConnection)
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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

ODCIPredInfoRef()
public  ODCIPredInfoRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIPredInfo getValue()

setValue(ODCIPredInfo)
public void setValue(ODCIPredInfo c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIQueryInfo

構文構文構文構文
public class ODCIQueryInfo
 
oracle.ODCI.ODCIQueryInfo

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

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

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIQueryInfo()

ODCIQueryInfo(Connection)

ODCIQueryInfo(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getAncops()

getFactory()

getFlags()

setAncops(ODCIObjectList)

setFlags(BigDecimal)

toDatum(OracleConnection)
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_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIQueryInfo()
public  ODCIQueryInfo()

ODCIQueryInfo(Connection)
public  ODCIQueryInfo(java.sql.Connection c)

ODCIQueryInfo(ConnectionContext)
public  ODCIQueryInfo(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getAncops()
public ODCIObjectList getAncops()

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getFlags()
public java.math.BigDecimal getFlags()

setAncops(ODCIObjectList)
public void setAncops(ODCIObjectList ancops)

setFlags(BigDecimal)
public void setFlags(java.math.BigDecimal flags)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIQueryInfoRef

構文構文構文構文
public class ODCIQueryInfoRef
 
oracle.ODCI.ODCIQueryInfoRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIQueryInfoRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIQueryInfo)

toDatum(OracleConnection)
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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

ODCIQueryInfoRef()
public  ODCIQueryInfoRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIQueryInfo getValue()

setValue(ODCIQueryInfo)
public void setValue(ODCIQueryInfo c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIRidList

構文構文構文構文
public class ODCIRidList
 
oracle.ODCI.ODCIRidList

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIRidList()

ODCIRidList(String[])

メソッド

create(Datum, int)

getArray()

getArray(long, int)

getBaseType()

getBaseTypeName()

getDescriptor()

getElement(long)

getFactory()

length()

setArray(String[])

setArray(String[], long)

setElement(String, long)

toDatum(OracleConnection)
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フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIRidList()
public  ODCIRidList()

ODCIRidList(String[])
public  ODCIRidList(java.lang.String[] a)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getArray()
public java.lang.String[] getArray()

getArray(long, int)
public java.lang.String[] getArray(long index, int count)

getBaseType()
public int getBaseType()

getBaseTypeName()
public java.lang.String getBaseTypeName()

getDescriptor()
public oracle.sql.ArrayDescriptor getDescriptor()
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getElement(long)
public java.lang.String getElement(long index)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

length()
public int length()

setArray(String[])
public void setArray(java.lang.String[] a)

setArray(String[], long)
public void setArray(java.lang.String[] a, long index)

setElement(String, long)
public void setElement(java.lang.String a, long index)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIStatsOptions

構文構文構文構文
public class ODCIStatsOptions
 
oracle.ODCI.ODCIStatsOptions

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

フィールド

_SQL_NAME

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIStatsOptions()

ODCIStatsOptions(Connection)

ODCIStatsOptions(ConnectionContext)

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getFlags()

getOptions()

getSample()

setFlags(BigDecimal)

setOptions(BigDecimal)

setSample(BigDecimal)

toDatum(OracleConnection)
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フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_NAME
public static final java.lang.String _SQL_NAME

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

ODCIStatsOptions()
public  ODCIStatsOptions()

ODCIStatsOptions(Connection)
public  ODCIStatsOptions(java.sql.Connection c)

ODCIStatsOptions(ConnectionContext)
public  ODCIStatsOptions(sqlj.runtime.ConnectionContext c)

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getFlags()
public java.math.BigDecimal getFlags()

getOptions()
public java.math.BigDecimal getOptions()

getSample()
public java.math.BigDecimal getSample()
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setFlags(BigDecimal)
public void setFlags(java.math.BigDecimal flags)

setOptions(BigDecimal)
public void setOptions(java.math.BigDecimal options)

setSample(BigDecimal)
public void setSample(java.math.BigDecimal sample)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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ODCIStatsOptionsRef

構文構文構文構文
public class ODCIStatsOptionsRef
 
oracle.ODCI.ODCIStatsOptionsRef

説明説明説明説明

フィールドフィールドフィールドフィールド

_SQL_BASETYPE
public static final java.lang.String _SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE
public static final int _SQL_TYPECODE

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

_SQL_BASETYPE

_SQL_TYPECODE

コンストラクタ

ODCIStatsOptionsRef()

メソッド

create(Datum, int)

getFactory()

getValue()

setValue(ODCIStatsOptions)

toDatum(OracleConnection)
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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

ODCIStatsOptionsRef()
public  ODCIStatsOptionsRef()

メソッドメソッドメソッドメソッド

create(Datum, int)
public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d,int sqlType)

getFactory()
public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory()

getValue()
public ODCIStatsOptions getValue()

setValue(ODCIStatsOptions)
public void setValue(ODCIStatsOptions c)

toDatum(OracleConnection)
public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection c)
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パッケージ Oracle.xml.parser.v2の説明
パッケージパッケージパッケージパッケージ Oracle.xml.parser.v2の説明の説明の説明の説明

クラスの概要クラスの概要クラスの概要クラスの概要

インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース

NSName このインタフェースは、Element名と Attr名に対する
ネームスペース・サポートを提供します。

NSResolver このインタフェースは、ネームスペースの解決に関するサ
ポートを提供します。

XMLDocumentHandler このインタフェースは、
org.xml.sax.DocumentHandlerインタフェースを拡
張します。

XMLToken XMLTokenの基本インタフェースです。

クラスクラスクラスクラス

AttrDecl このクラスは、ドキュメント・タイプ定義（DTD）内の
属性リストに宣言されている各属性に関する情報を保持し
ます。

DefaultXMLDocumentHandler このクラスは、XMLDocumentHandlerインタフェースの
デフォルトの動作を実装します。

DOMParser このクラスは、W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事
項に従って、XML（eXtensible Markup Language）1.0
パーサーを実装します。

DTD DOMの DocumentTypeインタフェースを実装し、XML
ドキュメントのドキュメント・タイプ定義情報を保持しま
す。

ElementDecl このクラスは、DTD内の要素宣言を表します。

NodeFactory このクラスは、解析時に作成される 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 oraxslクラスは、複数の XMLドキュメントにスタイル
シートを適用するコマンドライン・インタフェースを提供
します。

SAXAttrList このクラスは、SAX AttributeListインタフェースを
実装します。また、ネームスペース・サポートも提供しま
す。

SAXParser このクラスは、W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事
項に従って、XML（eXtensible Markup Language）1.0 
SAXパーサーを実装します。
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XMLAttr このクラスは、DOMの Attrインタフェースを実装し、要
素の各属性に関する情報を保持します。

XMLCDATA このクラスは、DOMの CDATASectionインタフェースを
実装します。

XMLComment このクラスは、DOMの Commentインタフェースを実装
します。

XMLDocument このクラスは、DOMの Documentインタフェースを実装
し、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・ツリーのルートとして機能します。

XMLDocumentFragment このクラスは、DOMの DocumentFragmentインタ
フェースを実装します。

XMLElement このクラスは、DOMの Elementインタフェースを実装
します。

XMLEntityReference

XMLNode DOMの Node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。

XMLParser このクラスは、DOMParserクラスと SAXParserクラス
のベース・クラスとして機能します。

XMLPI このクラスは、DOMの Processing Instructionインタ
フェースを実装します。

XMLText このクラスは、DOMの Textインタフェースを実装しま
す。

XMLTokenizer このクラスは、W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事
項に従って、XML（eXtensible Markup Language）1.0
パーサーを実装します。

XSLProcessor このクラスは、事前に構成された XSLStylesheetを使
用して、入力 XMLドキュメントを変換するメソッドを提
供します。

XSLStylesheet このクラスは、XSLスタイルシートの情報（テンプレー
ト、キー、変数および属性セットなど）を保持します。

例外例外例外例外

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変換時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
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AttrDecl
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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.lang.Cloneable, org.w3c.dom.Node, java.io.Serializable, 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、ドキュメント・タイプ定義内の属性リストに宣言されている各属性に関する
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 AttType - StringType - CDATA

DEFAULT 属性の存在 - デフォルト

ENTITIES AttType - TokenizedType - エンティティ（複数）

ENTITY AttType - TokenizedType - エンティティ

ENUMERATION AttType - EnumeratedType - 一覧

FIXED 属性の存在 - 固定

ID AttType - TokenizedType - ID

IDREF AttType - TokenizedType - ID参照

IDREFS AttType - TokenizedType - ID参照（複数）

IMPLIED 属性の存在 - 暗黙

NMTOKEN AttType - TokenizedType - 名前トークン

NMTOKENS AttType - TokenizedType - 名前トークン（複数）
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NOTATION AttType - EnumeratedType - 表記法

REQUIRED 属性の存在 - 必須

メソッド

getAttrPresence() 属性の存在を取得します。

getAttrType() 属性タイプを取得します。

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。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

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

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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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

AttType - StringType - CDATA

DEFAULT
public static final int DEFAULT

属性の存在 - デフォルト

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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(PrintWriter), removeChild(Node), replaceChild(Node, 
Node), selectNodes(String, NSResolver), selectSingleNode(String, 
NSResolver), setNodeValue(String), transformNode(XSLStylesheet), 
valueOf(String, NSResolver)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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ENTITIES
public static final int ENTITIES

AttType - TokenizedType - エンティティ（複数）

ENTITY
public static final int ENTITY

AttType - TokenizedType - エンティティ

ENUMERATION
public static final int ENUMERATION

AttType - EnumeratedType - 一覧

FIXED
public static final int FIXED

属性の存在 - 固定

ID
public static final int ID

AttType - TokenizedType - ID

IDREF
public static final int IDREF

AttType - TokenizedType - ID参照

IDREFS
public static final int IDREFS

AttType - TokenizedType - ID参照（複数）

IMPLIED
public static final int IMPLIED

属性の存在 - 暗黙
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NMTOKEN
public static final int NMTOKEN

AttType - TokenizedType - 名前トークン

NMTOKENS
public static final int NMTOKENS

AttType - TokenizedType - 名前トークン（複数）

NOTATION
public static final int NOTATION

AttType - EnumeratedType - 表記法

REQUIRED
public static final int REQUIRED

属性の存在 - 必須

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()

属性タイプを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性のタイプ
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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()

属性の値を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性の値の Enumeration
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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

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 
XMLTokenizer

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、XMLDocumentHandlerインタフェースのデフォルトの動作を実装します。 

インタフェースの一部のみ実装する必要がある場合、アプリケーション開発者は、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終了の通知を受け取ります。

endElement(NSName) 要素終了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 XML宣言の通知を受け取ります。
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setXMLDecl(String, String, 
String)

XML宣言の通知を受け取ります。

startElement(NSName, 
SAXAttrList)

要素開始の通知を受け取ります。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス HandlerBaseから継承されるメソッド

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)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース DocumentHandlerから継承されるメソッド

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

インタフェース EntityResolverから継承されるメソッド

resolveEntity(String, String)

インタフェース DTDHandlerから継承されるメソッド

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

インタフェース ErrorHandlerから継承されるメソッド

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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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。

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
インタフェース XMLDocumentHandler内の cDATASection(char[], int, int)

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

start - 文字配列の開始位置

length - 文字配列から使用する文字数

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

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、メイ
ン・ドキュメント要素の前後に発生する可能性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
インタフェース XMLDocumentHandler内の comment(String)
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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、指定されない場合は NULL

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

endDoctype()
public void endDoctype()

DTD終了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
インタフェース XMLDocumentHandler内の endDoctype()

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

endElement(NSName)
public void endElement(NSName elem)

