TD MOBILE

™

サーバーサイド アプリケーション開発リファレンス
バージョン 2.1

TD Mobile™: Server-Side Application Development Reference
Open Text Corporation

275 Frank Tompa Drive, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 0A1
Tel: +1-519-888-7111 Toll Free Canada/USA: 1-800-499-6544 International: +800-4996-5440
Fax: +1-519-888-0677
Support: http://support.opentext.com
For more information, visit https://www.opentext.com

Copyright © 2016 Open Text. All rights reserved. OpenText is a trademark or registered trademark of Open Text.
The list of trademarks is not exhaustive of other trademarks, registered trademarks, product names, company
names, brands and service names mentioned herein are property of Open Text or other respective owners.

Disclaimer

No Warranties and Limitation of Liability. Every effort has been made to ensure the accuracy of the features and
techniques presented in this publication. However, Open Text Corporation and its affiliates accept no
responsibility and offer no warranty whether expressed or implied, for the accuracy of this publication.
Warning: This software is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or
distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be
prosecuted to the maximum extent possible under the law.

1

目次
はじめに................................................................................................................................................ 10
SAL(Scalable Application Language) ....................................................................................................... 10
大文字/小文字の区別 ................................................................................................................................ 10
識別子の最大長 .......................................................................................................................................... 10
データ型 ....................................................................................................................................................... 10
受け取りデータ型........................................................................................................................................... 11
Binary .............................................................................................................................................................. 11
Boolean ........................................................................................................................................................... 11
Date/Time ....................................................................................................................................................... 11
Number(数値) ................................................................................................................................................ 14
Session Handle (セッションハンドル) .............................................................................................................. 14
SQL Handle (SQL ハンドル)............................................................................................................................. 14
File Handle (ファイル・ハンドル) ..................................................................................................................... 15
String (文字列) ............................................................................................................................................... 15
Boolean 値として扱われるデータ型 .............................................................................................................. 15
変数 .............................................................................................................................................................. 16
変数を宣言する場所 ..................................................................................................................................... 16
変数が有効になるとき ................................................................................................................................... 16
変数の初期値 ................................................................................................................................................ 16
変数の参照 .................................................................................................................................................... 17
SQL 文中の変数 ............................................................................................................................................. 17
システム変数.................................................................................................................................................. 17
配列 ................................................................................................................................................................ 18
一次元配列 .................................................................................................................................................... 18
多次元配列 .................................................................................................................................................... 19
配列関数 ........................................................................................................................................................ 20
定数 .............................................................................................................................................................. 21
システム定数.................................................................................................................................................. 21
命名規則 ...................................................................................................................................................... 21
変数 ................................................................................................................................................................ 21
定数 ................................................................................................................................................................ 22
演算子 .......................................................................................................................................................... 22
式 .................................................................................................................................................................. 22
SAL 文 ........................................................................................................................................................... 23
SAL 文をコーディングする場所 ...................................................................................................................... 23
Break ............................................................................................................................................................... 23
Call .................................................................................................................................................................. 23
If、Else、および ElseIf ..................................................................................................................................... 23
Loop ................................................................................................................................................................ 24
Return ............................................................................................................................................................. 25
Select Case ...................................................................................................................................................... 25

2

Set ................................................................................................................................................................... 26
When SqlError ................................................................................................................................................ 26
While ............................................................................................................................................................... 26
コメント .......................................................................................................................................................... 27

予約語 .......................................................................................................................................................... 27
関数 .............................................................................................................................................................. 27
システム関数.................................................................................................................................................. 28
内部関数 ........................................................................................................................................................ 28
クラス関数 ...................................................................................................................................................... 28
関数の記述 .................................................................................................................................................... 28
例外 ................................................................................................................................................................ 29
オブジェクト指向プログラミング ........................................................................................................... 31
オブジェクト指向プログラミングについて ................................................................................................... 31
オブジェクト、クラス、および継承................................................................................................................ 31
オブジェクト..................................................................................................................................................... 31
クラス .............................................................................................................................................................. 32
継承 ................................................................................................................................................................ 32
クラスとオブジェクトを設計する .................................................................................................................. 32
クラスとオブジェクトを使ってアプリケーションを作成 ................................................................................ 32
クラスの継承 ................................................................................................................................................ 32
単一継承 ........................................................................................................................................................ 33
多重継承 ........................................................................................................................................................ 33
クラスの種類 ................................................................................................................................................ 34
関数クラス ...................................................................................................................................................... 34
オブジェクトの種類 ...................................................................................................................................... 34
ユーザー定義変数(UDV) ............................................................................................................................... 34
クラスを定義する ......................................................................................................................................... 34
関数クラスを定義する ................................................................................................................................. 35
ユーザー定義オブジェクトを作成する ........................................................................................................ 35
ユーザー定義変数を作成する ................................................................................................................... 36
参照による引き渡し ....................................................................................................................................... 37
ユーザー定義変数の配列............................................................................................................................. 37
UDV の割り当て ............................................................................................................................................. 38
動的インスタンス生成 .................................................................................................................................... 39
SalObj*関数 .................................................................................................................................................... 40
インスタンス変数 ......................................................................................................................................... 40
クラスおよびオブジェクトでインスタンス変数を使う .................................................................................. 40
内部参照 ........................................................................................................................................................ 40
「this」キーワード ............................................................................................................................................ 41
クラス関数 .................................................................................................................................................... 42
継承 ................................................................................................................................................................ 42

3

SQL プログラミング ............................................................................................................................... 43
TD Mobile アプリケーションで SQL を使う .................................................................................................. 43
データベースへのアクセスへのサイクル ................................................................................................... 43
マルチステップ・インタフェース ...................................................................................................................... 44
シングルステップ・インタフェース .................................................................................................................. 44
最適なインタフェース ..................................................................................................................................... 44
マルチステップ・インタフェース ................................................................................................................... 44
接続と切断 ..................................................................................................................................................... 44
SqlConnect の呼び出し .................................................................................................................................. 45
データベース操作の実行 ............................................................................................................................ 46
バインド変数と INTO 変数 ............................................................................................................................. 47
SQL 文のコンパイルと実行 ............................................................................................................................ 48
SELECT(クエリー) .......................................................................................................................................... 48
結果セットとフェッチ(1 行ずつの処理) .......................................................................................................... 49
結果セットモード ............................................................................................................................................. 49
INSERT、UPDATE、および DELETE ............................................................................................................... 50
その他の操作 ................................................................................................................................................ 51
複数の SQL ハンドルとデータベース接続を使う .......................................................................................... 51
シングルステップ・インタフェース ................................................................................................................ 53
SQL エラーの処理 ........................................................................................................................................ 54
デフォルトの SQL エラー処理 ........................................................................................................................ 54
アプリケーションが定義したエラー処理........................................................................................................ 55
2 つの SQL エラー処理メソッドを両方とも使うには .................................................................................... 55
SQL エラー処理関数 ...................................................................................................................................... 56
INSERT でのローカル・エラー処理の例 ......................................................................................................... 56
ERROR.SQL ...................................................................................................................................................... 57
検索パス......................................................................................................................................................... 57
トランザクションの有効範囲........................................................................................................................ 58
マルチコネクション・トランザクション ........................................................................................................... 58
セッション・パラメータの取得と設定 .............................................................................................................. 59
その他の Sql*関数 ...................................................................................................................................... 60
データベースパラメータ ............................................................................................................................... 60
データベースパラメータのための関数.......................................................................................................... 60
データベースパラメータの取得および設定 .................................................................................................. 61
DBP_*パラメータ ............................................................................................................................................ 61
システム変数.................................................................................................................................................. 64
受信メッセージバッファ .................................................................................................................................. 65
送信メッセージバッファ .................................................................................................................................. 67
ストアド・コマンド .......................................................................................................................................... 69
連鎖コマンド ................................................................................................................................................... 70
実行コンテキストの設定 ............................................................................................................................. 70
SqlVarSetup .................................................................................................................................................... 71

4

SQL*コンテキスト関数 .................................................................................................................................... 71

名前付きカーソル ........................................................................................................................................ 72
SQL のトラブルシューティング ..................................................................................................................... 72
SAL API .................................................................................................................................................. 73
システム関数 ............................................................................................................................................... 73
配列関数 ........................................................................................................................................................ 73
無名ブロック関数 ........................................................................................................................................... 74
日付関数 ........................................................................................................................................................ 74
デバッグ関数.................................................................................................................................................. 74
DOS 管理関数 ................................................................................................................................................ 75
ファイル管理関数........................................................................................................................................... 76
その他の関数 ................................................................................................................................................ 77
数値関数 ........................................................................................................................................................ 78
OLEDB 関数 .................................................................................................................................................... 79
SQL 関数 ......................................................................................................................................................... 80
文字列変換関数 ............................................................................................................................................ 82
配列関数 ...................................................................................................................................................... 83
SalArrayAvg..................................................................................................................................................... 83
SalArrayDimCount .......................................................................................................................................... 83
SalArrayGetLowerBound ................................................................................................................................ 84
SalArrayGetUpperBound ................................................................................................................................ 84
SalArrayIsEmpty.............................................................................................................................................. 85
SalArrayMax ................................................................................................................................................... 85
SalArrayMin .................................................................................................................................................... 85
SalArraySetUpperBound................................................................................................................................. 86
SalArraySum ................................................................................................................................................... 86
日付関数 ...................................................................................................................................................... 87
SalDateConstruct ............................................................................................................................................ 87
SalDateCurrent ............................................................................................................................................... 87
SalDateDay...................................................................................................................................................... 87
SalDateHour.................................................................................................................................................... 88
SalDateMinute ................................................................................................................................................ 88
SalDateMonth ................................................................................................................................................. 88
SalDateMonthBegin ....................................................................................................................................... 88
SalDateQuarter ............................................................................................................................................... 89
SalDateQuarterBegin ...................................................................................................................................... 89
SalDateSecond ................................................................................................................................................ 89
SalDateToStr ................................................................................................................................................... 90
SalDateWeekBegin ......................................................................................................................................... 90
SalDateWeekday ............................................................................................................................................ 90
SalDateYear .................................................................................................................................................... 91
デバッグ関数 ............................................................................................................................................... 91
SalEndTrace .................................................................................................................................................... 91
SalStartTrace................................................................................................................................................... 91
SalTrace .......................................................................................................................................................... 92
ファイル関数 ................................................................................................................................................ 92
SalFileClose ..................................................................................................................................................... 92

5

SalFileCopy...................................................................................................................................................... 93
SalFileCreateDirectory .................................................................................................................................... 93
SalFileGetC ...................................................................................................................................................... 93
SalFileGetChar ................................................................................................................................................ 94
SalFileGetCurrentDirectory ............................................................................................................................ 94
SalFileGetDateTime ........................................................................................................................................ 94
SalFileGetDrive ............................................................................................................................................... 95
SalFileGetStr ................................................................................................................................................... 95
SalFileOpen ..................................................................................................................................................... 95
SalFileOpenExt ................................................................................................................................................ 96
SalFilePutC ...................................................................................................................................................... 96
SalFilePutChar ................................................................................................................................................. 97
SalFilePutStr .................................................................................................................................................... 97
SalFileRead...................................................................................................................................................... 97
SalFileRemoveDirectory ................................................................................................................................. 98
SalFileSeek ...................................................................................................................................................... 98
SalFileSetCurrentDirectory ............................................................................................................................. 98
SalFileSetDateTime ......................................................................................................................................... 99
SalFileSetDrive ................................................................................................................................................ 99
SalFileTell ........................................................................................................................................................ 99
SalFileWrite..................................................................................................................................................... 99
その他の関数 ............................................................................................................................................ 100
SalAbort ........................................................................................................................................................ 100
SalComCleanupMode ................................................................................................................................... 100
SalEventLogSetName .................................................................................................................................... 100
SalGetBufferLength ...................................................................................................................................... 101
SalGetProfileInt ............................................................................................................................................ 101
SalGetProfileString ....................................................................................................................................... 102
SalGetVersion ............................................................................................................................................... 102
SalLoadApp ................................................................................................................................................... 102
SalLoadAppAndWait ..................................................................................................................................... 103
SalLoadAppAndProcessMsgs ........................................................................................................................ 104
SalMessageBeep ........................................................................................................................................... 104
SalPause ........................................................................................................................................................ 105
SalSetBufferLength ....................................................................................................................................... 105
SalSetErrorInfo ............................................................................................................................................. 105
SalSetProfileString ........................................................................................................................................ 106
SalUseEventLog ............................................................................................................................................ 106
SalUseRegistry .............................................................................................................................................. 107
数値関数 .................................................................................................................................................... 107
SalNumberAbs .............................................................................................................................................. 107
SalNumberArcCos ......................................................................................................................................... 107
SalNumberArcSin .......................................................................................................................................... 108
SalNumberArcTan ......................................................................................................................................... 108
SalNumberArcTan2....................................................................................................................................... 108
SalNumberCos .............................................................................................................................................. 108
SalNumberCosH ............................................................................................................................................ 109
SalNumberExponent..................................................................................................................................... 109
SalNumberHigh ............................................................................................................................................. 109
SalNumberHypot .......................................................................................................................................... 109
SalNumberLog .............................................................................................................................................. 110
SalNumberLogBase10 ................................................................................................................................... 110
SalNumberLow ............................................................................................................................................. 110