要素終了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了時
にこのメソッドをコールします。各 endElement()イベントには、（要素が空の場合でも）そ
れぞれに対応する startElement()イベントがあります。 

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によって提供されるネームスペース・サポートを取得で
きます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース XMLDocumentHandler内の endElement(NSName)

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

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAXException が発生する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目
org.xml.sax.DocumentHandler.endElement(String)
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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。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース XMLDocumentHandler内の setDoctype(DTD)

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

setTextDecl(String, String)
public void setTextDecl(java.lang.String version, java.lang.String encoding)

テキスト XML宣言の通知を受け取ります。 

パーサーは、テキスト 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
インタフェース XMLDocumentHandler内の setTextDecl(String, String)

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（指定されない場合は NULL）

encoding - エンコーディング名

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

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
インタフェース XMLDocumentHandler内の setXMLDecl(String, String, String)
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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（指定されない場合は NULL）

encoding - エンコーディング名（指定されない場合は NULL）

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

startElement(NSName, SAXAttrList)
public void startElement(NSName elem, SAXAttrList attrlist)

要素開始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開始時にこ
のメソッドをコールします。各 startElement()イベントには、（要素が空の場合でも）それぞ
れに対応する endElement()イベントがあります。 すべての要素の内容は、対応する
endElement()イベントの前に、順にレポートされます。 

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によって提供されるネームス
ペース・サポートを取得できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース XMLDocumentHandler内の startElement(NSName, SAXAttrList)

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

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAXException が発生する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目
org.xml.sax.DocumentHandler.startElement(String, AttributeList)
パッケージ oracle.xml.parser.v2 4-15



DOMParser
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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事項に従って、XML（eXtensible 
Markup Language）1.0パーサーを実装して XMLドキュメントを解析し、DOMツリーを作
成します。

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

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) 指定された入力ソースから XML外部 DTDを解析
します。

parseDTD(InputStream, String) 指定された入力ストリームから XML外部 DTDを
解析します。

parseDTD(Reader, String) 指定された入力ストリームから XML外部 DTDを
解析します。

parseDTD(String, String) 指定された URLから XML外部 DTDを解析しま
す。
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parseDTD(URL, String) 指定された URLが指す XML外部 DTDドキュメン
トを解析し、対応する XMLドキュメント階層を作
成します。

setErrorStream(OutputStream) エラーと警告の出力に使用する出力ストリームを作
成します。

setErrorStream(OutputStream, 
String)

エラーと警告の出力に使用する出力ストリームを作
成します。

setErrorStream(PrintWriter) エラーと警告の出力に使用する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) 警告の内容を出力するかどうかを切り替えます。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLParserから継承されるフィールド

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

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

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

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

クラス XMLParserから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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
解析対象のドキュメント

parseDTD(InputSource, String)
public final void parseDTD(org.xml.sax.InputSource in, java.lang.String rootName)

指定された入力ソースから XML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.InputSource

rootName - ルート要素として使用される要素

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

parseDTD(InputStream, String)
public final void parseDTD(java.io.InputStream in, java.lang.String rootName)

指定された入力ストリームから XML外部 DTDを解析します。外部エンティティと DTDを
解決するために、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データを含んだ InputStream

rootName - ルート要素として使用される要素

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。
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関連項目関連項目関連項目関連項目
setBaseURL(URL)

parseDTD(Reader, String)
public final void parseDTD(java.io.Reader r, java.lang.String rootName)

指定された入力ストリームから XML外部 DTDを解析します。外部エンティティと DTDを
解決するために、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データを含んだ Reader

rootName - ルート要素として使用される要素

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

関連項目関連項目関連項目関連項目
setBaseURL(URL)

parseDTD(String, String)
public final void parseDTD(java.lang.String in, java.lang.String rootName)

指定された URLから XML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 URLを含んだ String

rootName - ルート要素として使用される要素

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。
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parseDTD(URL, String)
public final void parseDTD(java.net.URL url, java.lang.String rootName)

指定された URLが指す XML外部 DTDドキュメントを解析し、対応する XMLドキュメン
ト階層を作成します。

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ドキュメントを指し示す URL

rootName - ルート要素として使用される要素

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)

エラーと警告の出力に使用する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
指定されない場合、パーサーは、エラーと警告の出力に標準のエラー出力ストリーム
System.errを使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーと警告に使用する出力ストリーム

setErrorStream(OutputStream, String)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)

エラーと警告の出力に使用する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
指定されない場合、パーサーは、エラーと警告の出力に標準のエラー出力ストリーム
System.errを使用します。 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 - エラーと警告に使用する出力ストリーム

enc - 使用するエンコーディング

例外例外例外例外
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
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setErrorStream(PrintWriter)
public final void setErrorStream(java.io.PrintWriter out)

エラーと警告の出力に使用する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
指定されない場合、パーサーは、エラーと警告の出力に標準のエラー出力ストリーム
System.errを使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーと警告に使用する PrintWriter

setNodeFactory(NodeFactory)
public void setNodeFactory(NodeFactory factory)

ノード・ファクトリを設定します。アプリケーションで NodeFactoryを拡張し、このメソッ
ドを使用して登録できます。パーサーは、ユーザーが提供した NodeFactory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 NodeFactory

例外例外例外例外
XMLParseException - 無効なファクトリが設定された場合

関連項目関連項目関連項目関連項目
NodeFactory

showWarnings(boolean)
public void showWarnings(boolean yes)

警告の内容を出力するかどうかを切り替えます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告を表示するかどうかの決定
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DTD
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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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の DocumentTypeインタフェースを実装し、XMLドキュメントのドキュメント・タ
イプ定義情報を保持します。

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ます。つまり、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) 指定されたタグ名の要素宣言を検索します。

findEntity(String, boolean) DTD内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り出します。

getChildNodes() このノードの子すべてを含んだ NodeList。

getElementDecls() DTD内の要素宣言を含んだ NamedNodeMap。

getEntities() DTD内で宣言されている外部および内部の汎用エンティ
ティを含んだ NamedNodeMap。

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

getNotations() DTD内で宣言されている表記法を含んだ
NamedNodeMap。
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getPublicId() DTDに関連付けられているパブリック識別子を取得しま
す（指定されている場合）。

getSystemId() DTDに関連付けられているシステム識別子を取得します
（指定されている場合）。

hasChildNodes() ノードに子があるかどうかを簡単に判断できる便利なメ
ソッドです。

printExternalDTD(OutputStre
am)

このドキュメントの内容を、指定された出力ストリームに
書き込みます。

printExternalDTD(OutputStre
am, String)

外部 DTDの内容を、指定された出力ストリームに書き込
みます。

printExternalDTD(PrintWrite
r)

このドキュメントの内容を、指定された出力ストリームに
書き込みます。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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ます。つまり、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能し
ます。 複製ノードには親はありません（parentNodeは NULLを戻します）。Elementを複
製すると、属性とその値がすべて（デフォルトの属性を示すために XMLプロセッサによっ
て生成された属性とその値も含む）コピーされますが、このメソッドでは、ディープ・ク
ローンでない限り、それに含まれるテキストをコピーしません。これは、テキストが子の
Textノードに含まれているためです。他のタイプのノードを複製すると、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
インターフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの cloneNode(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合は、指定したノードの下に位置するサブツリーが再帰的に複製され、
FALSEの場合は、そのノード（Elementの場合はその属性）のみ複製されます。

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)

指定されたタグ名の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
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findEntity(String, boolean)
public final org.w3c.dom.Entity findEntity(java.lang.String n,boolean par)

DTD内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 - エンティティの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定された Entityオブジェクト。検出されない場合は 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
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。検出されない場合は NULL。

getChildNodes()
public org.w3c.dom.NodeList getChildNodes()

このノードの子すべてを含んだ NodeList。子がない場合は、ノードを含まない NodeList
が戻されます。戻される NodeListの内容は「生きている」といえます。たとえば、ノー
ド・オブジェクトの子に加えた変更は、NodeListアクセッサが戻すノードに即時に反映さ
れます。つまり、ノードの内容の静的なスナップショットではありません。これは、
getElementsByTagNameメソッドが戻すものも含め、すべての NodeListに対して同様
です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getChildNodes()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getChildNodes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの子
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getElementDecls()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getElementDecls()

DTD内の要素宣言を含んだ NamedNodeMap。このマップ内のノードはすべて
ElementDeclオブジェクトです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD内の要素宣言。DOMレベル 1は、DTD内の要素宣言の編集をサポートしません。し
たがって、elementdeclsは変更できません。

getEntities()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getEntities()

DTD内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んだ NamedNodeMap。重
複部分は廃棄されます。たとえば、<!DOCTYPE ex SYSTEM "ex.dtd" [ <!ENTITY foo "foo"> 
<!ENTITY bar "bar"> <!ENTITY % baz "baz">]> <ex/>では、インタフェースは fooと 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。このマップ内のすべての
ノードは、Entityインタフェースも実装しています。 DOMレベル 1は、エンティティの
編集をサポートしません。したがって、entitiesは変更できません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.DocumentType内の org.w3c.dom.DocumentType.getEntities()

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD内で宣言されているエンティティ

getName()
public java.lang.String getName()

DTDの名前を取得します。つまり 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
インタフェース org.w3c.dom.DocumentType内の org.w3c.dom.DocumentType.getName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDの名前
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getNotations()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getNotations()

DTD内で宣言されている表記法を含んだ NamedNodeMap。重複部分は廃棄されます。この
マップ内のノードはすべて、Notationインタフェースも実装しています。 DOMレベル 1
は表記法の編集をサポートしません。したがって、notationsは変更できません。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.DocumentType内の org.w3c.dom.DocumentType.getNotations()

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTD内で宣言されている表記法

getPublicId()
public java.lang.String getPublicId()

DTDに関連付けられているパブリック識別子を取得します（指定されている場合）。パブ
リック識別子が指定されていない場合は、NULLが戻されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDに関連付けられているパブリック識別子

getSystemId()
public java.lang.String getSystemId()

DTDに関連付けられているシステム識別子を取得します（指定されている場合）。システム
識別子が指定されていない場合は、NULLが戻されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDに関連付けられているシステム識別子

hasChildNodes()
public boolean hasChildNodes()

ノードに子があるかどうかを簡単に判断できる便利なメソッドです。DTDが XMLNodeに
オーバーライド・メソッドを持てない場合は、常に FALSEが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.hasChildNodes()
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オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの hasChildNodes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
DTDが子を持てない場合は FALSE

printExternalDTD(OutputStream)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out)

このドキュメントの内容を、指定された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 OutputStream

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合

printExternalDTD(OutputStream, String)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out, java.lang.String 
enc)

外部 DTDの内容を、指定された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 OutputStream
enc - 出力に使用するエンコーディング

例外例外例外例外
IOException - 無効なエンコーディングが指定された場合、またはその他のエラーが発生
した場合

printExternalDTD(PrintWriter)
public void printExternalDTD(java.io.PrintWriter out)

このドキュメントの内容を、指定された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 PrintWriter

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.lang.Cloneable, org.w3c.dom.Node, java.io.Serializable, 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、DTD内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 要素のコンテンツ・タイプ - 子はいずれの要素でもかまい
ません。

ASTERISK ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「*」ノード（子を
1つ持ちます）。

COMMA ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「,」ノード（子を
2つ持ちます）。

ELEMENT ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「leaf」ノード（子
を持ちません）。

ELEMENTS 要素のコンテンツ・タイプ - 子をコンテンツ・モデルに応
じた要素にできます。

EMPTY 要素のコンテンツ・タイプ - 子なし。

MIXED 要素のコンテンツ・タイプ - 子を PCDATAおよびコンテ
ンツ・モデルに応じた要素にできます。

OR ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「|」ノード（子を
2つ持ちます）。
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PLUS ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「+」ノード（子を
1つ持ちます）。