6

SalNumberMax ............................................................................................................................................. 111
SalNumberMin .............................................................................................................................................. 111
SalNumberMod ............................................................................................................................................ 111
SalNumberPi ................................................................................................................................................. 111
SalNumberPower .......................................................................................................................................... 112
SalNumberRandInit ...................................................................................................................................... 112
SalNumberRandom ...................................................................................................................................... 112
SalNumberRound ......................................................................................................................................... 113
SalNumberSin ............................................................................................................................................... 113
SalNumberSinH ............................................................................................................................................. 113
SalNumberSqrt ............................................................................................................................................. 113
SalNumberTan .............................................................................................................................................. 114
SalNumberTanH............................................................................................................................................ 114
SalNumberToChar ........................................................................................................................................ 114
SalNumberToHString .................................................................................................................................... 114
SalNumberToStr ........................................................................................................................................... 115
SalNumberToStrX ......................................................................................................................................... 115
SalNumberTruncate ..................................................................................................................................... 115
オブジェクト関数 ........................................................................................................................................ 116
SalObjCreateFromString ............................................................................................................................... 116
SalObjGetType .............................................................................................................................................. 116
SalObjIsDerived ............................................................................................................................................ 116
SalObjIsNull................................................................................................................................................... 117
SalObjIsValidClassName ............................................................................................................................... 117
SQL 関数 .................................................................................................................................................... 118
SqlClearImmediate ....................................................................................................................................... 118
SqlClose......................................................................................................................................................... 118
SqlCommit .................................................................................................................................................... 119
SqlConnect .................................................................................................................................................... 119
SqlConnectDotNet ........................................................................................................................................ 120
SqlContextClear ............................................................................................................................................ 121
SqlContextSet ............................................................................................................................................... 121
SqlDirectoryByName .................................................................................................................................... 122
SqlDisconnect ............................................................................................................................................... 122
SqlDropStoredCmd ....................................................................................................................................... 122
SqlError ......................................................................................................................................................... 123
SqlErrorText .................................................................................................................................................. 123
SqlExtractArgs ............................................................................................................................................... 124
SqlExecute .................................................................................................................................................... 124
SqlExecutionPlan .......................................................................................................................................... 124
SqlExists ........................................................................................................................................................ 125
SqlFetchNext................................................................................................................................................. 125
SqlFetchPrevious .......................................................................................................................................... 125
SqlFetchRow ................................................................................................................................................. 126
SqlGetCommandText.................................................................................................................................... 126
SqlGetCursor ................................................................................................................................................. 127
SqlGetError ................................................................................................................................................... 127
SqlGetErrorPosition ...................................................................................................................................... 127
SqlGetErrorText ............................................................................................................................................ 128
SqlGetErrorTextX .......................................................................................................................................... 128
SqlGetLastStatement .................................................................................................................................... 128
SqlGetModifiedRows .................................................................................................................................... 129
SqlGetParameter .......................................................................................................................................... 129

7

SqlGetParameterAll ...................................................................................................................................... 129
SqlGetResultSetCount .................................................................................................................................. 130
SqlGetRollbackFlag ....................................................................................................................................... 130
SqlImmediate................................................................................................................................................ 131
SqlOpen ........................................................................................................................................................ 131
SqlPLSQLCommand ...................................................................................................................................... 132
SqlPrepare .................................................................................................................................................... 133
SqlPrepareAndExecute ................................................................................................................................. 134
SqlRetrieve.................................................................................................................................................... 134
SqlSetInMessage........................................................................................................................................... 135
SqlSetIsolationLevel...................................................................................................................................... 135
SqlSetLockTimeout ....................................................................................................................................... 136
SqlSetLongBindDatatype .............................................................................................................................. 136
SqlSetOutMessage........................................................................................................................................ 137
SqlSetParameter ........................................................................................................................................... 137
SqlSetParameterAll ....................................................................................................................................... 138
SqlSetResultSet ............................................................................................................................................. 138
SqlStore......................................................................................................................................................... 139
SqlVarSetup .................................................................................................................................................. 140
SQL OLE DB 関数 ........................................................................................................................................ 140
SqlCloseAllSPResultSets ............................................................................................................................... 140
SqlCommitSession ........................................................................................................................................ 141
SqlCreateSession .......................................................................................................................................... 141
SqlCreateStatement ..................................................................................................................................... 143
SqlFreeSession .............................................................................................................................................. 143
SqlGetCmdOrRowsetPtr ............................................................................................................................... 144
SqlGetDSOrSessionPtr .................................................................................................................................. 144
SqlGetNextSPResultSet ................................................................................................................................ 145
SqlGetSessionErrorInfo ................................................................................................................................ 146
SqlGetSessionHandle .................................................................................................................................... 146
SqlGetSessionParameter .............................................................................................................................. 147
SqlGetStatementErrorInfo ........................................................................................................................... 148
SqlPrepareSP ................................................................................................................................................ 148
SqlRollbackSession ....................................................................................................................................... 149
SqlSetSessionParameter ............................................................................................................................... 149
SQLOraclePL/SQL 関数 .............................................................................................................................. 150
SqlOraPLSQLPrepare .................................................................................................................................... 150
SqlOraPLSQLExecute .................................................................................................................................... 150
SqlOraPLSQLStringBindType......................................................................................................................... 151
文字列関数 ................................................................................................................................................ 152
SalStrCompress ............................................................................................................................................. 152
SalStrFirstC .................................................................................................................................................... 152
SalStrGetBufferLength .................................................................................................................................. 153
SalStrIsValidCurrency ................................................................................................................................... 153
SalStrIsValidDateTime .................................................................................................................................. 153
SalStrIsValidNumber ..................................................................................................................................... 154
SalStrLeft....................................................................................................................................................... 154
SalStrLeftX .................................................................................................................................................... 155
SalStrLength .................................................................................................................................................. 155
SalStrLop ....................................................................................................................................................... 155
SalStrLower ................................................................................................................................................... 156
SalStrMid ...................................................................................................................................................... 156
SalStrProper .................................................................................................................................................. 157

8

SalStrRepeat と SalStrRepeatX ..................................................................................................................... 157
SalStrReplace と SalStrReplaceX ................................................................................................................... 157
SalStrRight と SalStrRightX ........................................................................................................................... 158
SalStrScan ..................................................................................................................................................... 158
SalStrSetBufferLength .................................................................................................................................. 159
SalStrToDate ................................................................................................................................................. 160
SalStrTokenize .............................................................................................................................................. 160
SalStrToMultiByte ......................................................................................................................................... 161
SalStrToNumber ........................................................................................................................................... 161
SalStrToWideChar ......................................................................................................................................... 161
SalStrTrim ..................................................................................................................................................... 162
SalStrTrimX ................................................................................................................................................... 162
SalStrUncompress ........................................................................................................................................ 162
SalStrUpper ................................................................................................................................................... 163
SalStrUpperX................................................................................................................................................. 163
Web 関数 ................................................................................................................................................... 163
SalWebLogin ................................................................................................................................................. 163
SalWebLogout............................................................................................................................................... 164
SalWebReportCreateToFile .......................................................................................................................... 164
SalWebReportCreate .................................................................................................................................... 165
SalWebUserInRole ........................................................................................................................................ 165
SalWebCacheFile .......................................................................................................................................... 165
SalWebGetAppSetting .................................................................................................................................. 166
SalWebGetConnectionString ........................................................................................................................ 166
SalWebGetAppURL ....................................................................................................................................... 167
SalWebGetClientIP ....................................................................................................................................... 167
SalWebGetUser ............................................................................................................................................ 167

9

はじめに
TD Mobile では、 サーバーサイドのプログラムロジックはすべて SQL Windows Application Language (以下、SAL)
により記述されています。これは、GUPTA Technologies 社製品 ”Team Developer” のプログラム言語です。Team
Developer 6.0 からは、 SAL は公式に.NET 言語になりました。
TD Mobile アプリケーションのサーバーサイドロジックのすべては、SAL を使用して単一の .NET Web サービスア
センブリとして生成されます。また、各ウェブページのロジック毎に Web サービスエンドポイントが作成されます。

SAL(Scalable Application Language)
次の要素について説明します。
•

データ型

•

変数

•

定数

•

配列

•

演算子

•

式

•

文

•

予約語

•

関数

•

コマンド・ライン引数

大文字/小文字の区別
SAL では、大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字は別々の文字として扱われます。

識別子の最大長
SAL での識別子の最大長は 500 文字です。

データ型
変数と定数にはデータ型を指定します。変数には、次のいずれかのデータ型を指定できます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binary
Boolean
Date/Time
FileHandle
LongString
Number
SqlHandle
String
WindowHandle

定数には、次のいずれかのデータ型を指定できます。
•

Boolean
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•
•
•

Date/Time
Number
String

受け取りデータ型
すべてのデータ型は、「受け取りデータ型」と呼ばれるもう 1 つの形式にできます。詳細は、「関数」
の章を参照してください。

Binary
TD5.2 で導入されたこのデータ型は、BLOB 列のデータを含む SAL 内のバイナリ・データに優れたサ
ポートを提供します。
BINARY 変数に値を割り当てるには、SalFileRead、BINARY_Null 定数、または別の BINARY 変数を使
用します。

Boolean
この変数は、TRUE または FALSE となる変数に使います。これらの値はシステム定数であり、TRUE
は 1 で FALSE は 0 です。
例
SetbBool=TRUE
SetbBool3=bBool2

Date/Time
このデータ型は、日付および時刻に使います。デフォルトの出力形式は、次のような ISO(国際標準
化機構)形式です。
YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.MSMSMS
Set 文の日付/時刻値で有効な入力形式は、上記の ISO 形式だけです。次のことに注意してくださ
い。
•

年は 4 桁でなければなりません。

•

月、日、時、分、および秒は 2 桁でなければなりません。値が 10 よりも小さいときには、0 を
前に付けてください。

•

上に示されている位置で区切り記号としてハイフンおよびピリオドを使わなければなりませ
ん。
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•

マイクロ秒(MS)には最大 6 桁までを使えます。

日付/時刻を NULL 値に設定、日付/時刻値が NULL かどうかを調べたりするには、DATATIME_Null
システム定数を使用できます。
例

内部形式
TD Mobile では、日付/時刻データは独自の浮動小数点数形式で格納されます。内部形式では、日
付/時刻値を次のような数値として解釈します。
DAY.TIME
DAY は、1899 年 12 月 30 日からの日数を表す整数です。たとえば、1899 年 12 月 30 日は 0 であ
り、1899 年 12 月 31 日は 1 となります。TIME は、日付の小数部分です。たとえば、ゼロは午前 0
時、.25 は午前 6 時、.5 は正午、.75 は午後 3 時を表します。たとえば、1900 年 3 月 1 日の
12:00:00PM は浮動小数点数値 61.5 で表され、1900 年 3 月 1 日の 12:00:00AM は 61.0 で表され
ます。入力する日付/時刻値の一部を省略すると、デフォルトとして 0 が使われます。0 は、1899 年
12 月 30 日(日付部分が省略された場合)12:00:00(時刻部分が省略された場合)に変換されます。
たとえば、次の変数を定義して、
Date/Time:dtExample
時刻を指定せずに次の Set 文を実行すると、
Set dtExample=1983-10-02
dtExampl の値は次のようになります。
1983-10-02-00.00.00
注意：マイクロ秒部分がゼロのときには、デフォルトの出力形式ではマイクロ秒が省かれます。

日付/時刻の算術演算
日付/時刻値を使って、次の算術演算を実行できます。
•

日付/時刻値に数値を加えて日付/時刻値を計算する。

•

日付/時刻値から数値を引いて日付/時刻値を計算する。

•

ある日付/時刻値から別の日付/時刻値を引いて、数値を計算する。

日付/時刻値に対して数値を加算または減算すると、結果は日付/時刻値になることに注意してくだ
さい。
この後の項では、それぞれのタイプの日付/時刻算術演算の例を示します。これらの例では、次の
変数を使います。
Date/Time:dtExample1
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Date/Time:dtExample2
Number:nResult

日付/時刻値に数値を加える
日付/時刻値に整数を加えると、その値が日数に加えられます。次の文を実行すると、
Set dtExample1=1983-10-02
Set dtExample2=dtExample1+32
dtExample2 の結果は次のようになります。
1983-11-23-00.00.00

日付/時刻値から数値を引く
日付/時刻値から整数を引くと、その値が日数から引かれます。次の文を実行すると、
Set dtExample1=1983-10-02
Set dtExample2=dtExample1-32
dtExample2 の結果は次のようになります。
1983-09-20-00.00.00

日付/時刻値から日付/時刻値を引く
ある日付/時刻値から別の日付/時刻値を引くと、2 つの日付の間の日数が計算されます。次の文
を実行すると、
Set dtExample1=1986-01-12
Set dtExample2=1983-10-02
Set nResult=dtExample1-dtExample2
nResult の結果は次のようになります。
833

日付/時刻の算術演算で小数を使う
小数点の右側の桁は 1 日のパーセンテージとして扱われます。次の文を実行すると、
Set dtExample1=1986-01-12
Set dtExample2=dtExample1+.25
dtExample2 の結果は次のようになります。
1986-01-22.06.00.00
次の文を実行すると、
Set dtExample1=1986-01-12
Set dtExample2=dtExample1+0.99999
dtExample2 の結果は次のようになります。
1986-01-22.23.59.59.000136

2000 年サポート
ユーザーによる年の 2 桁の入力値について、以下のように定めています。
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今年の年数の下 2 桁

2 桁の入力が 0-49 の場合

2 桁の入力が 50-99 の場合

0-49

入力値を現在の世紀の年数と
して認識する

入力値を前の世紀の年数として
認識する

50-99

入力値を次の世紀の年数とし
て認識する

入力値を現在の世紀の年数とし
て認識する

例
1. 現在の年が 1996 年の場合
05 が入力されると、2005 年と認識される。
89 が入力されると、1989 年と認識される。
2. 現在の年が 2014 年の場合
05 が入力されると、2005 年と認識される。
34 が入力されると、2034 年と認識される。
97 が入力されると、1997 年と認識される。
3. 現在の年が 2065 年の場合
05 が入力されると、2105 年と認識される。
70 が入力されると、2070 年と認識される。
注意：2000 年サポートの SQLBase 設定の詳細については『SQLBase ランゲージ・リファレンス』の「日付/
時刻データ型」のセクションを参照してください。

Number(数値)
数値を NULL 値に設定したり、数値が NULL かどうかを調べたりするには、データ NUMBER_Null シ
ステム定数を使います。
SQLBase の DECIMAL データ型の列に書き込むためにバインド変数として Number データ型を使うと、
SQLBase の DECIMAL データ型の精度が最大 22 桁なので、切り捨てが生じる可能性があります。

例

Session Handle (セッションハンドル)
このデータ型は、マルチコネクション・トランザクションと OLEDB プロバイダ接続に使用します。詳細
は、マルチコネクション・トランザクション参照してください。

SQL Handle (SQL ハンドル)
このデータ型は、データベースへの接続を識別するために使います。データベースへのすべてのア
クセスには SQL ハンドルが必要です。SQL ハンドルは、SQL 文を実行する Sql*関数で使います。
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詳細は、「SQL プログラミング」を参照してください。

例

SqlConnectDotNet がハンドルを戻します。SqlConnectDotNet を呼び出す前には、hSql は有効な値
を持っていません。

File Handle (ファイル・ハンドル)
このデータ型は、開いているファイルを識別するために使います。ファイルを開いたり作成したりす
ると、SAL はファイル・ハンドルを戻します。その後は、そのファイル・ハンドルを使ってファイルを識
別できます。

例

String (文字列)
このデータ型は、文字データに使います。システム・メモリーが使えるかぎり、String データ型の長さ
の制限はありません。
リテラル文字列は単一引用符で囲んでください。リテラル文字列は、二重引用符で囲むこともでき
ます。その場合は、文字列に単一引用符を含める際にエスケープ文字を置く必要がなくなります。
たとえば、次のように指定します。
strSelect="select * from customers where name = 'smith '"

例
この例では、文字列 strQuery を定義し、それにリテラル値を代入します。

Boolean 値として扱われるデータ型
文字列、数値、日付、およびハンドル(ファイル、SQL、セッション)は、「If」、「While」、または
「Enabledwhen」文のオペランドとして使われるとき、あるいは「AND」、「OR」、または「NOT」演算子
のオペランドとして使われるときには、自動的にブール値に変換(「キャスト」)されます。
初期化されていない変数は、どのデータ型であっても、ブール値に変換されると FALSE と評価され
ます。
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データベースから NULL 値が割り当てられていると、どのデータ型の変数であっても、FALSE と評価
されます。
''(NULL 文字列)の値を持つ String 変数または定数は、FALSE と評価されます。値が 0(ゼロ)の
Number 変数または定数は、FALSE と評価されます。その他は、すべて TRUE と評価されます。

変数
変数は、そのデータ型の任意の値を保持できます。

変数を宣言する場所
変数は、次の場所で定義します。
•

グローバル宣言([Variables]セクション)

•

クラス関数、内部関数、およびウィンドウ関数([Parameters]、[Static Variables]、および
[LocalVariables]セクション)

•

外部関数([Returns]および[Parameters]セクション)

•

クラス定義([ClassVariables]および[Instance Variables]セクション)

構文
変数を宣言するには、次の構文を使います。
DataType: Variable Name

例
次に示すのは、変数の宣言の例です。

変数が有効になるとき
サーバーリソースセクションはグローバル変数となり、アプリケーションを起動すると有効になります。
グローバル変数は、どの SAL 文からでも参照できます。
関数定義の[LocalVariables]セクション内の変数は、その関数を呼び出したときに有効になり、関数
から戻ると無効になります。

変数の初期値
データ型

初期値

Number

ゼロ(0)

Date/Time

Null 日付/時刻

String (文字列)

Null 文字列(NULL 文字のバッファ長は 1)
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変数の参照
変数を参照する方法は 2 つあります。
•

「非修飾」(または「単純」)参照では、単に変数の名前を指定します。

•

「修飾」参照では、変数名に他の 1 つまたは複数の名前を含むプレフィックスを付け加えま
す。それぞれの名前は、次のようにピリオドで区切ります。
objCustomer.Name

参照を修飾することには、次のような目的があります。
•

同じ名前が重複しているとき、あいまいさを排除できます。

•

子オブジェクトの中の変数を、その親オブジェクトから参照できます。

重複するシンボルの参照
下記の例では、ローカルとクラスにも sVar というインスタンス変数をもちます。このあいまいさを除く
ために、次のように this を用いて変数名を修飾します。

SQL 文中の変数
SQL 文では、2 つの方法で変数を使います。
•

入力データを SQL 文にバインドする。この方法で使う変数は、「バインド変数」と呼ばれます。

•

SQLSELECT 文の出力を置く場所を指定する。INTO 句は、クエリー・データを格納する変数を
指定します。INTO 句内の変数は、「INTO 変数」と呼ばれます。

SQL 文で変数を使うときには、変数名の前にコロン(:)を付けなければなりません。SQL 文の中で変
数を使う方法の詳細は、「SQL プログラミング」を参照してください。

システム変数
次の表に、SAL のシステム変数を示します。
システム変数

データ型

説明
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SqlDatabase

String

アプリケーションが接続するデータベース名です。デフォルトは、
DEMO です。

SqlUser

String

データベースへアクセスするユーザー名です。デフォルトは、
SYSADM です。

SqlPassword

String

データベースへアクセスするユーザーのパスワードです。デフォルト
は、SYSADM です。

SqlNoRecovery

Boolean

リカバリモードを有効にするかどうかを設定するブーリアンです。

SqlInMessage

Number

入力メッセージバッファのサイズを指定します。このサイズはそれぞ
れの Sqlconnect に適用されます。

SqlOutMessage

Number

出力メッセージバッファのサイズを指定します。このサイズはそれぞ
れの Sqlconnect に適用されます。

SqlResultSet

Boolean

定義済みのグローバルシステム変数です。True にすると、セットモ
ードはデータベースへの新規接続がオンになり、Flase にすると新規
接続がオフになります。
NUMBER_Null を設定すると、SQLBase への新規接続がオンになり、
ほかのデータベースサーバーへの接続はオフになります。
SqlSetResultSet を呼び出して特定の接続のために、結果セットモー
ドの設定を変更できます。

SqlIsolationLevel

String

このシステム変数は、SQLBase データベース·サーバーへの次の接
続の分離レベルを設定します。分離レベルは、あるユーザーが行っ
た変更が、同じテーブルにアクセスする別のユーザーに与える影響
を制御します。 SQLBase は、次の分離レベルがあります。
Read Repeatability (RR) (default)
Cursor Stability (CS)
Read Only (RO)
Release Locks (RL)

配列
重要：下記内容は、SAL についての一般的な説明です。TD Mobile の配列は、一次元配列で動的なバイ
ンディングあるいは Operation の戻り値として利用されます。

配列は、データ型が同じである変数(要素)の集合を共通の名前で参照できるようにしたものです。
配列内の個々の要素は、インデックス・オフセットを表す番号で参照します。
配列には、静的配列と動的配列があります。
•

静的配列は、要素数が固定されています。

•

動的配列は、要素数が可変です。

一次元配列
配列は、一次元と多次元(配列の配列)が可能です。SAL では、関数のパラメータが Receive キーワ
ード付きで宣言されていても、配列の要素を参照によって関数に引き渡します。アプリケーション内
の配列の最大数は 64KB です。
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静的配列
配列に一度に格納する要素の最大数が分かっている場合は、配列を宣言するときにその最大数を
指定します。
String:strEmployees[10]

この宣言では、配列の 10 個の要素に 0～9 の番号が付きます。このように要素数が固定されてい
る配列を、静的配列と呼びます。要素数は、リテラル数値で指定しなければなりません。
角括弧の中には、評価すると数値になる任意の式を置くことができます。

動的配列
配列の最大要素数を予測できない場合は、数値のかわりにアスタリスクを指定することで、その配
列を動的配列として宣言できます。
String:strEmployees[*]

この宣言で指定される配列の要素には 0～n の番号が付きます。n の値は、使用可能なシステム・
リソースによって変動します。
動的配列は、最初は要素を 1 つも持っていません。SalArrayIsEmpty を呼び出せば、配列にデータ
が入っているかどうかを判別できます。動的配列の要素数をゼロ個にリセットするには、nBound パ
ラメータに-1 を設定して SalArraySetUpperBound を呼び出します。

配列の上限/下限の設定
デフォルトでは、配列の最初の要素はゼロというインデックスで参照します。配列内の要素を参照
する仕方を制御するには、配列の下限(「範囲」の始点)と上限(「範囲」の終点)を指定します。この 2
つの数値はコロンで区切ります。
String:strEmployees[1:10]

この宣言では、配列の 10 個の要素に 1～10 の番号が付きます。動的配列では、下限を設定でき
ます。
String:strEmployees[1:*]

この宣言で指定される配列の要素には 1～n の番号が付きます。n の値は、使用可能なシステム・
リソースによって変動します。
重要:ただし、下限にアスタリスクを指定することはできません。

配列の参照
配列の 1 つの要素を参照するには、添字(インデックス)を使います。
Set sEmp=strEmployees[5]

インデックスには、評価すると数値になる任意の式を使えます。

多次元配列
多次元配列は、一次元配列と同じようにして宣言します。ただし、2 番目以降の次元の要素数を、1
番目の次元の要素数の後に指定する必要があります。次元と次元の間はカンマで区切ります。
注意：配列の次元数は、使用可能なシステム・リソースによって制限されます。
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静的配列
次の例は、2 つの次元の要素数がどちらも固定されている二次元配列を宣言します。
String:strEmployees[10,3]

これによって宣言される配列には、1 番目の次元に 10 個の要素(番号は 0～9)、2 番目の次元に 3
個の要素(番号は 0～2)があります。

動的配列
1 番目の次元は、動的にすることができます。
String:strEmployees[*,3]

これによって宣言される配列には、1 番目の次元に可変数の要素(番号は 0～n)、2 番目の次元に
3 個の要素(番号は 0～2)があります。
重要：多次元配列では、1 番目の次元だけを動的にできます。

配列の上限/下限の設定
次元ごとに、要素の番号付けを制御することができます。
String:strEmployees[1:10,1:3]

これによって宣言される配列には、1 番目の次元に 10 個の要素(番号は 1～10)、2 番目の次元に
3 個の要素(番号は 1～3)があります。1 番目の次元が動的なときは、下限だけを設定できます。
String:strEmployees[1:*,1:3]

これによって宣言される配列には、1 番目の次元に可変数の要素(番号は 1～n)、2 番目の次元に
3 個の要素(番号は 1～3)があります。

多次元配列の参照
多次元配列内の要素は、一次元配列内の要素と同じようにして参照します。ただし、多次元配列で
は、1 番目の次元のインデックスの後に、2 番目以降の次元のインデックスを指定します。各インデ
ックスはカンマで区切ります。たとえば、次のように指定します。
Set sEmp=strEmployees[2,5]
重要：多次元配列を参照するときは、すべての次元のインデックスを明示的に指定しなければなりませ
ん。

配列関数
次の関数は、配列と一緒に使います。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum
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これらの関数の詳細については、『ファンクション・リファレンス』またはオンライン・ヘルプを参照して
ください。

定数
定数には、1 つの不変の値が入ります。定数は、次のいずれかのデータ型として宣言できます。
•
•
•
•

Boolean
Date/Time
Number
String

定数は、[サーバーリソース]セクションでしか宣言できません。変数を参照できる所ならどこでも、定
数を参照できます。
数値定数は、16 進値を用いて宣言することもできます。たとえば、0x1234ABCD などです。

構文
定数を宣言するには、次の構文を使います。
Data Type: ConstantName=expression

例
次は、定数宣言の例です。

システム定数
TD Mobile には多数のシステム定数があります。詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

命名規則
変数
変数名には次のようなプレフィックスを使うことをお奨めします。次の表に、名前のプレフィックスを
示します。
データ型

名前のプレフィックス

例

Boolean

b

bVarName

Date/Time

dt

dtVarName

FileHandle

fh

fhFileVarName

Number

n

nVarName

21

SqlHandle

hSql

hSqlVarName

String

s または str

sVarName

定数
定数名には、大文字のプレフィックスの後に下線文字を付け、さらに大文字/小文字混合または大
文字の名前をつけることをお奨めします。

例
TYPE_ConstantName
TYPE_CONSTANTNAME

演算子
演算子は、1 つまたは複数の値に対して実行する演算を表す記号または語です。次の表に演算子
を示します。
演算子

演算子の種類

+,-,*,/

算術

単項の-

単項

=,!=,>,<,>=,<=

関係

AND、OR、NOT

Boolean

&

ビット単位 AND

|

ビット単位 OR

||

文字列連結

式
式は、定数、変数、および演算子の組み合わせであり、1 つの値を生成します。式を構成する要素
には次のものがあります。
•

関数の結果

•

変数

•

定数

•

演算子で結合された 2 つ以上の式

SAL では、次の優先順位で式を評価します。
•

AND、OR、および NOT のある式は、左から右へ評価する。

•

結果が明らかになったら AND/OR の評価はすぐに停止する。

•

括弧内の式を最初に評価する。

例
nSalary[grade]+.1*nSal[3]bQueryOn
MAXNO1+1
SalDateCurrent()
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SAL 文
アプリケーションで実行したいアクションをコーディングするには、Server セクションにある Functions
や Operations にある「Actions」へ SAL 文を記述します。この後の項で、次の SAL 文について説明し
ます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Break
Call
If、Else、および ElseIf
Loop
On
Return
SelectCase
Set
When SqlError
While