QMARK ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「?」ノード（子を
1つ持ちます）。

メソッド

expectedElements(Element) 要素に付加できる要素名のベクトルを戻します。

findAttrDecl(String) 属性宣言オブジェクトを取得します。または検出されない
場合は NULLが戻されます。

getAttrDecls() 属性宣言の一覧を取得します。

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

getContentType() 要素のコンテンツ・モデルを戻します。

getParseTree() コンテンツ・モデル解析ツリーのルート・ノードを戻しま
す。

validateContent(Element) 要素ノードの内容の妥当性をチェックします。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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(PrintWriter), removeChild(Node), replaceChild(Node, 
Node), selectNodes(String, NSResolver), selectSingleNode(String, 
NSResolver), setNodeValue(String), transformNode(XSLStylesheet), 
valueOf(String, NSResolver)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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

要素のコンテンツ・タイプ - 子はいずれの要素でもかまいません。

ASTERISK
public static final int ASTERISK

ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「*」ノード（子を 1つ持ちます）。

COMMA
public static final int COMMA

ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「,」ノード（子を 2つ持ちます）。

ELEMENT
public static final int ELEMENT

ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「leaf」ノード（子を持ちません）。

ELEMENTS
public static final byte ELEMENTS

要素のコンテンツ・タイプ - 子をコンテンツ・モデルに応じた要素にできます。

EMPTY
public static final byte EMPTY

要素のコンテンツ・タイプ - 子なし。

MIXED
public static final byte MIXED

要素のコンテンツ・タイプ - 子を PCDATAおよびコンテンツ・モデルに応じた要素にでき
ます。

OR
public static final int OR

ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「|」ノード（子を 2つ持ちます）。
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PLUS
public static final int PLUS

ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「+」ノード（子を 1つ持ちます）。

QMARK
public static final int QMARK

ContentModelParseTreeNodeタイプ - 「?」ノード（子を 1つ持ちます）。

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)

要素に付加できる要素名のベクトルを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
e - 要素

戻り値戻り値戻り値戻り値
名前のベクトル

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。または検出されない場合は NULLが戻されます。

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、または検出されない場合は NULL

getAttrDecls()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getAttrDecls()

属性宣言の一覧を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性宣言の一覧
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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
要素名を含んだ Vector

getContentType()
public int getContentType()

要素のコンテンツ・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 type

getParseTree()
public final org.w3c.dom.Node getParseTree()

コンテンツ・モデル解析ツリーのルート・ノードを戻します。 Node.getFirstChild()と
Node.getLastChild()は、解析ツリーの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・タイプとノード名を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
コンテンツ・モデル解析ツリーのルート・ノードを含んだ Node

validateContent(Element)
public boolean validateContent(org.w3c.dom.Element e)

要素ノードの内容の妥当性をチェックします。

戻り値戻り値戻り値戻り値
有効な場合は TRUE、それ以外は FALSE
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NodeFactory
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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
このクラスは、解析時に作成される 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。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、解析時に DOMツ
リーに追加される独自のカスタム・クラスを作成できます。また、XMLParserの
setNodeFactory()メソッドを使用して、独自の NodeFactoryを登録する必要があります。こ
のメソッドで NULLポインタが戻される場合、そのノードは DOMツリーに追加されませ
ん。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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)

指定されたタグとテキストで属性ノードを作成します。

createCDATASection(String) 指定されたテキストで CDATAノードを作成します。

createComment(String) 指定されたテキストでコメント・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) 指定されたタグで要素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)

指定されたタグとテキストで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 - ノードの名前

text - ノードに関連付けるテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成された属性ノード

createCDATASection(String)
public XMLCDATA createCDATASection(java.lang.String text)

指定されたテキストで CDATAノードを作成します。

createProcessingInstruction(S
tring, String)

指定されたタグとテキストで PIノードを作成します。

createTextNode(String) 指定されたテキストでテキスト・ノードを作成します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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パラメータパラメータパラメータパラメータ
text - ノードに関連付けるテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成された CDATAノード

createComment(String)
public XMLComment createComment(java.lang.String text)

指定されたテキストでコメント・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 - ノードに関連付けるテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成されたコメント・ノード

createDocument()
public XMLDocument createDocument()

ドキュメント・ノードを作成します。このメソッドでは、NULLポインタを戻すことができ
ません。

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成された要素

createElement(String)
public XMLElement createElement(java.lang.String tag)

指定されたタグで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 - 要素の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成された要素
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createProcessingInstruction(String, String)
public XMLPI createProcessingInstruction(java.lang.String tag, java.lang.String 
text)

指定されたタグとテキストで PI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 - ノードの名前

text - ノードに関連付けるテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成された PIノード

createTextNode(String)
public XMLText createTextNode(java.lang.String text)

指定されたテキストでテキスト・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 - ノードに関連付けるテキスト

戻り値戻り値戻り値戻り値
作成されたテキスト・ノード
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NSName

構文構文構文構文
public interface NSName

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス 
XMLAttr, XMLElement

説明説明説明説明
このインタフェースは、Element名と Attr名に対するネームスペース・サポートを提供しま
す。

メソッドメソッドメソッドメソッド

getExpandedName()
public java.lang.String getExpandedName()

この名前の完全解決済名を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
完全解決済名

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() この名前の完全解決済名を取得します。

getLocalName() この名前のローカル名を取得します。

getNamespace() この名前の解決済みネームスペースを取得します。

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()

この名前の解決済みネームスペースを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済みネームスペース

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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NSResolver

構文構文構文構文
public interface NSResolver

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス 
XMLElement

説明説明説明説明
このインタフェースは、ネームスペースの解決に関するサポートを提供します。

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)

指定されたネームスペース接頭辞の有効範囲内でネームスペース定義を検索します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
prefix - 解決するネームスペース接頭辞

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済みネームスペース（接頭辞を解決できなかった場合は 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) 指定されたネームスペース接頭辞に対して、有効範
囲内のネームスペース定義を検索します。
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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
oraxslクラスは、複数の XMLドキュメントにスタイルシートを適用するコマンドライン・
インタフェースを提供します。その動作方法を決定するいくつかのコマンドライン・オプ
ションを受け入れます。起動構文は次のとおりです。 

java oraxsl options* source? stylesheet? result?
-w Show warnings
-e <error log> A file to write errors to
-l <xml file list> List of files to transform
-d <directory> Directory with files to transform
-x <source extension> Extensions to exclude
-i <source extension> Extensions to include
-s <stylesheet> stylesheet to use
-r <result extension> Extension to use for results
-o <result extension> Directory to place results
-p <param list> List of Params
-t <# of threads> Number of threads to use
-v Verbose mode

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。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, 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

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
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
org.xml.sax.AttributeList

説明説明説明説明
このクラスは、SAX AttributeListインタフェースを実装します。また、ネームスペー
ス・サポートも提供します。ネームスペース・サポートを必要とするアプリケーションで
は、Oracleパーサー・クラスによって戻された属性リストを明示的に SAXAttrListにキャ
ストでき、ここで説明する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) リスト内の属性に対する拡張名を取得します（位置を指
定）。

getLength() このリスト内の属性の数を戻します。

getLocalName(int) リスト内の属性に対するローカル名を取得します（位置を
指定）。

getName(int) このリスト内の属性の名前を戻します（位置を指定）。

getNamespace(int) リスト内の属性に対する解決済みネームスペースを取得し
ます（位置を指定）。

getPrefix(int) リスト内の属性に対するネームスペース接頭辞を取得しま
す（位置を指定）。

getQualifiedName(int) リスト内の属性に対する修飾名を取得します（位置を指
定）。

getType(int)

getType(String) リスト内の属性のタイプを戻します（名前を指定）。
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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)

リスト内の属性に対する拡張名を取得します（位置を指定）。

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

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の数を戻します。 

SAXパーサーは、属性の宣言順または指定順に関係なく、任意の順序で属性を提供します。
属性の数は 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
インタフェース org.xml.sax.AttributeList内の org.xml.sax.AttributeList.getLength()

戻り値戻り値戻り値戻り値
リスト内の属性の数

getValue(int) リスト内の属性の値を戻します（位置を指定）。

getValue(String) リスト内の属性の値を戻します（名前を指定）。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

リスト内の属性に対するローカル名を取得します（位置を指定）。

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

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)

このリスト内の属性の名前を戻します（位置を指定）。 

名前は一意であることが必要です。SAXパーサーが、同じ属性を 2回挿入することはありま
せん。値のない属性（開始タグに値が指定されずに #IMPLIEDを宣言された属性）はリスト
から省略されます。

属性名にネームスペース接頭辞がある場合は、接頭辞も連結されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.xml.sax.AttributeList内の org.xml.sax.AttributeList.getName(int)

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（開始位置は 0）

戻り値戻り値戻り値戻り値
索引付けされた属性の名前、または索引が有効範囲外の場合は NULL

関連項目関連項目関連項目関連項目
getLength()
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getNamespace(int)
public java.lang.String getNamespace(int i)

リスト内の属性に対する解決済みネームスペースを取得します（位置を指定）。

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

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性に対する解決済みネームスペース

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

リスト内の属性に対するネームスペース接頭辞を取得します（位置を指定）。

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

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性に対するネームスペース接頭辞

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

リスト内の属性に対する修飾名を取得します（位置を指定）。

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

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
インタフェース org.xml.sax.AttributeList内の org.xml.sax.AttributeList.getType(int)
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getType(String)
public java.lang.String getType(java.lang.String s)

リスト内の属性のタイプを戻します（名前を指定）。 

戻り値は、getType(int)の戻り値と同じです。 

属性名に、ドキュメント内でのネームスペース接頭辞がある場合、アプリケーションはその
接頭辞をここに挿入する必要があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.xml.sax.AttributeList内の org.xml.sax.AttributeList.getType(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 属性の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性タイプ（文字列）、または該当する属性が存在しない場合は NULL

関連項目関連項目関連項目関連項目
getType(int)

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

リスト内の属性の値を戻します（位置を指定）。 

属性値がトークン（IDREFS、ENTITIESまたは NMTOKENS）のリストである場合、トーク
ンは空白で連結された単一の文字列になります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.xml.sax.AttributeList内の org.xml.sax.AttributeList.getValue(int)

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（開始位置は 0）

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性値（文字列）、または索引が有効範囲外の場合は NULL

関連項目関連項目関連項目関連項目
getLength(), getValue(String)
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getValue(String)
public java.lang.String getValue(java.lang.String s)

リスト内の属性の値を戻します（名前を指定）。 

戻り値は、getValue(int)の戻り値と同じです。

属性名に、ドキュメント内でのネームスペース接頭辞がある場合、アプリケーションはその
接頭辞をここに挿入する必要があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.xml.sax.AttributeList内の org.xml.sax.AttributeList.getValue(String)

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

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性値（文字列）、または該当する属性が存在しない場合は NULL

関連項目関連項目関連項目関連項目
getValue(int)
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
org.xml.sax.Parser, oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事項に従って、XML（eXtensible 
Markup Language）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
を登録すると、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(DocumentHandler) SAXアプリケーションは、このメソッドで
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、このメソッドで
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、このメソッドで
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、このメソッドで
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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継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLParserから継承されるフィールド

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

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

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

クラス XMLParserから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Parserから継承されるメソッド

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、このメソッドで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
インタフェース org.xml.sax.Parser内の
org.xml.sax.Parser.setDocumentHandler(DocumentHandler)

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

関連項目関連項目関連項目関連項目
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、このメソッドで新しい 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
インタフェース org.xml.sax.Parser内の org.xml.sax.Parser.setDTDHandler(DTDHandler)

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

関連項目関連項目関連項目関連項目
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、このメソッドで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
インタフェース org.xml.sax.Parser内の org.xml.sax.Parser.setEntityResolver(EntityResolver)

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

関連項目関連項目関連項目関連項目
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、このメソッドで新しいエラー・イベント・ハンドラを登録できま
す。このメソッドは、エラー処理に関する以前の設定を置換します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.xml.sax.Parser内の org.xml.sax.Parser.setErrorHandler(ErrorHandler)

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

関連項目関連項目関連項目関連項目
org.xml.sax.Parser.setErrorHandler(ErrorHandler), org.xml.sax.ErrorHandler
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの Attrインタフェースを実装し、要素の各属性に関する情報を保持し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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) 指定された名前と値で属性を構成します。

XMLAttr(String, String, 
String, String)

ネームスペース・サポート

メソッド

cloneNode(boolean) このノードの複製を戻します。つまり、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() この属性の完全解決済名を取得します。

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。

getNamespace() この属性の解決済みネームスペースを取得します。
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getNodeValue() このノードの値を、そのタイプに基づいて取得します。

getParentNode() このノードの親を取得します。

getPrefix() この属性のネームスペース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() 要素内に属性が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、そのタイプに基づいて設定します。

setValue(String) 値を設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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)

指定された名前と値で属性を構成します。

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

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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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パラメータパラメータパラメータパラメータ
n - 属性の名前

v - 属性の値

XMLAttr(String, String, String, String)
public  XMLAttr(java.lang.String name, java.lang.String prefix, 
java.lang.String ns, java.lang.String v)

ネームスペース・サポート

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ます。つまり、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能し
ます。 複製ノードには親はありません（parentNodeは NULLを戻します）。Elementを複
製すると、属性とその値がすべて（デフォルトの属性を示すために XMLプロセッサによっ
て生成された属性とその値も含む）コピーされますが、このメソッドでは、ディープ・ク
ローンでない限り、それに含まれるテキストをコピーしません。これは、テキストが子の
Textノードに含まれているためです。他のタイプのノードを複製すると、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの cloneNode(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合は、指定したノードの下に位置するサブツリーが再帰的に複製され、
FALSEの場合は、そのノード（Elementの場合はその属性）のみ複製されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード
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getExpandedName()
public java.lang.String getExpandedName()

この属性の完全解決済名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース NSName内の getExpandedName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
完全解決済名

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
インタフェース NSName内の getLocalName()

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
インタフェース org.w3c.dom.Attr内の org.w3c.dom.Attr.getName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性名

getNamespace()
public java.lang.String getNamespace()

この属性の解決済みネームスペースを取得します。
4-60　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



XMLAttr
指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース NSName内の getNamespace()

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済みネームスペース

getNodeValue()
public java.lang.String getNodeValue()

このノードの値を、そのタイプに基づいて取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getNodeValue()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getNodeValue()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの値

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: ノードが読取り専用
の場合に発生します。DOMSTRING_SIZE_ERR:実装プラットフォームにおける
DOMString変数に収まらない文字が戻された場合に発生します。

getParentNode()
public org.w3c.dom.Node getParentNode()

このノードの親を取得します。Document、DocumentFragmentおよび Attrを除くすべ
てのノードに親が存在する可能性があります。ただし、ノードが作成されたばかりでまだツ
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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getParentNode()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getParentNode()
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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()

この属性のネームスペース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
インタフェース NSName内の getPrefix()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ネームスペース接頭辞

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
インタフェース NSName内の getQualifiedName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
修飾名

getSpecified()
public boolean getSpecified()

要素内に属性が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
インタフェース org.w3c.dom.Attr内の org.w3c.dom.Attr.getSpecified()

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、明示的に指定されていない場合は FALSE
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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
インタフェース org.w3c.dom.Attr内の org.w3c.dom.Attr.getValue()

戻り値戻り値戻り値戻り値
属性値

setNodeValue(String)
public void setNodeValue(java.lang.String nodeValue)

このノードの値を、そのタイプに基づいて設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.setNodeValue(String)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの setNodeValue(String)

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: ノードが読取り専用
の場合に発生します。DOMSTRING_SIZE_ERR:実装プラットフォームにおける
DOMString変数に収まらない文字が戻された場合に発生します。

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
インタフェース org.w3c.dom.Attr内の org.w3c.dom.Attr.setValue(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
arg - 設定する値
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの CDATASectionインタフェースを実装します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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) 指定された名前とテキストを持つ CDATAノードを作成します。
4-64　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



XMLCDATA
継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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

クラス XMLTextから継承されるメソッド

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

クラス oracle.xml.parser.v2.CharDataから継承されるメソッド

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)

指定された名前とテキストを持つ 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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Textから継承されるメソッド

splitText(int)

インタフェース CharacterDataから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの Commentインタフェースを実装します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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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クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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

クラス oracle.xml.parser.v2.CharDataから継承されるメソッド

appendData, deleteData, getData, getLength, insertData, replaceData, 
setData, setNodeValue, substringData
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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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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(PrintWriter), removeChild(Node), replaceChild(Node, 
Node), selectNodes(String, NSResolver), selectSingleNode(String, 
NSResolver), transformNode(XSLStylesheet), valueOf(String, NSResolver)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース CharacterDataから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの Documentインタフェースを実装し、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・ツリーのルートとして機能します。各 XMLタ
グで、このツリーのノードまたはリーフを表すことができます。 

XML仕様に従って、ツリーのルートはコメントと処理命令との組合せで構成されますが、
ルート要素は 1つのみです。getDocumentElementは、ルート要素を検索するショート・
カットとして提供されている便利なメソッドです。

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

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) 指定された名前の Attrを作成します。

createCDATASection(String) 値が指定された文字列の CDATASectionノード
を作成します。

createComment(String) 指定された文字列を持つ Commentノードを作成
します。

createDocumentFragment() 空の DocumentFragmentオブジェクトを作成し
ます。
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createElement(String) 指定されたタイプの要素を作成します。

createEntityReference(String) EntityReferenceオブジェクトを作成します。

createProcessingInstruction(Stri
ng, String)

指定された名前とデータ文字列の
ProcessingInstructionノードを作成します。

createTextNode(String) 指定された文字列の Textノードを作成します。

expectedElements(Element) 要素に付加できる要素名のベクトルを戻します。

getDoctype() このドキュメントに関連付けられているドキュメ
ント・タイプ宣言（DTD）。

getDocumentElement() ドキュメントのルート要素である子ノードに直接
アクセスできる便利な属性です。

getElementsByTagName(String) 指定されたタグ名を持つすべての Elementの
NodeListを、Documentツリーの先行順走査で
検出された順序で戻します。

getEncoding() 文字エンコーディング情報を取り出します。

getImplementation() このドキュメントを処理する
DOMImplementationオブジェクト。

getOwnerDocument() このノードに関連付けられている Documentオブ
ジェクト。

getStandalone() スタンドアロン情報を取り出します。

getVersion() バージョン情報を取り出します。

print(OutputStream) このドキュメントの内容を、指定された出力スト
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、指定された出力スト
リームに書き込みます。

print(PrintWriter) このドキュメントの内容を、指定された出力スト
リームに書き込みます。

printExternalDTD(OutputStream) このドキュメントの内容を、指定された出力スト
リームに書き込みます。

printExternalDTD(OutputStream, 
String)

外部 DTDの内容を、指定された出力ストリーム
に書き込みます。

printExternalDTD(PrintWriter) このドキュメントの内容を、指定された出力スト
リームに書き込みます。

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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replaceChild(Node, Node) 子のリストにおいて、子ノード oldChildを
newChildで置換し、oldChildノードを戻しま
す。

setEncoding(String) 出力用の文字エンコーディングを設定します。

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

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

setVersion(String) <?xml ...?>タグ内に格納されるバージョン番号を
設定します。

validateElementContent(Element) 要素ノードの内容の妥当性をチェックします。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの cloneNode(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合は、ドキュメントの下のサブツリーが再帰的に複製され、FALSEの場合
は、そのドキュメントのみ複製されます。

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)

指定された名前の Attrを作成します。作成後、Attrインスタンスを、setAttributeメ
ソッドを使用して Elementに設定できます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.createAttribute(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 属性の名前
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戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい Attrオブジェクト

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR:指定した名前に無効な文字が含
まれている場合に発生します。

createCDATASection(String)
public org.w3c.dom.CDATASection createCDATASection(java.lang.String data)

値が指定された文字列の CDATASection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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の
org.w3c.dom.Document.createCDATASection(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - CDATASectionコンテンツ用のデータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい CDATASectionオブジェクト

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - DOMExceptionが発生する場合があります。

createComment(String)
public org.w3c.dom.Comment createComment(java.lang.String data)

指定された文字列を持つ Comment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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.createComment(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - ノード用のデータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい Commentオブジェクト
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createDocumentFragment()
public org.w3c.dom.DocumentFragment createDocumentFragment()

空の DocumentFragment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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の
org.w3c.dom.Document.createDocumentFragment()

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい DocumentFragment

createElement(String)
public org.w3c.dom.Element createElement(java.lang.String tagName)

指定されたタイプの要素を作成します。戻されるインスタンスは Elementインタフェースを
実装しているため、戻されたオブジェクトに属性を直接指定でき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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.createElement(String)

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タイプの名前。名前は大 /小文字区別されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい Elementオブジェクト

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR:指定した名前に無効な文字が含
まれている場合に発生します。

createEntityReference(String)
public org.w3c.dom.EntityReference createEntityReference(java.lang.String 
name)

EntityReferenceオブジェクトを作成します。
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指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Document内の
org.w3c.dom.Document.createEntityReference(String)

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 EntityReferenceオブジェクト

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR:指定した名前に無効な文字が含
まれている場合に発生します。

createProcessingInstruction(String, String)
public org.w3c.dom.ProcessingInstruction 
createProcessingInstruction(java.lang.String target, java.lang.String 
data)

指定された名前とデータ文字列の ProcessingInstruction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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の
org.w3c.dom.Document.createProcessingInstruction(String, String)

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 - ノード用のデータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい ProcessingInstructionオブジェクト

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR:無効な文字が指定された場合に
発生します。
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createTextNode(String)
public org.w3c.dom.Text createTextNode(java.lang.String data)

指定された文字列の Text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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.createTextNode(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
data - ノード用のデータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい Textオブジェクト

expectedElements(Element)
public java.util.Vector expectedElements(org.w3c.dom.Element e)

要素に付加できる要素名のベクトルを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
e - 要素

戻り値戻り値戻り値戻り値
名前のベクトル

getDoctype()
public org.w3c.dom.DocumentType getDoctype()

このドキュメントに関連付けられているドキュメント・タイプ宣言（DTD）。DTDのない
XMLドキュメントの場合は NULLが戻されます。 DOMレベル 1の仕様は DTDの編集をサ
ポートしていない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
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.getDoctype()

戻り値戻り値戻り値戻り値
関連付けられている DTD

関連項目関連項目関連項目関連項目
org.w3c.dom.DocumentType
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getDocumentElement()
public org.w3c.dom.Element getDocumentElement()

ドキュメントのルート要素である子ノードに直接アクセスできる便利な属性です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.getDocumentElement()

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)

指定されたタグ名を持つすべての Elementの NodeListを、Documentツリーの先行順走
査で検出された順序で戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Document内の
org.w3c.dom.Document.getElementsByTagName(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
tagname - 照合するタグの名前。特殊値「*」はすべてのタグと一致します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致した Elementをすべて含んだ新しい NodeListオブジェクト

getEncoding()
public final java.lang.String getEncoding()