SAL 文をコーディングする場所
SAL 文は、Server セクションにある Functions や Operations にある「Actions」に記述します。

Break
Loop 文を終了します。ループ名を指定すれば、そのループが終了します。このようにすると、複数
レベルのループから脱出できます。ループ名を指定しないと、最も近いレベルのループを終了しま
す

構文
Break[loopname]

例
この例では、関数が FALSE を戻したらループをブレークします。
Loop
If NOT SqlFetchNext(hSql,nInd)
Break

Call
関数を実行します。

構文
Call FunctionName(parameters)

例
Call SalStrUpper(fldName,fldName)
Call SqlImmediate('deletefromcustwherename=:fldName')

If、Else、および ElseIf
これらの文は条件分岐を表します。Else は任意指定です。
ElseIf セクションは必要な数だけ記述できますが、Else セクションは 1 つしか記述できません。字下
げによって、条件による制御の流れがわかります。
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構文
If expression1
statement1
Else If expression2
statement2
Else
statement3

まず、「expression1」を評価します。「expression1」が TRUE であれば、「statement1」が実行されます。
「expression1」が FALSE であれば、「expression2」が評価されます。「expression2」が TRUE であれば、
「statement2」が実行されます。「expression2」が FALSE であれば、「statement3」が実行されます。

例

If 文はネストできます。上の例を次のように書き換えることができます。

Loop
Loop 文の下にある文を、Break または Return 文まで繰り返し実行します。

構文
Loop [loopname]
ループ名はオプションです。

例1
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例2

Return
制御の流れを中断して、呼び出し側に値を戻します。この文は、次のものを終了するために使いま
す。

構文
Return expression

例

Select Case
一連の条件をテストします。式の値と Case 定数が次々に比較されます。式と定数は、両方とも数値
データ型でなければなりません。
SelectCase 文は、Break 文で終了します。次の Case 文も継続して実行するのでないかぎり、それぞ
れの Case 文の終わりに Break 文を入れる必要があります。Default セクションは任意指定です。式
の値がどの Case 定数とも一致しないときに実行されます。Case セクションは必要な数だけ追加で
きますか、Default セクションは 1 つしか指定できません。

構文
Select Case(expression)
Case constant1
statement1
Break
Case constant2
statement2
Break
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Default
statement3

まず、「expression」を評価します。「expression」が「constant1」と一致する場合、「statement1」が実
行されます。「expression」が「constant2」と一致する場合は、「statement2」が実行されます。どの
Case 定数も expression と一致しなければ、Default の下にある「文 3」が実行されます。

例

Set
変数に値を割り当てます。

構文
Set VariableName = Expression

例

When SqlError
SAL のデフォルトでは、SQL 関数が失敗すると、エラー番号、エラーの説明、およびエラーの位置を
示したダイアログボックスが表示されます。アウトラインの任意のセクションで WhenSqlError 文を使
うと、エラー処理のデフォルトを変更できます。WhenSqlError 文は、次の位置にコーディングします。
•

Sql*関数の「前」

•

Sql*関数と「同じ字下げレベル」

While
構文
While expression
Statement 文
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SAL は、「expression」を評価します。「expression」が TRUE であれば、「statement」が実行され、
「expression」が再び評価されます。「expression」が FALSE になれば、While 文のブロックの次の文
が実行されます。

例

コメント
感嘆符(!)で始まる行はコメントです。行の先頭以外の場所に感嘆符を置くと、行の残りの部分がコ
メントになります。コメントはコンパイラから無視され、該当行は実行されません。

例

予約語
SAL には、関数名または変数名として使用した場合にコンパイル・エラーが発生する語があります。
以下にリストした語は大文字と小文字の区別がされるので注意してください。この後の大文字と小
文字を誤って記載しても機能する場合がありますが、以下の語を関数名または変数名として使用
することはお奨めできません。
Word

関数名として使用

変数名として使用

this

使用できない

使用可能

new

使用できない

使用できない

Break

使用可能

使用できない

Call

使用可能

使用できない

Else

使用可能

使用可能

If

使用可能

使用できない

Loop

使用可能

使用できない

On

使用可能

使用可能

Return

使用可能

使用できない

Select

使用可能

使用可能

Set

使用可能

使用できない

When

使用可能

使用できない

While

使用可能

使用できない

関数
関数は、特定のタスクを実行します。次の 4 種類の関数があります。
•

システム関数
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•

Page 関数

•

内部関数

•

クラス関数

システム関数
SAL には、アプリケーションで呼び出すことができる組み込みシステム関数があります。
•

名前が Sal で始まる関数は、ファイルの管理、アレイの管理、および文字列の操作などのタ
スクを実行します。

•

名前が Vis で始まる関数は、Visual Toolchest ライブラリを利用します。サーバーリソースセ
クションの「インポートシンボル」へ「VTARRAY」を追加することで利用できます。

•

名前が Sql で始まる関数は、データベースの操作を実行します。

『ファンクション・リファレンス』は、システム関数について説明しています。「SQL プログラミング」でも、
Sql*関数について説明しています。

内部関数
内部関数は、[サーバーリソース]セクションで作成できます。

クラス関数
クラス関数は、[サーバーリソース]セクションで作成できます。

関数の記述
ここでは、内部関数、Page 関数、およびクラス関数をコーディングする方法について説明します。

関数名
内部関数の名前です。関数を呼び出すときには、この名前を参照します。

説明
関数で行う内容の説明です。

戻り値
関数が値を戻す場合には、データ型と戻り値の名前を入力します。関数が値を戻さないときは、ブ
ランクにします。
関数の結果を変数に代入するときは、変数のデータ型と関数の戻り値のデータ型が一致している
必要があります。

パラメータ
呼び出し側が関数に渡す一連のパラメータです。各パラメータは、変数と同じ方法で、変数名とデ
ータ型を指定して宣言します。
関数の呼び出し側は、パラメータのデータ型と一致するデータを渡す必要があります。
受け取りデータ型。関数によってパラメータの値が変更されるときには、パラメータのデータ型に
Receive というキーワードを付けておく必要があります。
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例:

受け取りデータ型は「参照によって引き渡されます」。つまり、変数の記憶域アドレスを関数に渡し、
関数はその変数の値を変更でき、関数から戻ったときに呼び出し側はその変更を見ることができま
す。「Receive」キーワードを指定しないと、パラメータは値によって渡されます。つまり、TD Mobile で
は変数のコピーを引き渡します。関数がパラメータの値を変更しても、関数から戻るとその変更は
見えません。

静的変数
静的変数は、関数を何度呼び出しても同じ値のままです。有効範囲は、それが定義されている関
数内です。静的変数は、ローカル変数と同じ方法でアクセスします。

ローカル変数
このセクションには、この関数でのみ使用可能なローカル変数が入ります。関数を呼び出すとロー
カル変数が作成され、関数から戻るとローカル変数は破棄されます。各ローカル変数は、変数名と
データ型によって宣言します。
重要：SQL 文が関数内で準備され、その後関数の外部で実行、フェッチされるときには、バインド変数ま
たは INTO 変数にローカル変数を使わないでください。

Actions
このセクションには、関数を呼び出すときに実行される文が入ります。このセクションでは、任意の
SAL 文を記述できます。関数は、次のときに終了します。
•

Return 文が実行されるとき。Return 式の値が呼び出し側に戻されます。

•

最後の文が実行されるとき。

例

例外
SAL は .NET 言語ですので、.NET 例外が発生する可能性があります。予期しない例外が発生した場
合、コードの実行が中断され、TD Mobile は以下のような例外に関するメッセージを表示します。
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When Exception
When Exception 文を使用し、例外が発生した場合に実行するコードブロックを定義することができ
ます。
使用方法は When SqlError と同様です。When Exception を例外が発生する可能性のあるコードの
前に挿入します。When Exception 文に続く、同一またはより深いレベルのすべてのコードの例外を
キャッチし、When Exception ブロックのコードを実行します。これは、現在の関数の以降のコード、
または同一のインデントレベルの終わりまで有効です。

End Exception
関数の終わり、または同一のインデントレベルの終わりより前に例外処理を終了する場合には、
End Exception 文を使用することができます。この文は例外処理が取り扱うコードの範囲の終わりを
意味します。

Rethrow
Rethrow 文は、上位の呼び出し元で追加の例外処理を行わせたい場合などに、When Exception ブ
ロック中で使用できます。これは、現在処理中の例外を"throw"します。つまり処理中の例外を再度
発生させることにより、上位の呼び出し元へ例外が渡るようにします。

例
この例では、オペレーション(非表示)がこの関数を呼び出します。パラメータ nDivisor が０の場合、
DivideByZeroException 例外が ‘Set nAnswer = ( nDividend / nDivisor)’の行で発生します。この例外
が発生すると、TD Mobile は When Exception ブロックのコードを実行します。ブール値
‘gHandleExceptionsLocally’に応じて、この関数はエラー値 -1 を返すか、呼び出しもとのオペレーショ
ンによって処理されるよう、例外を再度発生させます。
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オブジェクト指向プログラミング
オブジェクト指向プログラミングについて
オブジェクト指向プログラミング(OOP-ObjectOrientedProgramming)には、次のような機能がありま
す。
•

クラスを定義します。

•

既存のクラスに基づいて新しいクラスを導出します。

•

あるクラスに属するオブジェクトを作成します。

オブジェクト、クラス、および継承
オブジェクト
オブジェクトとは、次のものを組み合わせたソフトウェア・エンティティです。
•

オブジェクトを表すデータ

•

オブジェクトのデータを取得したり変更したりするための手続きコード。これをオブジェクトの
「動作」と呼びます。

オブジェクトは、次のようなものを表すことができます。
•

ウィンドウのような実体を伴う概念

•

預金口座のような実体を伴わない概念

オブジェクトは、クラスのインスタンス(実例)です。オブジェクトは、自分のクラスのデータと動作を持
ちます。
クラスのインスタンスとしてのオブジェクトのことを、「ユーザー定義」と呼びます。ユーザーが、その
動作をクラスに定義するからです。
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クラス
クラスは、オブジェクトを作成するための、いわば青写真です。クラスでは、後でクラスのインスタン
スとして作成するオブジェクトで共有されるデータ構造と動作を定義します。このことによって、個々
のオブジェクトごとにデータと動作のためのコードを複製しなくても、まとめてこれらの情報を定義で
きます。
あるクラスに属するオブジェクトは、共通のデータ構造と共通の動作を共有しますが、クラス中のオ
ブジェクトごとに固有のデータ構造もあります。

継承
継承とは、既存のクラスに基づいて新しいクラスを定義するための機能です。「基底クラス」から導
出された新しいクラスは、基底クラスのデータと動作を継承します。また、導出されたクラス(導出ク
ラス)では、次のことができます。
データと動作を新たに追加して、基底クラスを「拡張」できます。追加する新しいデータと動

•

作は、基底クラスから継承されるデータおよび動作とともに、導出クラスの一部になります。
継承される動作を再定義して、基底クラスの動作を「修正」できます。

•

拡張または修正された導出クラスのデータと動作が使われますが、基底クラスのデータと動作は依
然として有効です。
導出クラスのデータ構造と動作は、変更されたもの、新規のもの、そして継承によるものも全部含
めて、そこからさらに導出される導出クラスに継承されます。

クラスとオブジェクトを設計する
クラスとオブジェクトを設計するときの一般的な手順は、次のとおりです。
1. どのオブジェクトのクラスを使うかを決めます。
2. クラスごとに変数と関数を選びます。
3. 様々なクラスを階層状に配置します。

クラスとオブジェクトを使ってアプリケーションを作成
クラスとオブジェクトを使ってアプリケーションを作成する手順の中には、大きく分けて次の 2 つの
手順があります。
1. アプリケーションペインのサーバーリソースにある [クラス]セクションでクラスを作成しま
す。
2. クラスのインスタンスとしてオブジェクトを作成します。この手順は、標準のオブジェクトを
作成するときとよく似ています。

クラスの継承
あるクラスに基づいて他のクラスを定義できます。ある 1 つのクラスが他の 1 つ以上のクラスから
動作を継承できます。継承には、次の 2 種類があります。
•

単一継承

•

多重継承
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単一継承
単一継承では、「基底クラス」と呼ばれるクラスから別のクラスを導出します。

基底クラス

導出クラス

単一継承の「単一」という語は、導出クラスの直接の基底クラスが 1 つだけであることを意味します。
「継承のレベル」が複数ということも可能です。つまり、継承を使ってクラスの「階層」を作成できます。

C の間接基底クラス

A

B の直接基底クラス
C の直接基底クラス

B

A の導出クラス
B の導出クラス

C

A の導出クラス

上の図で、クラス A はクラス B とクラス C の基底クラスになります。
•

クラス A は、クラス B の「直接の基底クラス」であり、クラス C の「間接の基底クラス」です。

•

クラス C は、クラス B から直接的に導出されており、クラス A から間接的に導出されていま
す。

多重継承
多重継承では、1 つのクラスに複数の基底クラスがあります。次の図では、クラス D が、直接基底
クラスの B と C から動作を継承しています。
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A