文字エンコーディング情報を取り出します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
<?xml ...?>タグ内に格納されているエンコーディング情報、ユーザー定義の出力エンコー
ディングが後に設定された場合は、そのユーザー定義の出力エンコーディング
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getImplementation()
public org.w3c.dom.DOMImplementation getImplementation()

このドキュメントを処理する DOMImplementationオブジェクト。DOMアプリケーショ
ンは、複数の実装からオブジェクトを使用する場合があります。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Document内の org.w3c.dom.Document.getImplementation()

戻り値戻り値戻り値戻り値
関連付けられている DOM実装

getOwnerDocument()
public org.w3c.dom.Document getOwnerDocument()

このノードに関連付けられている Documentオブジェクト。このノードが Documentの場
合は、NULLです。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getOwnerDocument()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getOwnerDocument()

戻り値戻り値戻り値戻り値
NULL

getStandalone()
public final java.lang.String getStandalone()

スタンドアロン情報を取り出します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
<?xml ...?>タグ内に格納されてい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り出します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
<?xml ...?>タグ内に格納されているバージョン番号

print(OutputStream)
public void print(java.io.OutputStream out)

このドキュメントの内容を、指定された出力ストリームに書き込みます。

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの print(OutputStream)

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 OutputStream

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合

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、指定された出力ストリームに書き込みます。

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの print(OutputStream, String)

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 OutputStream

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外例外例外例外
IOException - 無効なエンコーディングが指定された場合、またはその他のエラーが発生
した場合
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print(PrintWriter)
public void print(java.io.PrintWriter out)

このドキュメントの内容を、指定された出力ストリームに書き込みます。

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの print(PrintWriter)

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 PrintWriter

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合

printExternalDTD(OutputStream)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out)

このドキュメントの内容を、指定された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 OutputStream

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合

printExternalDTD(OutputStream, String)
public void printExternalDTD(java.io.OutputStream out, java.lang.String 
enc)

外部 DTDの内容を、指定された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 OutputStream

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外例外例外例外
IOException - 無効なエンコーディングが指定された場合、またはその他のエラーが発生
した場合
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printExternalDTD(PrintWriter)
public void printExternalDTD(java.io.PrintWriter out)

このドキュメントの内容を、指定された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 PrintWriter

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合

replaceChild(Node, Node)
public org.w3c.dom.Node replaceChild(org.w3c.dom.Node newChild, 
org.w3c.dom.Node oldChild)

子のリストにおいて、子ノード oldChildを newChildで置換し、oldChildノードを戻
します。newChildがすでにツリーに存在している場合は、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.replaceChild(Node, Node)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの replaceChild(Node, Node)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
newChild - 子リストに入れる新しいノード

oldChild - リスト内の置換対象のノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換されたノード

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - HIERARCHY_REQUEST_ERR:このノードが、newChildノー
ドのタイプの子を許可しないタイプの場合に発生します。WRONG_DOCUMENT_
ERR:newChildがこの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。NOT_FOUND_ERR:oldChildがこのノードの子ではない場合に発生します。
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setEncoding(String)
public final void setEncoding(java.lang.String encoding)

出力用の文字エンコーディングを設定します。 結果的に、<?xml ...?>タグ内に格納されるエ
ンコーディングを設定しますが、ドキュメントを保存するまでは設定されません。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 - 設定する文字エンコーディング

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 ...?>タグ内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 ...?>タグ内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)

要素ノードの内容の妥当性をチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
e - 妥当性をチェックする要素

戻り値戻り値戻り値戻り値
有効な場合は TRUE、それ以外は FALSE
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの DocumentFragmentインタフェースを実装します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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() 空のドキュメント断片部分を作成します。

メソッド

getParentNode() このノードの親を取得します。
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継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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
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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()

空のドキュメント断片部分を作成します。

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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getParentNode()

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
4-88　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



XMLDocumentFragment
オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getParentNode()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの親（常に NULL）
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XMLDocumentHandler

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

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

既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス既知の全実装クラス
DefaultXMLDocumentHandler

説明説明説明説明
このインタフェースは、org.xml.sax.DocumentHandlerインタフェースを拡張します。
ネームスペース・サポートを必要とする 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パーサーを登録する必要があ
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終了の通知を受け取ります。

endElement(NSName) 要素終了の通知を受け取ります。

setDoctype(DTD) DTD（Document Type Definition）の通知を受け取りま
す。

setTextDecl(String, String) テキスト XML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)

要素開始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

start - 文字配列の開始位置

length - 文字配列から使用する文字数

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

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、メイ
ン・ドキュメント要素の前後に発生する可能性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、指定されない場合は NULL

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース DocumentHandlerから継承されるメソッド

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終了の通知を受け取ります。

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

endElement(NSName)
public void endElement(NSName elem)

要素終了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了時
にこのメソッドをコールします。各 endElement()イベントには、（要素が空の場合でも）そ
れぞれに対応する startElement()イベントがあります。 

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によって提供されるネームスペース・サポートを取得で
きます。

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

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAXException が発生する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目
org.xml.sax.DocumentHandler.endElement(String)

setDoctype(DTD)
public void setDoctype(DTD dtd)

DTD（Document Type Definition）の通知を受け取ります。 

パーサーは、使用される DTDを登録するために、startDocumentのコール後このメソッド
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
DTD - DTDノード

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。
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setTextDecl(String, String)
public void setTextDecl(java.lang.String version, java.lang.String 
encoding)

テキスト XML宣言の通知を受け取ります。 

パーサーは、テキスト 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（指定されない場合は NULL）

encoding - エンコーディング名

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

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。

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（指定されない場合は NULL）

encoding - エンコーディング名（指定されない場合は NULL）

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。
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startElement(NSName, SAXAttrList)
public void startElement(NSName elem, SAXAttrList attrlist)

要素開始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開始時にこ
のメソッドをコールします。各 startElement()イベントには、（要素が空の場合でも）それぞ
れに対応する endElement()イベントがあります。 すべての要素の内容は、対応する
endElement()イベントの前に、順にレポートされます。 

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によって提供されるネームス
ペース・サポートを取得できます。

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

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAXException が発生する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目
org.xml.sax.DocumentHandler.startElement(String, AttributeList)
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XMLElement
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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの Elementインタフェースを実装します。要素は、デフォルトの
NodeFactoryまたは setNodeFactoty()メソッドを使用して登録された場合はユーザー定義の
NodeFactoryを使用して、XMLパーサーによって作成されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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) 指定された名前で要素を作成します。

XMLElement(String, String, 
String)

指定された名前、接頭辞およびネームスペースで要
素を作成します。

メソッド

checkNamespace(String, String) 要素が、指定されたネームスペースに属しているか
どうかを戻します。

cloneNode(boolean) このノードの複製を戻します。つまり、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) 属性値を名前で取り出します。

getAttributeNode(String) Attrノードを名前を指定して取り出します。
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getAttributes() このノードの属性を含んだ NamedNodeMap
（Elementの場合）、それ以外の場合は NULL。

getChildrenByTagName(String) 指定されたタグ名を持つ直近の子すべての
NodeListを戻します。

getChildrenByTagName(String, 
String)

指定されたタグ名とネームスペースを持つ直近の子
すべての NodeListを戻します。

getElementsByTagName(String) 指定されたタグ名を持つ子要素すべての NodeList
を、Elementツリーの先行順走査で検出された順
序で戻します。

getElementsByTagName(String, 
String)

指定されたタグとネームスペースを持つ子要素すべ
ての NodeListを、Elementツリーの先行順走査
で検出された順序で戻します。

getExpandedName() この要素の完全解決済名を取得します。

getLocalName() この要素のローカル名を取得します。

getNamespace() この要素の解決済みネームスペースを取得します。

getPrefix() この要素のネームスペース接頭辞を取得します。

getQualifiedName() この要素の修飾名を取得します。

getTagName() 要素の名前を取得します。

normalize() この Elementの下のすべてのサブツリーにあるす
べての Textノードを、標準フォームにします。標
準フォームでは、Textノードは 1つのマークアッ
プ（例 : タグ、コメント、処理命令、CDATAセク
ションおよびエンティティ参照）のみで区切られま
す（つまり、隣接する Textノードはありません）。

removeAttribute(String) 名前を指定して属性を削除します。

removeAttributeNode(Attr) 指定された属性を削除します。

resolveNamespacePrefix(String) ネームスペース接頭辞を指定して、この要素の有効
範囲内にあるネームスペース定義を検索します。

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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継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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
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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)

指定された名前で要素を作成します。

XMLElement(String, String, String)
public  XMLElement(java.lang.String name, java.lang.String prefix, 
java.lang.String namespace)

指定された名前、接頭辞およびネームスペースで要素を作成します。

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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メソッドメソッドメソッドメソッド

checkNamespace(String, String)
public boolean checkNamespace(java.lang.String localname, 
java.lang.String ns)

要素が、指定されたネームスペースに属しているかどうかを戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
ns - 拡張されたネームスペース文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
TRUE - 要素がネームスペースに属している場合

cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)

このノードの複製を戻します。つまり、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能し
ます。 複製ノードには親はありません（parentNodeは NULLを戻します）。Elementを複
製すると、属性とその値がすべて（デフォルトの属性を示すために XMLプロセッサによっ
て生成された属性とその値も含む）コピーされますが、このメソッドでは、ディープ・ク
ローンでない限り、それに含まれるテキストをコピーしません。これは、テキストが子の
Textノードに含まれているためです。他のタイプのノードを複製すると、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの cloneNode(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合は、指定したノードの下に位置するサブツリーが再帰的に複製され、
FALSEの場合は、そのノード（Elementの場合はその属性）のみ複製されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード
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getAttribute(String)
public java.lang.String getAttribute(java.lang.String name)

属性値を名前で取り出します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.getAttribute(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 取り出す属性の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
Attr値（文字列）、またはその属性に値が指定されていないかデフォルト値の場合は空の文
字列

getAttributeNode(String)
public org.w3c.dom.Attr getAttributeNode(java.lang.String name)

Attrノードを名前を指定して取り出します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.getAttributeNode(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 取り出す属性の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定された属性名を持つ Attr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()

このノードの属性を含んだ NamedNodeMap（Elementの場合）、それ以外の場合は NULL。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getAttributes()

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getAttributes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
この要素の属性リスト
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getChildrenByTagName(String)
public org.w3c.dom.NodeList getChildrenByTagName(java.lang.String name)

指定されたタグ名を持つ直近の子すべての NodeList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 - 照合するタグの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致する子のリスト

getChildrenByTagName(String, String)
public org.w3c.dom.NodeList getChildrenByTagName(java.lang.String name, 
java.lang.String ns)

指定されたタグ名とネームスペースを持つ直近の子すべての NodeList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 - 照合するタグの名前（ローカル名を指定してください）。

ns - ネームスペース。

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致する子のリスト

getElementsByTagName(String)
public org.w3c.dom.NodeList getElementsByTagName(java.lang.String name)

指定されたタグ名を持つ子要素すべての NodeListを、Elementツリーの先行順走査で検
出された順序で戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の
org.w3c.dom.Element.getElementsByTagName(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 照合するタグの名前特殊値「*」はすべてのタグと一致します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致する Elementノードのリスト
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getElementsByTagName(String, String)
public org.w3c.dom.NodeList getElementsByTagName(java.lang.String name, 
java.lang.String ns)

指定されたタグとネームスペースを持つ子要素すべての NodeListを、Elementツリーの
先行順走査で検出された順序で戻します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - 照合するタグの名前特殊値「*」はすべてのタグと一致します。（ローカル名を指定し
てください）。

ns - 要素のネームスペース

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致する Elementノードのリスト

getExpandedName()
public java.lang.String getExpandedName()

この要素の完全解決済名を取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース NSName内の getExpandedName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
完全解決済名

getLocalName()
public java.lang.String getLocalName()

この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
インタフェース NSName内の getLocalName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ローカル名
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getNamespace()
public java.lang.String getNamespace()

この要素の解決済みネームスペースを取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース NSName内の getNamespace()

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済みネームスペース

getPrefix()
public java.lang.String getPrefix()

この要素のネームスペース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
インタフェース NSName内の getPrefix()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ネームスペース接頭辞

getQualifiedName()
public java.lang.String getQualifiedName()

この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
インタフェース NSName内の getQualifiedName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
修飾名

getTagName()
public java.lang.String getTagName()

要素の名前を取得します。 たとえば、<elementExample id="demo"> ... </elementExample>
と指定すると、tagNameには値「elementExample」が設定されます。これは、DOMの
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すべての操作と同様に、XMLにおいては大 /小文字が保存されることに注意してください。
HTMLの DOMは、ソースの HTMLドキュメントの文字に関係なく、大文字の正規形で
HTML要素の tagNameを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.getTagName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
要素名

normalize()
public void normalize()

この Elementの下のすべてのサブツリーにあるすべての Textノードを、標準フォームに
します。標準フォームでは、Textノードは 1つのマークアップ（例 : タグ、コメント、処
理命令、CDATAセクションおよびエンティティ参照）のみで区切られます（つまり、隣接
する Textノードはありません）。このメソッドを使用すると、ドキュメントの DOM
ビューが、保存および再ロードされた場合と同じになることが保証され、特定のドキュメン
ト・ツリー構造に依存する操作（XPointer参照など）を使用するときに役立ちます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.normalize()

removeAttribute(String)
public void removeAttribute(java.lang.String name)

名前を指定して属性を削除します。削除する属性にデフォルト値が設定されている場合は、
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
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.removeAttribute(String)

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

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り
専用の場合に発生します。
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removeAttributeNode(Attr)
public org.w3c.dom.Attr removeAttributeNode(org.w3c.dom.Attr oldAttr)

指定された属性を削除します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.removeAttributeNode(Attr)

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 Attrノード。削除する Attrにデフォルト値が設定さ
れている場合は、すぐに置換されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
削除された Attrノード

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り
専用の場合に発生します。NOT_FOUND_ERR:oldAttrが要素の属性ではない場合に発生
します。

resolveNamespacePrefix(String)
public java.lang.String resolveNamespacePrefix(java.lang.String prefix)

ネームスペース接頭辞を指定して、この要素の有効範囲内にあるネームスペース定義を検索
します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース NSResolver内の resolveNamespacePrefix(String)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
prefix - 解決するネームスペース接頭辞

戻り値戻り値戻り値戻り値
解決済みネームスペース（接頭辞を解決できなかった場合は NULL）
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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。指定した名前の属性が要素内にすでに存在している場合は、その
値が valueパラメータの値に変更されます。この値は単純文字列であるため、設定時には解
析されません。 

このため、マークアップ（例 : エンティティ参照として認識される構文）はいずれもリテラ
ル・テキストとして処理されるので、書込み時には実装によって適切にエスケープ処理する
必要があります。エンティティ参照を含んだ属性値を割り当てるには、ユーザーは Attr
ノードの他に Textノードと EntityReferenceノードを作成し、適切なサブツリーを構
築し、setAttributeNodeを使用してそれを属性の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
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.setAttribute(String, String)

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 - 設定する値（文字列フォーム）

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - INVALID_CHARACTER_ERR:指定した名前に無効な文字が含
まれている場合に発生します。NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取
り専用の場合に発生します。

setAttributeNode(Attr)
public org.w3c.dom.Attr setAttributeNode(org.w3c.dom.Attr newAttr)

新しい属性を追加します。その名前の属性が要素内にすでに存在している場合は、新しい属
性で置換されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Element内の org.w3c.dom.Element.setAttributeNode(Attr)

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 Attrノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
newAttr属性で同じ名前の既存属性が置換されると、既存の Attrノードが戻されます。
それ以外の場合は NULLが戻されます。
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例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - WRONG_DOCUMENT_ERR: newAttrが要素を作成したド
キュメントと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の場合に発生します。
INUSE_ATTRIBUTE_ERR:newAttrがすでに別の Element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、Attrノードを明示的に複製し、それを別の要素で再利
用する必要があります。
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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
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インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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(PrintWriter), removeChild(Node), replaceChild(Node, 
Node), selectNodes(String, NSResolver), selectSingleNode(String, 
NSResolver), setNodeValue(String), transformNode(XSLStylesheet), 
valueOf(String, NSResolver)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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)
4-110　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



XMLNode
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

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
AttrDecl, oracle.xml.parser.v2.CharData, DTD, ElementDecl, XMLAttr, XMLDocument, 
XMLDocumentFragment, XMLElement, XMLEntityReference

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.lang.Cloneable, org.w3c.dom.Node, java.io.Serializable, 
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
DOMの Node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。ドキュメント・ツリー内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キャス
ト・ダウンせずにノード情報を取得するための機能として組み込まれています。特定の
nodeTypeに対してこれらの属性の明白なマッピング（Elementの nodeValueまたは
Commentの attributesなど）がない場合は、NULLが戻されます。導出されたクラスに
は、関連情報を取得および設定する、追加の便利な機能が含まれている場合があります。

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

フィールド

ATTRDECL 属性宣言ノード

ELEMENTDECL 要素宣言ノード

メソッド

appendChild(Node) ノード newChildを、このノードにおける子のリス
トの最後に追加します。

cloneNode(boolean) このノードの複製を戻します。つまり、ノードの汎用
コピー・コンストラクタとして機能します。
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getAttributes() このノードの属性を含んだ NamedNodeMap
（Elementの場合）を取得します。それ以外の場合は
NULLを戻します。

getChildNodes() このノードの子すべてを含んだ NodeListを取得し
ます。

getFirstChild() このノードにおける最初の子を取得します。

getLastChild() このノードにおける最後の子を取得します。

getNextSibling() このノードの 1つ後のノードを取得します。

getNodeName() このノードの名前を、そのタイプに基づいて取得しま
す。

getNodeType() 基礎オブジェクトのタイプを示すコードを取得しま
す。

getNodeValue() このノードの値を、そのタイプに基づいて取得しま
す。

getOwnerDocument() このノードに関連付けられている Documentオブ
ジェクトを取得します。

getParentNode() このノードの親を取得します。

getPreviousSibling() このノードの 1つ前のノードを取得します。

hasChildNodes() ノードに子があるかどうかを簡単に判断できる便利な
メソッドです。

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) このノードの内容を、指定された出力ストリームに書
き込みます。

print(OutputStream, String) このノードの内容を、指定された出力ストリームに書
き込みます。

print(PrintWriter) このノードの内容を、指定された出力ライターを使用
して書き込みます。

removeChild(Node) oldChildで指定された子ノードを子のリストから
削除して、そのノードを戻します。

replaceChild(Node, Node) 子のリストにおいて、子ノード oldChildを
newChildで置換し、oldChildノードを戻します。

selectNodes(String, 
NSResolver)

指定されたパターンと一致するノードをツリーから選
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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selectSingleNode(String, 
NSResolver)

指定されたパターンと一致する最初のノードをツリー
から選択します。

setNodeValue(String) このノードの値を、そのタイプに基づいて設定しま
す。

transformNode(XSLStylesheet) 指定されたスタイルシートを使用して、ツリー内の
ノードを変換します。

valueOf(String, NSResolver) 指定されたパターンと一致する最初のノードの値をツ
リーから選択します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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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

ELEMENTDECL
public static final short ELEMENTDECL

要素宣言ノード

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 newChildを、このノードにおける子のリストの最後に追加します。newChildが
すでにツリーに存在している場合は、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.appendChild(Node)

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。DocumentFragmentオブジェクトの場合は、ドキュメント
断片部分の内容全体がこのノードの子リストに移されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
追加されたノード

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - HIERARCHY_REQUEST_ERR:このノードが、newChildノー
ドのタイプの子を許可しないタイプの場合、または追加するノードがこのノードにおける上
位ノードの 1つである場合に発生します。WRONG_DOCUMENT_ERR: newChildがこの
ノードを作成したドキュメントと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の場合に発生します。
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cloneNode(boolean)
public org.w3c.dom.Node cloneNode(boolean deep)

このノードの複製を戻します。つまり、ノードの汎用コピー・コンストラクタとして機能し
ます。 複製ノードには親はありません（parentNodeは NULLを戻します）。Elementを複
製すると、属性とその値がすべて（デフォルトの属性を示すために XMLプロセッサによっ
て生成された属性とその値も含む）コピーされますが、このメソッドでは、ディープ・ク
ローンでない限り、それに含まれるテキストをコピーしません。これは、テキストが子の
Textノードに含まれているためです。他のタイプのノードを複製すると、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.cloneNode(boolean)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
deep - TRUEの場合は、指定したノードの下に位置するサブツリーが再帰的に複製され、
FALSEの場合は、そのノード（Elementの場合はその属性）のみ複製されます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
複製ノード

getAttributes()
public org.w3c.dom.NamedNodeMap getAttributes()

このノードの属性を含んだ NamedNodeMap（Elementの場合）を取得します。それ以外の
場合は NULLを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getAttributes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの属性

getChildNodes()
public org.w3c.dom.NodeList getChildNodes()

このノードの子すべてを含んだ NodeListを取得します。子がない場合は、ノードを含まな
い NodeListが戻されます。戻される NodeListの内容は生きているといえます。たとえ
ば、ノード・オブジェクトの子に加えた変更は、NodeListアクセッサが戻すノードに即時
に反映されます。つまり、ノードの内容の静的なスナップショットではありません。これ
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は、getElementsByTagNameメソッドが戻すものも含め、すべての NodeListに対して
同様です。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getChildNodes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの子

getFirstChild()
public org.w3c.dom.Node getFirstChild()

このノードにおける最初の子を取得します。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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getFirstChild()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードにおける最初の子

getLastChild()
public org.w3c.dom.Node getLastChild()

このノードにおける最後の子を取得します。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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getLastChild()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードにおける最後の子

getNextSibling()
public org.w3c.dom.Node getNextSibling()

このノードの 1つ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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getNextSibling()
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戻り値戻り値戻り値戻り値
次のノード

getNodeName()
public java.lang.String getNodeName()

このノードの名前を、そのタイプに基づいて取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getNodeName()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの名前

getNodeType()
public short getNodeType()

基礎オブジェクトのタイプを示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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getNodeType()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードのタイプ

getNodeValue()
public java.lang.String getNodeValue()

このノードの値を、そのタイプに基づいて取得します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getNodeValue()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの値

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: ノードが読取り専用
の場合に発生します。DOMSTRING_SIZE_ERR:実装プラットフォームにおける
DOMString変数に収まらない文字が戻された場合に発生します。
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getOwnerDocument()
public org.w3c.dom.Document getOwnerDocument()

このノードに関連付けられている Documentオブジェクトを取得します。これは、新規ノー
ドの作成に使用される Documentオブジェクトでもあります。このノードが Documentの
ときは、NULLが戻されます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getOwnerDocument()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードに関連付けられているドキュメント

getParentNode()
public org.w3c.dom.Node getParentNode()

このノードの親を取得します。Document、DocumentFragmentおよび Attrを除くすべ
てのノードに親が存在する可能性があります。ただし、ノードが作成されたばかりでまだツ
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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getParentNode()

戻り値戻り値戻り値戻り値
このノードの親

getPreviousSibling()
public org.w3c.dom.Node getPreviousSibling()

このノードの 1つ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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getPreviousSibling()

戻り値戻り値戻り値戻り値
先行ノード
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hasChildNodes()
public boolean hasChildNodes()