B

C

D

クラスの種類
クラスには、次の 1 種類があります。
•

関数クラス

関数クラス
関数クラスは、そのクラスの関数によって動作を提供します。次のようなときは、関数クラスを使い
ます。
•

ユーザー定義変数を作成するとき

•

複数のクラスが共有する動作を定義するとき関数クラスは、他の関数クラスの基底クラスに
なれます。

オブジェクトの種類
SAL のオブジェクトには、次の 1 種類があります。
•

ユーザー定義変数

ユーザー定義変数(UDV)
ユーザー定義変数は、関数クラスの 1 つのインスタンスとして作成します。ユーザー定義変数は、
非グラフィック・オブジェクトです。ユーザー定義変数が他の変数と違う点は、ユーザー定義変数に
は、そのクラスに定義された関数を使わなければアクセスできないという点です。そのような関数は、
ユーザー定義変数の「パブリック・インタフェース」です。
ユーザー定義変数は、アウトラインの任意の変数セクションに入れられます。ユーザー定義変数の
特徴は、次のとおりです。
•

値がないので、式の中では使えません。

クラスを定義する
クラスは、アプリケーションペインのサーバーリソースにある[クラス]セクションで定義します。
次の例には、clsCompany、clsEmployee、clsInvoice、clsInvoiceItem、および clsProduct の 5 つのク
ラスがあります。
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関数クラスとウィンドウ・クラスについては、後でさらに説明します。

関数クラスを定義する
関数クラスのアウトライン項目には、次のものがあります。
Functional Class:<クラス名>
Description:<テキスト>
DerivedFrom
Instance Variables
Functions

上記のアウトライン項目について、次の表で説明します。
項目

説明

＜クラス名＞

クラスの名前。

Description

クラスの用途について説明するテキスト。

DerivedFrom

このクラスの導出元のクラス名のリスト。他の関数クラスたけをリストに載せ
ます。クラスは、コーディング・アシスタントで選択できます。

InstanceVariables

このクラスの「個々のオブジェクトごとに複製されるプライベートな」変数。

Functions

このクラスのオブジェクトからだけアクセスできる関数。

クラス関数、および、インスタンス変数については、この章の後の方で説明します。

ユーザー定義オブジェクトを作成する
クラスを定義した後は、そのクラスのインスタンスとしてオブジェクトを作成できます。
オブジェクトの定義には次のものが含まれています。
•

オブジェクトの種類

•

コロン(:)

•

オブジェクト名

たとえば、ユーザーオブジェクトの定義は、次のようになります。
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•

「ClsCompany」はクラス名です。クラス名は「クラス・タイプ」とも呼ばれます。

•

「objCompany」はユーザー定義オブジェクトの名前です。

オブジェクトを定義するときは、オブジェクト名およびその他のプロパティを指定する必要があります。
クラスのインスタンスとしてのオブジェクトを作成するときに指定するプロパティについては、次の項
で説明します。

ユーザー定義変数を作成する
ユーザー定義変数(関数クラスのインスタンス)をアウトラインに挿入するには、次のようにします。
コーディング・アシスタントでユーザー定義変数を選びます。

•

または
アプリケーションのアウトラインに、ユーザー定義変数を直接入力します。

•

ユーザー定義変数は、アウトラインのうち変数を宣言できるセクションであれば、どこにでも入れる
ことができます。
ユーザー定義変数は、そのクラスによって完全に規定されます。アウトラインに指定するプロパティ
は、クラス名とオブジェクト名だけです。
次に示すのは、関数クラス(clsEmployee)のインスタンスであるユーザー定義変数(emp)の一部です。

ユーザー定義変数には「値」がありません。したがって、次の目的ではユーザー定義変数を使えま
せん。
•

Set 文のソースまたはターゲット

•

その他の式の中

ユーザー定義変数の唯一のインタフェースは、そのクラスに定義されている関数です。クラス関数
を呼び出す方法については、後で説明します。ユーザー定義変数に定義されている変数にアクセ
スするには、次のオブジェクト修飾参照を使います。
If emp.Salary>2000
...

次の Operation Actions では、clsEmployee という名前のクラスで、引数として 1 つの数値と 1 つの
文字列を受け入れる ChangeSalary という名前の関数を定義または継承しています。
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参照による引き渡し
TD Mobile では、ユーザー定義変数を常に参照によって引き渡します。呼び出される関数では、ユ
ーザー定義変数のインスタンス変数を読み込んだり書き込んだりできます。

ユーザー定義変数の配列
関数クラスのインスタンスは配列として宣言できます。その配列は動的なものにすることができます。
ユーザー定義変数の配列を使うと、多次元の配列を作成できます。次の例では、Employee という
関数クラスを定義しています。このクラスには、従業員の名前、部門、および給料のインスタンス変
数と、ChangeSalary という関数が含まれています。
Functional Class:Employee
...
Instance Variables
String: Name
String: Dept
Number: Salary
...
Functions
Function: ChangeSalary
Parameters
Number: NewSalary
Actions
Set Salary=NewSalary
...

Operation や Function は、Local Variables セクションの clsEmployee のアレイで宣言します。

Client サイドで 1 つのバインディングをもつ場合、

Operation の戻り値とすて clsEmployee のアレイを宣言できます。
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配列名にインデックスを付けて、ピリオドとインスタンス変数名で修飾すると、ユーザー定義変数の
クラスごとに定義または継承されているインスタンス変数または関数にアクセスできます。たとえば、
次のように指定します。

UDV の割り当て
標準構文を使って、1 つの UDV をもう 1 つへ割り当てることができます。
Set functionalClassVar2 = functionalClassVar1

functionalClassVar2 と functionalClassVar1 は同じ型でなければなりません。または、
unctionalClassVar2 は functionalClassVar1 の型が導出した型です。
重要：関数クラス変数は参照であり、実際の値ではありません。割り当てをすると、両方の変数が同じオ
ブジェクトを参照し、1 つの変数による変更がオブジェクト自身を変更し、その変更はオブジェクトを参照
する他の変数で見ることができます。

例

FunctionalClass:fClassBase1
...
FunctionalClass:fClassBase2
...
FunctionalClass:fClassDerived1
...
DerivedFromClass:fClassBase1
FunctionalClass:fClassDerived2
...
DerivedFromClass:fClassBase2

これらの割り当ては常に有効です。
Set vBase1=vDerived1
Set vBase2=vDerived2

これらの割り当ては常に無効です。
Set vBase2=vDerived1
Set vBase1=vDerived2

この割り当ては、vBase1 が vDerived1 型の値に割り当てられたばかりである場合のみ、有効です。
Set vDerived1=vBase1

vBase1 が実際に fClassBase1 型のオブジェクトへの参照である場合は、この割り当ては実行時に失
敗します。
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タイプ・セーフ・キャスティング
キャストとは、オブジェクトを 1 つの型またはクラスから変換する動作をいいます。TD Mobile では、
オブジェクトをクラス階層の高いクラス(アップキャスト)に、あるいはクラス階層の低いクラス(ダウン
キャスト)に、安全にキャストすることができます。
このようなクラス/オブジェクトの階層を考えてみましょう。

Functional Class:fClassBase1
...
Functional Class:fClassBase2
...
Functional Class:fClassDerived
...
DerivedFrom
Class:fClassBase1
Class:fClassBase2
...
fClassBase1:vBase1
fClassDerived:vDerived1
fClassDerived:vDerived2

上記のような階層の場合は、タイプ・セーフ・アップキャストの例となります。
SetvBase1=vDerived1

これは、タイプ・セーフ・ダウンキャストの例となります。
SetvDerived2=vBase1

UDV を NULL 値に設定する
OBJ_Null システム定数を使って、UDV を NULL にします。
Set functionalClassVar1 = OBJ_Null

オブジェクトを安全に強制リリースしたいときは、OBJ_Null をオブジェクト変数に割り当てます。これ
によって、有効範囲外に出る際に同じシーケンスを生じ、参照されたオブジェクトがアプリケーション
で他に参照されていなければ、そのオブジェクトは解放されます。

NULL オブジェクトの確認
システム変数 OBJ_Null を用いてオブジェクトが NULL かどうかをテストできます。
If functionalClassVar1 = OBJ_Null
...

動的インスタンス生成
UDV を宣言すると、実行時に作成し、ユーザーはこの変数を参照できます。また、新しいキーワー
ドを使っていつでも再度初期化できます。
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Set functionalClassVar = new functionalClassName

新しいキーワードは、作成中のオブジェクトのタイプを引数としてとり、そのタイプのオブジェクトに対
する参照を戻します。functionalClassVar は functionalClassName 型の変数でなければなりません。

SalObj*関数
UDV では、以下の SalObj*関数を使うことができます。
関数

説明

SalObjCreateFromString

指定した関数クラス名のインスタンスを作成します。

SalObjGetType

指定した UDV のクラス名を取得します。

SalObjIsDerived

UDV が、指定されたクラスのインスタンスであるかどうかを判断し
ます。

SalObjIsValidClassName

指定したクラス名が存在するかどうかを判断します。

インスタンス変数
クラスの中のインスタンス変数は、作成するオブジェクトごとに複製されます。オブジェクトごとに、イ
ンスタンス変数の独自のコピーを持っています。

クラスおよびオブジェクトでインスタンス変数を使う
内部参照
インスタンス変数を参照する方法には、次の 2 とおりの方法があります。
•

「内部的に」参照する方法:自分自身を操作するオブジェクトの場合。
「自分自身を操作する」とは、オブジェクトが独自に持っているインスタンス変数のコピーに
アクセスするということです。

•

「外部的に」参照する方法:他のオブジェクトを操作するオブジェクトの場合。
自分自身を操作するオブジェクトでは、「非修飾」参照でインスタンス変数にアクセスします。
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SAL は、オブジェクトのクラスの中から変数を検索した後で、親であるオブジェクトまたはグローバル
宣言を検索します。オブジェクトのクラスから検索するときは、そのクラスの基底クラスも検索されま
す。

「this」キーワード
クラスベースの各オブジェクトは、「this」参照という、オブジェクト自体への参照にアクセスできます。
this 参照の使用が必要になるのは、次の 2 つの状況です。
•

メソッドへのパラメータとして現行オブジェクトへの参照を渡すため

•

クラス内の「隠れた」変数にアクセスするため

•

関数から現行オブジェクトを返します。パラメータとして現行オブジェクトへの参照を渡すた
めには、「this」を指定します。
Service.add(this)
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通常、クラス内の変数を参照するときは、変数が有効範囲内にあるため、その参照を修飾する必
要はありません。ただし、クラス有効範囲がある変数(インスタンス変数など)と同じ名前で変数がメ
ソッドに定義されている場合は、クラス有効範囲変数は、メソッド有効範囲変数によって隠されます。
隠れた変数には、名前の前に this キーワードとドット演算子を指定することによってアクセスできま
す。たとえば、次のように指定します。

この例では、オブジェクトの Name 変数と Department 変数が、メソッドの Name パラメータと
Department パラメータの値を指定して設定されています。

クラス関数
クラス関数はクラスのオブジェクトの動作を決定します。クラス関数に対するシンタックスはサーバ
ーリソースセクションにある内部関数と同じです。

継承
導出クラスで定義されるクラス関数は、基底クラスで定義または継承されている同じ名前のクラス
関数をオーバーライドします。継承されたクラス変数をオーバーライドしても、基底クラスの名前でク
ラス関数名を修飾すれば、基底クラスのクラス関数にアクセスできます。
多重継承で、複数の基底クラスで同じクラス関数を定義または継承しているとき、「そのクラス関数
を参照すると」コンパイル時エラーになります。あいまいさをなくすため、クラス関数の名前をクラス
名で修飾してください。
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SQL プログラミング
TD Mobile アプリケーションで SQL を使う
SQL(Structured Query Language)を使うと、リレーショナル・データベースのデータを作成、クエリー、
変更、および制御できます。しかし SQL はプログラミング言語ではないので、次のものはありません。
•

手続きのロジック

•

広範なデータ型

•

変数

SAL の Sql*関数は、SQL 文を使ってデータベースにアクセスするための言語インタフェースです。こ
の関数を使うと、SQL 文に SAL の強力な機能と柔軟性を組み合わせることができます。
SQLBase などのデータベースサーバーには、TD Mobile アプリケーションを使ってアクセスできます。
SQLBase には、IBM の DB2 と互換性のある SQL が完全に実装されています。さらに SQLBase には
DB2 への拡張機能も付け加えられています。
Sql*関数はデータベースに依存しません。Sql*関数を TD Mobile アプリケーションの接続のための
構成要素と一緒に使うことにより、IBM DB2、Oracle、Microsoft SQLServer、Sybase、Informix、および
その他のデータベースにアクセスできます。
TD Mobile を使って作成するアプリケーションは、「クライアント」(またはフロントエンド)アプリケーシ
ョンです。データベース(SQLBase や DB2 など)は、「サーバー」(バックエンドまたはエンジンとも呼ば
れる)です。