ノードに子があるかどうかを簡単に判断できる便利なメソッドです。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.hasChildNodes()

戻り値戻り値戻り値戻り値
ノードに子がある場合は TRUE、ノードに子がない場合は FALSE

insertBefore(Node, Node)
public org.w3c.dom.Node insertBefore(org.w3c.dom.Node newChild, 
org.w3c.dom.Node refChild)

ノード newChildを、既存の子ノード refChildの前に挿入します。refChildが NULL
の場合、newChildは子のリストの最後に挿入されます。newChildが
DocumentFragmentオブジェクトの場合、その子すべてが同じ順序で refChildの前に挿
入されます。newChildがすでにツリーに存在している場合は、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.insertBefore(Node, Node)

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（新規ノードを挿入する位置の後ろのノード）

戻り値戻り値戻り値戻り値
挿入されたノード

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - HIERARCHY_REQUEST_ERR:このノードが、newChildノー
ドのタイプの子を許可しないタイプの場合、または挿入するノードがこのノードにおける上
位ノードの 1つである場合に発生します。WRONG_DOCUMENT_ERR: newChildがこの
ノードを作成したドキュメントと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の場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR:refChildがこのノードの子ではない場合に発生します。
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print(OutputStream)
public void print(java.io.OutputStream out)

このノードの内容を、指定された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 OutputStream

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合

print(OutputStream, String)
public void print(java.io.OutputStream out, java.lang.String enc)

このノードの内容を、指定された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 OutputStream

enc - 出力に使用するエンコーディング

例外例外例外例外
IOException - 無効なエンコーディングが指定された場合、またはその他のエラーが発生
した場合

print(PrintWriter)
public void print(java.io.PrintWriter out)

このノードの内容を、指定された出力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 PrintWriter

例外例外例外例外
IOException - エラーが発生した場合
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removeChild(Node)
public org.w3c.dom.Node removeChild(org.w3c.dom.Node oldChild)

oldChildで指定された子ノードを子のリストから削除して、そのノードを戻します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.removeChild(Node)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
oldChild - 削除するノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
削除されたノード

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り
専用の場合に発生します。NOT_FOUND_ERR: oldChildがこのノードの子ではない場合
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)

子のリストにおいて、子ノード oldChildを newChildで置換し、oldChildノードを戻
します。newChildがすでにツリーに存在している場合は、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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.replaceChild(Node, Node)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
newChild - 子リストに入れる新しいノード

oldChild - リスト内の置換対象のノード

戻り値戻り値戻り値戻り値
置換されたノード
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例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - HIERARCHY_REQUEST_ERR:このノードが、newChild
ノードのタイプの子を許可しないタイプの場合、または挿入するノードがこのノードにおけ
る上位ノードの 1つである場合に発生します。WRONG_DOCUMENT_ERR: newChildが
このノードを作成したドキュメントと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の場合に発生します。
NOT_FOUND_ERR: oldChildがこのノードの子では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)

指定されたパターンと一致するノードをツリーから選択します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pattern - 照合する XSLパターン

nsr - 指定したパターンにおいて発生する接頭辞を解決する NSResolver

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するノードのリスト

例外例外例外例外
XSLException - 照合時にエラーがあった場合に発生します。

selectSingleNode(String, NSResolver)
public org.w3c.dom.Node selectSingleNode(java.lang.String pattern, 
NSResolver nsr)

指定されたパターンと一致する最初のノードをツリーから選択します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pattern - 照合する XSLパターン

nsr - 指定したパターンにおいて発生する接頭辞を解決する NSResolver

戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するノード

例外例外例外例外
XSLException - 照合時にエラーがあった場合に発生します。
4-122　Oracle8i Java パッケージ・プロシージャ リファレンス



XMLNode
setNodeValue(String)
public void setNodeValue(java.lang.String nodeValue)

このノードの値を、そのタイプに基づいて設定します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.setNodeValue(String)

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: ノードが読取り専用
の場合に発生します。DOMSTRING_SIZE_ERR:実装プラットフォームにおける
DOMString変数に収まらない文字が戻された場合に発生します。

transformNode(XSLStylesheet)
public org.w3c.dom.DocumentFragment transformNode(XSLStylesheet xsl)

指定されたスタイルシートを使用して、ツリー内のノードを変換します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
xsl -  変換に使用される XSLStylesheet

戻り値戻り値戻り値戻り値
ドキュメントの断片部分

例外例外例外例外
XSLException - XSL変換時にエラーがあった場合に発生します。

valueOf(String, NSResolver)
public java.lang.String valueOf(java.lang.String pattern, NSResolver 
nsr)

指定されたパターンと一致する最初のノードの値をツリーから選択します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
pattern - 照合する XSLパターン

nsr - 指定したパターンにおいて発生する接頭辞を解決する NSResolver
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戻り値戻り値戻り値戻り値
一致するノードの値

例外例外例外例外
XSLException - 照合時にエラーがあった場合に発生します。
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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 非致命的エラー用のコード

FATAL_ERROR 致命的エラー用のコード

WARNING 警告用のコード

コンストラクタ

XMLParseException(String, 
String, String, int, int, int)

メソッド

getColumnNumber(int) 指定された索引におけるエラーの列番号を取得しま
す。

getException(int) 例外がある場合、指定された索引でのエラーで発生
した例外を取得します。
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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

非致命的エラー用のコード

getLineNumber(int) 指定された索引におけるエラーの行番号を取得しま
す。

getMessage(int) 指定された索引におけるエラー・メッセージを取得
します。

getMessageType(int) 指定された索引におけるエラー・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または警告の合計数を戻
します。

getPublicId(int) 指定された索引においてエラーが発生したとき、入
力のパブリック IDを取得します。

getSystemId(int) 指定された索引においてエラーが発生したとき、入
力のシステム IDを取得します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース SAXParseExceptionから継承されるメソッド

getColumnNumber(), getLineNumber(), getPublicId(), getSystemId()

インタフェース SAXExceptionから継承されるメソッド

getException(), getMessage(), toString()

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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FATAL_ERROR
public static final int FATAL_ERROR

致命的エラー用のコード

WARNING
public static final int WARNING

警告用のコード

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)

指定された索引における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)

例外がある場合、指定された索引でのエラーで発生した例外を取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
例外
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getLineNumber(int)
public int getLineNumber(int i)

指定された索引における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)

指定された索引におけるエラー・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

getMessageType(int)
public int getMessageType(int i)

指定された索引におけるエラー・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または警告の合計数を戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
エラーまたは警告の数

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

指定された索引においてエラーが発生したとき、入力のパブリック 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
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getSystemId(int)
public java.lang.String getSystemId(int i)

指定された索引においてエラーが発生したとき、入力のシステム IDを取得します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
システム ID
パッケージ oracle.xml.parser.v2 4-129



XMLParser
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

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
DOMParser, SAXParser

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
oracle.xml.parser.v2.XMLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、DOMParserクラスと SAXParserクラスのベース・クラスとして機能しま
す。 W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事項に従って、XML（eXtensible Markup 
Language）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（アプリケーションはそれぞれの要件に基づいて DOMパーサーまたは
SAXパーサーを使用できます）。

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

getReleaseVersion() Oracle XMLパーサーのリリース・バージョンを戻
します。

getValidationMode() 妥当性チェック・モードを戻します。

parse(InputSource) 指定された入力ソースから XMLを解析します。

parse(InputStream) 指定された入力ストリームから XMLを解析します。

parse(Reader) 指定された入力ストリームから XMLを解析します。

parse(String) 指定された URLから XMLを解析します。

parse(URL) 指定された URLが指す XMLドキュメントを解析
し、対応する XMLドキュメント階層を作成します。

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。
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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パーサーのリリース・バージョンを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
リリース・バージョン文字列

setDoctype(DTD) DTDを設定します。

setLocale(Locale) アプリケーションは、このメソッドでエラー・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) 妥当性チェック・モードを設定します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

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

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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()

妥当性チェック・モードを戻します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLパーサーが妥当性チェックをしている場合は TRUE、していない場合は FALSE

parse(InputSource)
public final void parse(org.xml.sax.InputSource in)

指定さ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

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

parse(InputStream)
public final void parse(java.io.InputStream in)

指定された入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティと DTDを解決する
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データを含んだ InputStream

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

関連項目関連項目関連項目関連項目
setBaseURL(URL)
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parse(Reader)
public final void parse(java.io.Reader r)

指定された入力ストリームから XMLを解析します。外部エンティティと DTDを解決する
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データを含んだ Reader

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

関連項目関連項目関連項目関連項目
setBaseURL(URL)

parse(String)
public final void parse(java.lang.String in)

指定された 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 - 解析する URLを含んだ String

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

parse(URL)
public final void parse(java.net.URL url)

指定された URLが指す XMLドキュメントを解析し、対応する XMLドキュメント階層を作
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ドキュメントを指し示す URL
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例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

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。このメソッド
は、XMLドキュメントの解析に parse(InputStream)が使用される場合にコールする必要が
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 - 解析時に設定および使用される DTD

setLocale(Locale)
public void setLocale(java.util.Locale locale)

アプリケーションは、このメソッドでエラー・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 - 設定するロケール

例外例外例外例外
org.xml.sax.SAXException - SAXException が発生する場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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)

妥当性チェック・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パーサーが妥当性チェックをする必要があるかどうかの判断
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの Processing Instructionインタフェースを実装します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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) 指定されたターゲットとデータで、新しい
ProcessingInstructionノードを作成します。

メソッド

getTarget() この PIのターゲットを戻します。
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継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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

クラス oracle.xml.parser.v2.CharDataから継承されるメソッド

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)

指定されたターゲットとデータで、新しい ProcessingInstruction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 PIのターゲット

data - この PIの内容

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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(PrintWriter), removeChild(Node), replaceChild(Node, 
Node), selectNodes(String, NSResolver), selectSingleNode(String, 
NSResolver), transformNode(XSLStylesheet), valueOf(String, NSResolver)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース ProcessingInstructionから継承されるメソッド

getData(), setData(String)

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

インタフェース CharacterDataから継承されるメソッド

appendData(String), deleteData(int, int), getLength(), insertData(int, 
String), replaceData(int, int, String), substringData(int, int)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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 PIのターゲットを戻します。XMLは、処理命令を開始するマークアップに続く最初の
トークンとしてこれを定義します。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.ProcessingInstruction内の
org.w3c.dom.ProcessingInstruction.getTarget()

戻り値戻り値戻り値戻り値
PIのターゲット
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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

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 
XMLCDATA

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、DOMの Textインタフェースを実装します。

関連項目関連項目関連項目関連項目
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) Textノードを、指定されたオフセットで 2つの Textノー
ドに分割します。2つのノードは兄弟ノードとなり、元の
ノードにはオフセットまでの内容のみ含まれます。
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継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス XMLNodeから継承されるフィールド

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

インタフェース Nodeから継承されるフィールド

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

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

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

クラス oracle.xml.parser.v2.CharDataから継承されるメソッド

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

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
インタフェース org.w3c.dom.Node内の org.w3c.dom.Node.getNodeValue()

クラス XMLNodeから継承されるメソッド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース CharacterDataから継承されるメソッド

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

インタフェース Nodeから継承されるメソッド

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)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
クラス XMLNodeの getNodeValue()

splitText(int)
public org.w3c.dom.Text splitText(int offset)

Textノードを、指定されたオフセットで 2つの Textノードに分割します。2つのノードは
兄弟ノードとなり、元のノードにはオフセットまでの内容のみ含まれます。次の兄弟ノード
として挿入された新規ノードには、オフセット・ポイント以後の内容がすべて含まれます。

指定方法指定方法指定方法指定方法
インタフェース org.w3c.dom.Text内の org.w3c.dom.Text.splitText(int)