あらかじめ必要な知識
この章は、読者が SQL を知っていて、SQL 文やその文法については説明する必要のないことを前
提にしています。
•

SQLBase を使っている場合は、『SQLBase SQL ランゲージ・リファレンス』を参照してください。

•

他のベンダーのデータベースを使っている場合は、そのデータベースの SQL に関するマニ
ュアルと、『データベース接続ガイド』を参照してください。

この章の例では、SQLBase の SQL を使っています。SQLBase 用にデータベースパラメータを設定す
る例も示してあります。
注意：別のデータベースを使っている場合は、『データベース接続ガイド』を参照して、使っているデータ
ベースでサポートされているパラメータを調べてください。TD Mobile が SQLBase でないデータベースに
接続するには、特にストアドプロシージャの領域も含めて様々な方法がありますので、上記のガイドブッ
クは読んでおくことをお奨めします。

データベースへのアクセスへのサイクル
アプリケーションから SQL データベースにアクセスするには、次の 2 つの方法があります。
•

マルチステップ・インタフェース

•

シングルステップ・インタフェース

1 つのアプリケーションの中でこの 2 つのインタフェースを組み合わせることもできます。
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マルチステップ・インタフェース
マルチステップ・インタフェースでは、データベース操作を実行する前にデータベースに接続しなけ
ればなりません。各操作を実行するごとに、SQL 文をコンパイルして実行します。SELECT 文の場合、
フェッチもしなければなりません。データベース操作を完了したら、データベースを切断します。

マルチステップ・インタフェースでは、SELECT 文を使って作成した結果セットから行をフェッチできま
す。マルチステップ・インタフェースの方が、シングルステップ・インタフェースよりも柔軟性に富んで
いて、データベースパラメータの設定をより自由に制御できます。

シングルステップ・インタフェース
シングルステップ・インタフェースを使うと、1 回の関数呼び出しでデータベース操作を実行できます。
シングルステップ・インタフェースの方が使い方は簡単ですが、SELECT 文は行を 1 つしか戻しませ
ん。このインタフェース要求を使用して関数呼び出しを行う場合は必ず、データベースへの接続/切
断が必要で、これは、パフォーマンスに影響を与える場合があります。

最適なインタフェース
シングルステップ・インタフェースは、すばやく簡単にコーティングを行えます。しかし、複雑度が中
レベルから高レベルのアプリケーションの場合、誤った選択が行われる場合が多くなります。このよ
うなアプリケーションの場合は、マルチステップ・インタフェースが、パフォーマンスが高速で、リソー
ス使用率が低く、エラーの修復率が高く、ロッキングと並列処理のコントロール性も高いという利点
があります。このような理由から、一般的には、余分な手間をかけてもマルチステップ・インタフェー
スを使用する価値があります。

マルチステップ・インタフェース
接続と切断
重要: TD Mobile では 、DB 接続には SqlConnectDotNet メソッドを使用することを推奨しています。詳細
については、「データベース接続」を参照してください。

データベース操作を実行するには、前もってデータベースに接続しておく必要があります。アプリケ
ーションを終了するときは、データベースを切断しなければなりません。
次の表に、データベースの接続および切断のときに呼び出す関数を示します。
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関数

説明

SqlConnect

データベースに接続する

SqlDisconnect

データベースを切断する

SqlConnect の呼び出し
データベースに接続するには、次のようにしなければなりません。
•

接続したいデータベースを指定する。

•

接続で使うユーザー名とパスワードを指定する。

•

接続情報を含む UDL ファイル名を指定する。

•

SQL ハンドルを戻す SqlConnect 関数を呼び出す。

データベース名、ユーザー名、およびパスワード
TD Mobile には、データベース、ユーザー名、パスワード、および OLEDB 接続情報を識別するため
の次の 3 つのシステム変数があります。
•
•
•
•

SqlDatabase
SqlUser
SqlPassword
SqlUDL-OLEDB 構成ファイル(UDL ファイル)、もしくは OLEDB プロバイダ名、接続文字列を設
計します。

例:
Set SqlDatabase='SPA'
Set SqlUser='username'
Set SqlPassword='userpswd'
Set SqlUDL=c:\\MyDocuments\\gupta.udl

次の表に、これらのシステム変数のデフォルト値を示します。
システム変数

デフォルト値

SqlDatabase

DEMO

SqlUser

SYSADM

SqlPassword

SYSADM

SqlUDL

なし

SqlUDL とその他の 3 つの変数の関係を理解しておくことが重要です。
•

SqlUDL の値が存在するということは、SqlConnect 関数がデータベースへの OLEDB 接続を
確立するという意味です。SqlUDL が Null の場合、API 接続(ネイティブ・ルータを使用して)が
作成されます。

•

SqlUDL を読み取ることで(もしくは SqlUDL が指示するファイルを読み取ることで)形成された
接続文字列が不完全な場合、SqlConnect は、SqlDatabase、SqlUser、または SqlPassword の
値を見て、不足している値を埋めようと試みます。

•

SqlDatabase、SqlUser、または SqlPassword に値がある場合、接続文字列がすでに完成して
いるとしても、その値は接続文字列の中の同等のものをオーバーライドします。この振る舞
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いにおいて最も重要なことは、SqlUDL で指示されている UDL ファイル内のパスワード情報
を省略し、実行時に変数 SqlPassword からパスワードを充てることができるということです。
ディスク・ファイル内でパスワードを保存しないので、データベースのセキュリティが向上しま
す。

SQLHandle
SqlConnect 関数は、データベースへの接続を個々に識別する SQL ハンドルを戻します。SQL ハンド
ルは、その実際の値を知らなくてもかまいませんが、後で呼び出す関数で接続を識別するのに使
います。SQL ハンドルは、「カーソル」とも呼ばれます。
SQLBase では、SQL ハンドルという語は次の 3 つの意味で使われます。
•

データベース接続を識別する名前

•

結果セット内の行の位置

•

SQL 文を処理するのに使うメモリー内のスペース

データベースに接続するごとに、SqlHandle データ型の変数を次のように宣言しなければなりませ
ん。
SqlHandle:hSqlFetch
SqlHandle:hSqlChange

SqlConnect を呼び出す前は、SQL ハンドルには有効な値はありません。

例
次の例は、2 つの SQL ハンドルに接続するコードです。
Set bConnect=SqlConnect(hSqlFetch)
If bConnect
Set bConnect=SqlConnect(hSqlChange)

SqlConnect を呼び出すと、次のリソースがクライアントとサーバーに割り当てられます。
•

SQL ハンドル作業スペース

•

受信メッセージバッファと送信メッセージバッファ(この章の後半で説明します。)

SqlDisconnect の呼び出し
データベース操作をすべて終えたら、SqlDisconnet 関数を呼び出します。
Call SqlDisconnect(hSqlFetch)
Call SqlDisconnect(hSqlChange)

SqlDisconnect を呼び出すと、クライアントとサーバーのリソースが解放されます。SqlConnect を使っ
て接続したすべての SQL ハンドルについて、必ず SqlDisconnect を呼び出してください。データベー
スに対する最後の SqlDisconnect によって、暗黙の COMMIT が実行されます。

データベース操作の実行
ここでは、次のことを行う方法を説明します。
•

SQL 文にバインド変数と INTO 変数をコーディングする方法

•

SQL 文のコンパイルと実行

•

SELECT におけるデータのフェッチ
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•

INSERT、UPDATE、および DELETE

バインド変数と INTO 変数
SQL 文には、バインド変数と INTO 変数の 2 種類の変数があります。

バインド変数:
バインド変数は、WHERE 句で列などの値の入力に使います。アプリケーションで定義したバインド
変数のデータは、SQL 文を実行するたびにその文にバインドされ(関連付けられ)ます。バインド変数
は、アプリケーション変数からデータベースにデータを送ります。バインド変数は、次のものに使い
ます。
•

SELECT 文の WHERE 句の条件の値

•

INSERT 文の VALUES 句

•

UPDATE 文の SET 句

SQL 文を一度コンパイルすれば、それを実行するたびに入力される値は新しいものになり、繰り返
し使えます。バインド変数に定数を使うことはできません。

INTO 変数:
INTO 変数は、SQLSELECT 文の出力に使います。INTO 句には、TD Mobile がクエリー・データを戻す
ための、アプリケーションで定義されている変数を指定します。

バインド変数および INTO 変数の名前:
SQL 文のすべてのバインド変数と INTO 変数には、その先頭にコロン(:)を付ける必要があります。

バインド変数と INTO 変数の最大数:
SQL 文で使えるバインド変数の最大数は 255 で、SQL 文で使える INTO 変数の最大数も 255 です。
この制限は、次の関数で参照する SQL 文に対して適用されます。
•
•
•
•
•

SqlImmediate
SqlPrepare
SqlPrepareAndExecute
SqlRetrieve
SqlStore

例
次の例では、SQL 文にバインド変数と INTO 変数をコーディングする方法を示します。
次の SELECT 文には、4 つの INTO 変数 (:sGuestName, :nInWeight, :nTargetWeight, :nROWID) と 1
つのバインド変数が含まれます(:sGuestName)。ROWID 列については、この章の後半で説明します。
Set strSelectByName = 'SELECT name, in_weight, target_weight, rowid INTO
:sGuestName, :nInWeight, :nTargetWeight, :nROWID
FROM guest WHERE name = :sGuestName'

次の INSERT 文は、バインド変数だけが含まれています。 (:sGuestName, :dtCheckIn, :nInWeight,
and :nTargetWeight).
Set strInsert = 'INSERT INTO guest( name, check_in,
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in_weight, target_weight ) VALUES( :sGuestName, :dtCheckIn, :nInWeight,
:nTargetWeight )'

次の UPDATE 文にはバインド変数だけが含まれています。(:nInWeight, :nTargetWeight,
and :sGuestName)
Set strUpdateByName = 'UPDATE guest SET in_weight = :nInWeight,
target_weight = :nTargetWeight WHERE name = :sGuestName'

SQL 文のコンパイルと実行
SQL 文をコンパイルして実行するには、次の関数を呼び出します。
関数

説明

SqlPrepare

SQL 文をコンパイルする

SqlExecute

SQL 文を実行する

SqlPrepareAndExecute

1 ステップで SQL 文をコンパイルして実行する

SqlPrepare 関数は SQL 文をコンパイルします。SqlPrepare を呼び出すと、INTO 句が調べられて
(SELECT 文の場合)、バインド変数が確認されます。その後、その文をサーバーに送ります。サーバ
ーである SQLBase は次のことを行います。
1.

文を解析し、構文エラーを検出し、データベース・オブジェクトの存在を確認します。

2.

セキュリティを検査します。

3.

データにどのようにアクセスするかを決定します。データまでの最善のパスを与えるインデッ
クス(もしあれば)を検索します。この情報を「実行プラン」と呼びます。

4.

文を一連の実行可能モジュールに変換します。

SQLBase は、コンパイル済みの文を SQL ハンドル作業スペースに記憶します。
文をコンパイルした後で、SqlExecute 関数を使ってその文を実行すると、その関数はバインド変数
の値をサーバーに送ります。
SqlPrepareAndExecute を呼び出して、SQL 文を 1 ステップでコンパイルして実行することもできます。
SQL 文をいったんコンパイルした後は、必要なときは何回でも SqlExecute を呼び出せます。しかし
次のようなアクションを行うと、コンパイル済みの文が破棄されます。
•

同じ SQL ハンドルに対して別の文をコンパイルする。

•

DBP_PRESERVE がオフのときに COMMIT または ROLLBACK を実行する(詳細については、
「トランザクションの有効範囲」を参照してください)。

SELECT(クエリー)
SELECT 文を実行するには、次の手順に従います。
1.

SELECT 文を準備(コンパイル)します。

2.

SQL 文を実行します。

3.

SqlFetch*関数を呼び出して、行データを INTO 変数にフェッチします。

次の関数は、SELECT 文によって生成した結果セットに対して使います。
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関数

説明

SqlFetchNext

結果セットで、次の行をフェッチする。

SqlFetchPrevious

結果セットで、前の行をフェッチする。

SqlFetchRow

結果セットから特定の行をフェッチする。

SqlGetResultSetCount

SqlExecute の後の結果セットの行数を戻す。

SqlSetResultSet

指定した SQL ハンドルの結果セットモードをオンまたはオフにする。
このパラメータは、SqlResultSet システム変数を使っても設定できま
す。

結果セットとフェッチ(1 行ずつの処理)
結果セット(または結果テーブル)は、クエリー(SELECT 文)によって生成されるデータベース・テーブ
ル行のセットです。アプリケーションは、結果セットから一度に 1 行ずつ行をフェッチして処理します。
SQLSELECT 文をコンパイルして実行した後、SqlFetchNext 関数を呼び出して結果セットの最初の行
をフェッチします。その後、SqlFetchNext を呼び出すごとに、結果セットから次の行がフェッチされま
す。次のようなアクションを行うと、結果セットは破棄されます。
•

同じ SQL ハンドルに対して別の文をコンパイルする。

•

DBP_PRESERVE がオフのときに、同じ SQL ハンドルに対して COMMIT または ROLLBACK を
実行する。

結果セットモード
結果セットモードをクエリーに対して使用できます。この機能はアプリケーションの閲覧を行う場合
に便利です。
TeamDeveloper アプリケーションの最初の起動時において、グローバルシステム変数 SqlResultSet
は不定(Null)となります。変数値が不定であるかぎり、すべての SQLBase 接続に対する結果セットモ
ードはオンの状態になり、他のすべてのデータベースサーバー接続に対してはオフの状態に設定
されます。
SqlSetResultSet 関数を使用、または SqlResultSet システム変数の値を変更することにより、結果セ
ットモードのオン/オフ設定を行うことが可能です。
Oracle データベースに接続する際、SqlFetchRow を呼び出す前に、まず SqlResultSet を FALSE に設
定する必要があることに注意してください。
SQLBase または Oracle 以外の任意のデータベースに接続する場合、SqlFetchRow を呼び出す前に、
まず SqlResultSet を TRUE に設定する必要があります。
結果セットモードでは、SELECT 文を実行した後で SqlFetchRow 関数を使えば、順方向に順番にフェ
ッチしなくても任意の行をフェッチできます。
SQL ハンドルの位置が決まると、それ以降のフェッチはその行から開始されます。結果セットモード
で SqlFetchPrevious 関数を呼び出せば、逆方向にもフェッチできます。