パラメータパラメータパラメータパラメータ
offset - 分割する位置のオフセット（開始位置は 0）

戻り値戻り値戻り値戻り値
新しい Textノード

例外例外例外例外
org.w3c.dom.DOMException - INDEX_SIZE_ERR: 指定したオフセットが負数であるか、また
は data内の文字数よりも大きい場合に発生します。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR: このノードが読取り専用の場合に発生します。
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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。

トークン化機能を備えたすべての XMLParserアプリケーションがこのインタフェースを実
装する必要があります。インタフェースは、XMLParserのメソッド
setTokenHandler(XMLToken handler)を使用して登録する必要があります。

XMLtoken handler != nullの場合、登録済で検出された各トークンごとに、パーサーは
XMLTokenコールバック・メソッド token(int token, String value)をコールしま
す。トークン化時に、パーサーはドキュメントの妥当性チェックを行わず、内部または外部
エンティティの組込み /読込みは行いません。XMLtoken handler == nullの場合、パーサー
は通常どおり解析します。

XMLトークンに関する要求は、XMLParserのメソッド setToken (int token, 
boolean set)を使用して登録または登録解除されます。要求は解析時にも（コールバッ
ク・メソッド内部から）登録できます。

XMLトークンは、XMLTokenインタフェースにおけるパブリック定数として定義されます。
これらは、W3Cの XML構文仕様の XML構文変数に対応します。

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

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

ElemDeclName ElemDeclName ::= 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? '>'

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

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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AttName
public static final int AttName

AttName ::= Name

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
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ElemDeclName
public static final int ElemDeclName

ElemDeclName ::= name

elementdecl
public static final int elementdecl

elementdecl ::= '<' '!ELEMENT' S ElemDeclName S contentspec S? '>' 

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? '>' 
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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? '>' 

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? '>'
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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 XMLトークンとそれに対応する値を受け取りま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
token - インタフェースに指定された XMLトークン定数

value - 解析済テキストからの対応する副文字列
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
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
このクラスは、W3C（WWWコンソーシアム）の推奨事項に従って、XML（eXtensible 
Markup Language）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、このメソッドで新しいエ
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、このメソッドで XML 
Tokenizer用の新規トークンを登録できます。

setTokenHandler(XMLToken) アプリケーションは、このメソッドで新しい
XML Tokenizerイベント・ハンドラを登録でき
ます。
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tokenize(InputSource) 指定された入力ソースから XMLをトークン化し
ます。

tokenize(InputStream) 指定された入力ストリームから XMLをトークン
化します。

tokenize(Reader) 指定された入力ストリームから XMLをトークン
化します。

tokenize(String) 指定された URLから XMLをトークン化します。

tokenize(URL) 指定された URLが指す XMLドキュメントを
トークン化し、対応する XMLドキュメント階層
を作成します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

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

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

クラス DefaultXMLDocumentHandlerから継承されるメソッド

cDATASection(char[], int, int), comment(String), endDoctype(), 
endElement(NSName), setDoctype(DTD), setTextDecl(String, String), 
setXMLDecl(String, String, String), startElement(NSName, SAXAttrList)

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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クラス HandlerBaseから継承されるメソッド

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)

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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

インタフェース XMLDocumentHandlerから継承されるメソッド

cDATASection(char[], int, int), comment(String), endDoctype(), 
endElement(NSName), setDoctype(DTD), setTextDecl(String, String), 
setXMLDecl(String, String, String), startElement(NSName, SAXAttrList)

インタフェース DocumentHandlerから継承されるメソッド

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

インタフェース EntityResolverから継承されるメソッド

resolveEntity(String, String)

インタフェース DTDHandlerから継承されるメソッド

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

インタフェース ErrorHandlerから継承されるメソッド

error(SAXParseException), fatalError(SAXParseException), 
warning(SAXParseException)

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要
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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、このメソッドで新しいエラー・イベント・ハンドラを登録できます。
このメソッドは、エラー処理に関する以前の設定を置換します。

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

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、このメソッドで XML Tokenizer用の新規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
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setTokenHandler(XMLToken)
public void setTokenHandler(XMLToken handler)

アプリケーションは、このメソッドで新しい XML Tokenizer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)

指定された入力ソースから 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.InputSource

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

tokenize(InputStream)
public final void tokenize(java.io.InputStream in)

指定さ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データを含んだ InputStream

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

関連項目関連項目関連項目関連項目
setBaseURL(URL)
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tokenize(Reader)
public final void tokenize(java.io.Reader r)

指定さ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データを含んだ Reader

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

関連項目関連項目関連項目関連項目
setBaseURL(URL)

tokenize(String)
public final void tokenize(java.lang.String in)

指定された 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 - 解析する URLを含んだ String

例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。

tokenize(URL)
public final void tokenize(java.net.URL url)

指定された URLが指す XMLドキュメントをトークン化し、対応する XMLドキュメント階
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ドキュメントを指し示す URL
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例外例外例外例外
XMLParseException - 構文エラーまたはその他のエラーが発生した場合。

org.xml.sax.SAXException - SAX例外で、別の例外をラップしている場合もあります。

IOException - IOエラー。
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
java.io.Serializable

説明説明説明説明
XSL変換時に例外が発生したことを示します。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Throwableから継承されるメソッド

fillInStackTrace, getLocalizedMessage, getMessage, printStackTrace, 
printStackTrace, printStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait
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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
このクラスは、事前に構成された XSLStylesheetを使用して、入力 XMLドキュメントを
変換するメソッドを提供します。 行われる変換は、XSLT 1.0仕様に準拠しています。

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

コンストラクタ

XSLProcessor()

メソッド

processXSL(XSLStylesheet, 
InputStream, URL)

指定された InputStreamとスタイルシートを使用し
て、入力 XMLドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
Reader, URL)

指定された Readerとスタイルシートを使用して、
入力 XMLドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, URL, 
URL)

指定された URLとスタイルシートを使用して、入
力 XMLドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使
用して、入力 XMLドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocumentFragment)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使
用して、入力 XMLドキュメントを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocumentFragment, 
OutputStream)

指定された XMLDocumentFragmentとスタイル
シートを使用して、入力 XMLを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocumentFragment, 
PrintWriter)

指定された XMLDocumentFragmentとスタイル
シートを使用して、入力 XMLを変換します。

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, OutputStream)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使
用して、入力 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)

指定された InputStreamとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換される XML入力（java.io.Inputstreamとして指定）

ref - 入力 xmlファイルにおける外部エンティティを解決するための参照 URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

processXSL(XSLStylesheet, 
XMLDocument, PrintWriter)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使
用して、入力 XMLドキュメントを変換します。

setErrorStream(OutputStream) 警告の出力に使用する出力ストリームを作成しま
す。

setLocale(Locale) アプリケーションは、このメソッドでエラー・レ
ポート用のロケールを設定できます。

showWarnings(boolean) 警告の内容を出力するかどうかを切り替えます。

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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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例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

processXSL(XSLStylesheet, Reader, URL)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, java.io.Reader 
xml, java.net.URL ref)

指定された Readerとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換される XML入力（java.io.Readerとして指定）

ref - 入力 xmlファイルにおける外部エンティティを解決するための参照 URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

processXSL(XSLStylesheet, URL, URL)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, java.net.URL 
xml, java.net.URL ref)

指定された URLとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換される XML入力（java.net.URLとして指定）

ref - 入力 xmlファイルにおける外部エンティティを解決するための参照 URL

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合
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processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocument 
xml)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換する XML入力（DOMツリーとして指定）

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocumentFragment)
public XMLDocumentFragment processXSL(XSLStylesheet xsl, 
XMLDocumentFragment inp)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換する XML入力（DOMツリーとして指定）

戻り値戻り値戻り値戻り値
XMLDocumentFragment

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合
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processXSL(XSLStylesheet, XMLDocumentFragment, OutputStream)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocumentFragment xml, 
java.io.OutputStream out)

指定された XMLDocumentFragmentとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換する XML入力（DOMツリーとして指定）

out - 結果が出力される出力ストリーム

例外例外例外例外
XSLException - エラーの場合に IOExceptionが発生

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocumentFragment, PrintWriter)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocumentFragment xml, 
java.io.PrintWriter pw)

指定された XMLDocumentFragmentとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換する XML入力（DOMツリーとして指定）

pw - 結果が印刷される PrintWriter

例外例外例外例外
XSLException - エラーの場合に IOExceptionが発生
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processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, OutputStream)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocument xml, 
java.io.OutputStream out)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換する XML入力（DOMツリーとして指定）

out - 結果が出力される出力ストリーム

例外例外例外例外
XSLException - エラーの場合に IOExceptionが発生

processXSL(XSLStylesheet, XMLDocument, PrintWriter)
public void processXSL(XSLStylesheet xsl, XMLDocument xml, 
java.io.PrintWriter pw)

指定された XMLDocumentとスタイルシートを使用して、入力 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 -  変換に使用される XSLStylesheet

xml - 変換する XML入力（DOMツリーとして指定）

pw - 結果が印刷される PrintWriter

例外例外例外例外
XSLException - エラーの場合に IOExceptionが発生

setErrorStream(OutputStream)
public final void setErrorStream(java.io.OutputStream out)

警告の出力に使用する出力ストリームを作成します。警告用の出力ストリームを指定しない
場合、警告は出力されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
out - エラーと警告に使用する出力ストリーム
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setLocale(Locale)
public void setLocale(java.util.Locale locale)

アプリケーションは、このメソッドでエラー・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 - 設定するロケール

showWarnings(boolean)
public final void showWarnings(boolean yes)

警告の内容を出力するかどうかを切り替えます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
yes - 警告を表示するかどうかの決定。デフォルトでは、警告は出力されません。
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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

実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース実装される全インタフェース
oracle.xml.parser.v2.XSLConstants

説明説明説明説明
このクラスは、XSLスタイルシートの情報（テンプレート、キー、変数および属性セットな
ど）を保持します。一度構成された同じスタイルシートを、複数の XMLドキュメントの変
換に使用できます。

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

コンストラクタ

XSLStylesheet(InputStream, URL) 指定された Inputstreamを使用して XSLStylesheet
を構成します。

XSLStylesheet(Reader, URL) 指定された Readerを使用して XSLStylesheetを構
成します。

XSLStylesheet(URL, URL) 指定された URLを使用して XSLStylesheetを構成
します。

XSLStylesheet(XMLDocument, URL) 指定された XMLDocumentを使用して
XSLStylesheetを構成します。

メソッド

setParam(String, String) 最上位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)

指定された 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入力

ref - 挿入、インポートおよび外部エンティティ用の参照 URL

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

XSLStylesheet(Reader, URL)
public  XSLStylesheet(java.io.Reader xsl, java.net.URL ref)

指定された 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入力

ref - 挿入、インポートおよび外部エンティティ用の参照 URL

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要継承メンバーの概要

インタフェース oracle.xml.parser.v2.XSLConstantsから継承されるフィールド

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

クラス java.lang.Objectから継承されるメソッド

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)

指定された 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入力

ref - 挿入、インポートおよび外部エンティティ用の参照 URL

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

XSLStylesheet(XMLDocument, URL)
public  XSLStylesheet(XMLDocument xsl, java.net.URL ref)

指定された 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入力

ref - 挿入、インポート用の参照 URL

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合

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)

最上位レベルのスタイルシート・パラメータの値を設定します。パラメータ値は、有効な
XPath式であると予測されます（したがって、文字列リテラル値は明示的に引用する必要が
あります）。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
name - パラメータ名

value - XPath式としてのパラメータ値

例外例外例外例外
XSLException - エラーが発生した場合
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