例
次の例は、SELECT 文を実行する方法を示しています。
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•

SQL ハンドル変数、戻り値のためのブール変数、SELECT 文を入れる文字列変数、およびフ
ェッチ・インジケータ用の数値変数を宣言します。

•

SELECT 文を割り当てます。

•

SqlPrepare を使って SELECT 文をコンパイルします。最初のパラメータは SqlConnect で戻さ
れる SQL ハンドルです。2 番目のパラメータは SQL 文が入った変数です。

•

SqlExecute を使って SELECT 文を実行します。SqlExecute 関数は、あらかじめコンパイルされ
た文を実行します。

この例では、次の 2 つの行を、
Set bOk = SqlPrepare(hSqlFetch,strSelect)
Set bOk = SqlExecute(hSqlFetch)

次の行で置き換えることができます。
SetbOk=SqlPrepareAndExecute(hSqlFetch,strSelect)
•

SqlFetchNext を呼び出して最初の行を入手します。

•

SqlFetchNext を呼び出した後に、フェッチ・インジケータを調べます。次の表に、フェッチ・イ
ンジケータを示します。
定数

説明

FETCH_Delete

失敗。行は、最後にフェッチされた後、削除されている。

FETCH_EOF

失敗。フェッチする行がこれ以上ない(フェッチの終わり)。

FETCH_Ok

成功。行はフェッチされた。

FETCH_Update

失敗。行は、最後にフェッチされた後、更新されている。

Variables
SqlHandle:hSqlFetch
Boolean:bOk
String:strSelectNumber:nFetch
...
Set strSelect='select name,in_weight,target_weight,rowid
into:sGuestName,:nInWeight,
:nTargetWeight,:nROWID from guest'
...
Set bOk=SqlPrepare(hSqlFetch,strSelect)
Set bOk=SqlExecute(hSqlFetch)
Set bOk=SqlFetchNext(hSqlFetch,nFetch)
If nFetch=FETCH_Ok

INSERT、UPDATE、および DELETE
次の例は、UPDATE 文を実行する方法を示しています。他の SQLDML(データ操作言語)文も、これと
同じ方法で実行できます。
1.

SqlPrepare を使って SQL 文をコンパイルします。

2.

SqlExecute を使って SQL 文を実行します。

3.

トランザクションを COMMIT または ROLLBACK します。
SqlCommit 関数を呼び出すか、「COMMIT」という語を含む文字列をコンパイルして実行す
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れば、COMMIT を実行できます。「ROLLBACK」という語の入った文字列をコンパイルして実
行すれば、ROLLBACK を実行できます。
DML 文を実行した後、SqlGetModifiedRows を呼び出せば、INSERT、UPDATE、DELETE 文で変更さ
れた行数がわかります。
Variables
SqlHandle:hSqlChange
String:strUpdate
...
Set strUpdateByName='update guest set in_weight=:nInWeight,
target_weight=:nTargetWeight
where name=:sGuestName'
Set bOk=SqlPrepare(hSqlChange,strUpdateByName)
Set bOk=SqlExecute(hSqlChange)
If bOk
Call SqlCommit(hSqlChange)

その他の操作
CREATE または DROP などの DDL(データベース定義言語)文や、GRANT または REVOKE などのデー
タベース管理文も、DML 文を実行するのと同じ方法で実行できます。

複数の SQL ハンドルとデータベース接続を使う
1 つのアプリケーションの中で、同じデータベースに対して複数の接続(SQL ハンドル)をセットアップ
できます。各 SQL ハンドルが、それぞれのデータベース接続の記録を保持します。
一度に複数の SQL 文を使う必要があれば、2 番目の SQL ハンドルを接続しなければなりません。
•

1 つのアプリケーションが、「同じ」データベースに対して複数の接続(SQL ハンドル)をセット
アップできます。

•

1 つのアプリケーションから複数のデータベースに接続できます。そのデータベースは、「同
じ」サーバー上にあっても、「別の」サーバー上にあっても、どちらでもかまいません。

同じデータベースへの複数の接続
1 つのアプリケーションが、同じデータベースに対して複数の接続(SQL ハンドル)をセットアップでき
ます。
たとえば、あるテーブルの値を基にして、別のテーブルの列を UPDATE できます。このとき、SELECT
文に 1 つの SQL ハンドルを使い、UPDATE 文のためにもう 1 つの SQL ハンドルを使います。最初の
SQL ハンドルを使って 1 行ずつフェッチするたびに、2 番目の SQL ハンドルを使って UPDATE 文を
実行します。2 番目のハンドルは、行を INSERT または DELETE するのにも使えます。
トランザクションの有効範囲は、同じユーザー名でアプリケーションからデータベースに接続してい
る「すべての」SQL ハンドルです。つまり、COMMIT または ROLLBACK(暗黙でも明示的でも)は、同じ
ユーザー名でデータベースに接続しているすべての SQL ハンドルの処理内容に影響を与えます。
詳細は、第 12 章 27 ページの「トランザクションの有効範囲」を参照してください。

別個のデータベースへの複数の接続
アプリケーションから、同じサーバーまたは別々のサーバーにある複数のデータベースに接続でき
ます。
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各データベースは、独自のトランザクション情報と ROLLBACK 情報を維持します。トランザクションの
有効範囲は、同じユーザー名でアプリケーションからデータベースに接続している「すべての」SQL
ハンドルです。
つまり、COMMIT または ROLLBACK(暗黙でも明示的でも)は、同じユーザー名でデータベースに接
続しているすべての SQL ハンドルの処理内容に影響を与えますが、接続している他のデータベー
スや別のユーザー名で接続しているデータベースには影響を与えません。詳細は、「トランザクショ
ンの有効範囲」を参照してください。

例
次の例では、同じデータベースに接続された 2 の SQL ハンドルを使って SELECT および UPDATE を
行う方法を示します。1 つの SQL ハンドルは SELECT 文用で、もう 1 つの SQL ハンドルは UPDATE
文用です。最初の SQL ハンドルで行をフェッチした後、2 番目の SQL ハンドルで UPDATE を実行し
ます。
1.

2 つの SQL ハンドルを宣言します。

2.

SELECT 文と UPDATE 文のための変数を宣言します。

3.

SELECT 文と UPDATE 文を入れる変数に値を割り当てます。

4.

2 つの SqlConnect 関数を実行します。接続は 2 つとも同じデータベースに対するものです
が、それぞれには別々の SQL ハンドルが関連付けられます。

5.

SqlPrepare と SqlExecute を使って、SELECT 文をコンパイルし、実行します。SELECT 文は、最
初の SQL ハンドルに関連付けます。

6.

SqlFetchNext を使ってデータ行をフェッチします。

7.

SqlPrepare と SqlExecute を使って、UPDATE 文をコンパイルし、実行します。UPDATE 文は、
2 番目の SQL ハンドルに関連付けます。

8.

SQL ハンドルを両方とも切断します。

GlobalDeclarationsVariables
①SqlHandle:hSqlFetch
SqlHandle:hSqlChange
②String:strSelect
String:strUpdate
...
Actions
③
Set strSelect='select name,in_weight,target_weight,rowid
into:sGuestName,:nInWeight,
:nTargetWeight,:nROWID from guest'
Set strUpdate='update guest
Set name =:sGuestName, in_weight=:nInWeight,target_weight=:nTargetWeight
Where rowid=:nROWID'
...
⑤Set bConnect=SqlConnect(hSqlFetch)
If bConnect
Set bConnect=SqlConnect(hSqlChange)
...
⑥Call SqlPrepare(hSqlFetch,strSelect)
Call SqlExecute(hSqlFetch)
⑦Call SqlFetchNext(hSqlFetch,nFetch)
...
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!User changes row data
...
⑧Call SqlPrepare(hSqlChange,strUpdate)
SetbOk=SqlExecute(hSqlChange)
If bOk
Call SqlCommit(hSqlChange)
If bConnect
Call SqlDisconnect( hSqlFetch )
Call SqlDisconnect( hSqlChange )

シングルステップ・インタフェース
シングルステップ・インタフェースには、次の 2 つの関数があります。
関数

説明

SqlImmediate

内部 SQL ハンドルを接続し、SQL 文をコンパイルして実行する

SqlClearImmediate

SqlImmediate を使って作成した SQL ハンドルを切断する

SqlImmediate は、次のように SqlConnect、SqlPrepare、SqlExecute、および (SELECT 文の場合は)
SqlFetchNext を実行します。
SqlFetchNext(SELECT 文の場合)SqlImmediate を初めて呼び出したときに、TeamDeveloper がこれら
の関数をすべて実行します。2 回目以降の呼び出しでは、SQL ハンドルがまだ接続されていれば
SqlConnect は実行されません。
SqlConnect では、システム変数 SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword のカレント値が使われ
ます。SqlImmediate は、次の用途に使えます。
•

データベースから 1 つの行を SELECT する。

•

INSERT、UPDATE、または DELETE を実行するためにデータ操作言語(DML)文を実行する。

•

現行トランザクションを COMMIT または ROLLBACK する。

•

データ定義言語(DDL)文を実行する。

•

データ制御言語(DCL)文を実行する。

SQL ハンドルは TD Mobile によって内部的に管理されるので、それ以降に呼び出す Sql*関数でそ
のハンドルを参照することはできません。
別々のデータベースに対して SqlImmediate を 2 回呼び出すと、内部 SQL ハンドルは切断され、再
接続されて、再利用されます。SqlClearImmediate は、内部 SQL ハンドルを切断し、リソースを解放
します。SqlClearImmediate を使うと、データベースに接続された最後の SQL ハンドルが切断された
ときに、暗黙の COMMIT が実行されます。

例
次の例では、SqlImmediate を 2 回呼び出して、行の SELECT と UPDATE を実行します。
Variables
String:strSelectByName
String:strUpdateByName
...
Actions
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Set strSelectByName = 'select name,in_weight,target_weight,rowid
into:sGuestName,:nInWeight,:nTargetWeight,:nROWID from guest where
name=:sGuestName'
Set strUpdateByName='update guest
Set in_weight = :nInWeight, target_weight=:nTargetWeight where
name=:sGuestName'
...
Set bSelect=SqlImmediate(strSelectByName)
...
!Userchangesrow
...
SetbOk=SqlImmediate(strUpdateByName)IfbOk
CallSqlImmediate('commit')

SQL エラーの処理
すべての Sql*関数(SqlError を除く)は、正常終了の場合は TRUE を、失敗の場合は FALSE を戻しま
す。関数が失敗した場合、アプリケーションは次のエラー処理を実行します。
•

TD Mobile のデフォルトのエラー処理

•

アプリケーションが定義したエラー処理(任意指定)

デフォルトの SQL エラー処理
SQL エラーの処理を特に定めないと、TD Mobile はデフォルトのエラー処理を実行し、そのエラーに
ついての情報を表示します。この例では、存在しない列名を用いて Select 文を実行しています。

重要：デフォルトのエラーは、開発に使うためのものです。プロダクション・アプリケーションは、「すべて
の」SQL エラーを適切に処理するように、そして、デフォルトのエラー処理は実行されないように設計しま
す。ほとんどのプロダクション・アプリケーションの場合、デフォルトのエラー・ダイアログはふさわしくあり
ません。
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アプリケーションが定義したエラー処理
次のものを使って独自の SQL エラー処理をコーディングできます。
•

どのアクション・セクションにおいても、「ローカル」レベルでエラーを処理するために When
SqlError 文を使えます。

2 つの SQL エラー処理メソッドを両方とも使うには
次のフローチャートに、When SqlError の使い方を要約します。

このフローチャートは、Sql*関数が失敗したときの手順を示しています。
WhenSqlError 文は、Sql*関数より前の、Sql*関数と同じ字下げレベルにコーディングする必要があ
ります。
WhenSqlError が見つかれば、その文が実行され、次のように処理されます。
•

When SqlError に Return 文があれば、失敗した Sql*関数の戻り値としてその Return 値が
使われ、それ以上のエラー処理は行われません。

ローカル・セクションに When SqlError がないと、デフォルト値を返します。

55

SQL エラー処理関数
エラーを処理するには、次に示す関数を使います。
関数

説明

SqlError

指定された SQL ハンドルについて最新のエラー・コード(操作が正常に終
了していれば 0)を戻す。

SqlErrorText

特定のエラー・コードについて、エラー・メッセージ・テキスト、エラーの理
由、およびエラーの対処方法を取得する。

SqlExtractArgs

エラー情報を抽出する。（廃止予定）

SqlGetError

バックエンドの直前のエラー番号とメッセージテキストを戻す。

SqlGetErrorPosition

SQL 文内のエラーのオフセットを戻す。先頭文字は位置 0 です。

SqlGetErrorText
SqlGetErrorTextX

SQL エラー・コードに対応するメッセージテキストを取得する。

SqlGetRollbackFlag

データベースの ROLLBACK フラグを戻します。ROLLBACK フラグは、デッド
ロックまたはシステム障害の後は TRUE に設定されますが、ユーザーが行
う ROLLBACK の後は設定されません。

INSERT でのローカル・エラー処理の例
次のコードは、データベースに行を INSERT するメニュー項目を示しています。[Menu Actions]の最
初の文は、When SqlError です。Sql*関数が失敗したら、When SqlError に続く文が次のことを実行
します。
1.

SqlError はエラー番号(nErr)を取得します。

2.

SalNumberToStr は、nErr を表示可能な文字列に変換します。

3.

SqlGetErrorText は、nErr のエラー・メッセージ・テキストを取得します。

4.

このコードでは、nErr が DB_ERR_Dup_Key(805)であるかどうかを調べます。もしそうであれ
ば、キーが重複している行をユーザーが追加しようとしたことを意味しています。nErr が 805
のときには、エラー番号、エラーメッセージ、および一意な値を入力してもう一度実行するよ
うに指示するメッセージボックスを表示します。ユーザーは、[OK]プッシュ・ボタンをクリックし
てから、キー値を変えて INSERT 文をもう一度実行できます。

5.

nErr が 805 のときには FALSE が戻されますが、それによって次の 2 つのことが行われます。
Server Resources
･･･
Constants
･･･
Number: DB_ERR_Dup_Key = 805
･･･
Actions
Set strInsert = 'INSERT INTO guest( name, check_in, in_weight,
target_weight )VALUES( :sGuestName, :dtCheckIn, :nInWeight,
:nTargetWeight )'
When SqlError
Set nErr = SqlError(hSqlChange )
Call SalNumberToStr( nErr, 0, strNum )
Call SqlGetErrorText( nErr, strErrmsg )
! A "normal" error on an INSERT is a duplicate key value
If nErr = DB_ERR_Dup_Key
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Call LogError( strNum || ' - ' || strErrmsg || '.' )
! The Return statement tells TD Mobile **not** to
! invoke default error handling
Return FALSE
!
! If we get to here, do not Return a value,
! that will invoke default error handling Actions
Set dtCheckIn = SalDateCurrent( )
Call SqlPrepare( hSqlChange, strInsert )
Set bOk = SqlExecute( hSqlChange )
If bOk
Call SqlCommit( hSqlChange )

ERROR.SQL
すべてのエラーメッセージは、ERROR.SQL という名前の共通エラー・メッセージ・ファイルに格納され
ています。ERROR.SQL には、Sql*関数が起こす可能性のあるすべてのエラー・コードが入っていま
す。ERROR.SQL は、「必ず」クライアント・コンピュータ上になければなりません。SQLBase サーバーも
ERROR.SQL を使います。すべてのエラーメッセージには次の情報が含まれています。
•

エラーメッセージのテキスト

•

エラーの理由

•

エラーの対処方法

エラー・メッセージ・テキストは、エラー・コード、ニーモニック、およびそのエラー・コードに対するメッ
セージテキストで構成されています。アプリケーションがエラーを検出すると、アプリケーションはエ
ラー・コードを使ってエラーメッセージを探します。

検索パス
以下の順序に従い、次の場所で ERROR.SQL を検索します。
1.

SQLBASE 環境変数によって指定された場所(その環境変数が存在する場合)

2.

カレント・ディレクトリ

3.

SQLBASE ディレクトリ

4.

ルート・ディレクトリ

5.

PATH 環境変数で指定されたディレクトリ
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トランザクションの有効範囲
各データベースは、独自のトランザクション情報と ROLLBACK 情報を維持します。トランザクションの
有効範囲は、アプリケーションが「同じ」ユーザー名でデータベースに接続しているすべての SQL ハ
ンドルです。つまり、COMMIT または ROLLBACK(暗黙でも明示的でも)は、同じユーザー名でデータ
ベースに接続しているすべての SQL ハンドルの処理内容に影響を与えますが、接続している他の
データベースや別のユーザー名で接続しているデータベースには影響を与えません。
カーソル・コンテキスト保存(DBP_PRESERVE)がオフの場合、アプリケーションからデータベースに接
続したすべての SQL ハンドルに対してコンパイルされた文と結果セットは、COMMIT が行われると
すべて破棄されます。この COMMIT には、自動コミット(DBP_AUTOCOMMIT)または分離レベルの変
更による暗黙の COMMIT も含め、明示的な COMMIT と暗黙の COMMIT の両方が含まれます。
DBP_PRESERVE がオンの場合、その SQL ハンドルが COMMIT されても、コンパイル済みの文と結
果セットはそのまま残ります。
DBP_PRESERVE がオフの場合、アプリケーションからデータベースに接続したすべての SQL ハンド
ルに対してコンパイルされた文と結果セットは、ROLLBACK が行われるとすべて破棄されます。この
ROLLBACK には、デッドロックが原因の ROLLBACK を含め、暗黙のものと明示的なものの両方が含
まれます。DBP_PRESERVE がオンの場合、次の 2 つの条件が満たされれば、ROLLBACK が行われ
てもコンパイル済みの文と結果セットはそのまま残ります。
•

アプリケーションの分離レベルがロック解除(RL)である。

•

DDL 操作が行われなかった。

分離レベルを変更すると、アプリケーションからデータベースに接続しているすべての SQL ハンドル
に対して、暗黙の COMMIT が行われることになります。そして、その暗黙の COMMIT によって、ア
プリケーションからデータベースに接続している SQL ハンドルに対してコンパイルされた文と結果セ
ットがすべて破棄されます。しかし、カレント分離レベルと同じ分離レベルに変更した場合、暗黙の
COMMIT は行われません。
OLEDB データソースに接続している場合、autocommit をオンの状態に設定すると、コミットされてい
ない既存ワークのロールバックを強制的に行います。この理由から、autocommit をオンの状態に
設定する前に、明示的な COMMIT を行ってください。さもなければ不測のデータ損失を招く危険性
があります。
データベースに対する最後の SqlDisconnect によって、暗黙の COMMIT が実行されます。
SqlClearImmediate によってデータベースの最後の SQL ハンドルが切断されるときにも、暗黙の
COMMIT が実行されます。

マルチコネクション・トランザクション
セッションハンドルのデータ型と以下の関数を使って、単一のトランザクションで複数のデータベー
ス接続を行うことができます。
•
•
•
•
•
•

SqlCreateSession
SqlCreateStatement
SqlCommitSession
SqlRollbackSession
SqlFreeSession
SqlGetSessionParameter
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•

SqlSetSessionParameter

これらの関数を使って、セッションを作成し、1 つ以上の SQL ハンドルをそれに関連付けます。その
後通常の SQL 操作を行い、セッションの中の SQL ハンドルに対するワークすべてに対してロールバ
ックまたはコミットします。
内部的には、sqlcch を使ってセッションを作成します。
SQLBase へ接続している場合、または OLEDB 接続を使用している場合、SqlCreateSession を呼び出
すことで新規のデータベース接続が確立されます。他のデータベースに接続している場合、Unify
はまずデータベース名、ユーザーID およびパスワードの組み合わせを確認します。すべての新規
組み合わせに対し、新規データベース接続が確立されます。しかしながら、アプリケーション内にお
いてその組み合わせがすでに使用されている場合は、新規データベース接続ではなく、新規カーソ
ルのみが作成されます。
注意：上記の関数は、OLEDB コンシューマ・インタフェースの一部ですが、OLEDB から独立して使うことも
できます。詳細は、「OLEDB コンシューマ」を参照してください。

1 つのトランザクションで複数の接続を使うには:
1.

SqlCreateSession 関数では、ユーザーが OLEDB を使ってデータベースに接続していない
場合は 2 つめのパラメータを NULL に設定しなければなりません。
Set strSessionProperties=''

2.

データベース名、ユーザー名、パスワードを設定します。
Set SqlDatabase='ISLAND'
Set SqlUser='SYSADM'
Set SqlPassword='SYSADM'

3.

セッションを作成します。
Set bOK = SqlCreateSession(Session_Handle,
strSessionProperties)

4.

SQL ハンドルをセッションに追加します。
If bOK=TRUE
Set bOK=SqlCreateStatement(Session_Handle,Sql_Handle)

5.

SQL ハンドルを通常として使用します。

6. 必要に応じて、セッションで行われたワークをコミットまたはロールバックします。
Call SqlCommitSession(Session_Handle)

もしくは
Call SqlRollbackSession(Session_Handle)

7. アプリケーションが終了する前に、セッションハンドルを解除します。
Call SqlFreeSession(Session_Handle)

セッション・パラメータの取得と設定
セッションハンドルを使用するときは、SqlGetSessionParameter と SqlSetSessionParameter を使って、
セッション・パラメータを取得・設定します。これらの関数には、それぞれ SQLBase データベースパラ
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メータを識別する Number 引数があります。標準のインクルード・ファイル sqlnwkcn.apl には、これ
らのパラメータの定数定義が含まれています。この定数名を使ってパラメータを識別します。
パラメータの設定は、セッションの SQL ハンドルすべてに影響します。

その他の Sql*関数
次のような Sql*関数も、アプリケーションの中で使えます。これらの関数の詳細については、『ファン
クション・リファレンス』を参照してください。
関数

説明

SqlDirectoryByName

指定されたサーバーのデータベース名を戻す。

SqlExists

特定の行があるかどうかを調べる。

SqlExecutionPlan

SQL 文の実行プランを戻す。

データベースパラメータ
ここでは、データ操作を制御するのに設定できるパラメータについて説明します。
•

パラメータを取得および設定するのに呼び出す関数

•

DBP_*パラメータ

•

システム変数

•

受信メッセージバッファ

•

送信メッセージバッファ

•
•

分離レベル
SQL.INI

データベースパラメータのための関数
次の関数は、データベースパラメータを設定および取得するのに使います。
関数

説明

SqlGetParameter
SqlSetParameter

DBP_*システム定数(下の説明を参照)で識別されるパラメータを取得および
設定する。

SqlGetParameterAll
SqlSetParameterAll

SQL.H(下の説明を参照)で定義された SQLP_*システム定数によって識別さ
れるパラメータを取得および設定する。

SqlGetSessionParameter
SqlSetSessionParameter

sqlnwkcn.apl で定義された定数によって識別されるセッションレベルのパラ
メータを取得および設定する。「セッション・パラメータの取得と設定」を参照
してください。

SqlSetInMessage

指定された SQL ハンドルの受信メッセージバッファのサイズを設定する。こ
のパラメータは、SqlInMessage システム変数を使っても設定できます。

SqlSetIsolationLevel

分離レベルを設定する。分離レベルは、SqlIsolationLevel システム変数を使
っても設定できます。

SqlSetLockTimeout

ロックの待ち時間のタイムアウトを設定する。

SqlSetOutMessage

指定された SQL ハンドルの送信メッセージバッファのサイズを設定する。こ
のパラメータは、SqlOutMessage システム変数を使っても設定できます。
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データベースパラメータの取得および設定
データベースパラメータを取得および設定するために呼び出せる次の 2 組の関数があります。
•

SqlGetParameter と SqlSetParameter

•

SqlGetParameterAll と SqlSetParameterAll

この 2 組の関数の違いは、パラメータを指定する仕方の違いです。
•

SqlGetParameter と SqlSetParameter を呼び出すときは、DBP_*定数(下記を参照)を使って
パラメータを指定します。

•

SqlGetParameterAll と SqlSetParameterAll を呼び出すときは、DBP_*定数ではなく、SQL.H で
定義された SQLP*定数を使ってパラメータを指定します。

SQLP*パラメータは DBP_*パラメータの上位セットで、SQLBase 以外の他のサーバー用のパラメータ
も入っています。詳細については、『SQLBaseAPI リファレンス』の第 7 章か、使っている接続ソフトウ
ェアのマニュアルを参照してください。
注意：SQLBase 以外のデータベースサーバーへの接続を使用するときは、そのデータベースに対して
SqlGetParameter または SqlSetParameter を使って、特定のパラメータを操作することはできません。代
わりに、SqlGetParameterAll と SqlSetParameterAll を使用してください。
重要：SQL.H にある SQLP*定数は、DBP_*定数と同じ値を持ちますが、その値は 「別の」パラメータを識
別します。必ず正しい数値を指定してください。

DBP_*パラメータ
次に示すパラメータは、SqlGetParameter および SqlSetParameter を使って取得および設定できま
す。

DBP_AUTOCOMMIT(取得または設定)
このパラメータがオン(TRUE)ならば、SQL 文を実行するたびにデータベースは自動的にコミットされ
ます。オフならば、COMMIT 文を実行したときだけデータベースがコミットされます。
SQL ハンドルに対する操作が行われるたびに、プログラムからデータベースに接続しているすべて
の SQL ハンドルのコミットが行われます。しかし、自動コミットがオンになっていないときに SQL ハン
ドルを処理しても、自動コミットは行われません。
デフォルト設定はオフ(FALSE)です。

DBP_BRAND(取得)
このパラメータは、データベースの種類を示します。
定数

データベース

DBV_BRAND_AS400

IBMAS/400

DBV_BRAND_DB2

IBMDB2

DBV_BRAND_INFORMIX

Informix

DBV_BRAND_INFORMIX-ONLINE

InformixOnline
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DBV_BRAND_ORACLE

Oracle

DBV_BRAND_ORACLE7

Oraclev.7

DBV_BRAND_SQL

SQLBase

DBV_BRAND_SYBASE

SQLServer

DBP_FETCHTHROUGH(取得または設定)
このパラメータは、更新されたクライアントの受信メッセージバッファから行を取り出せないようにす
るのに使います。
フェッチスルーがオフ(FALSE)の場合、SQLBase は可能ならクライアントの受信メッセージバッファか
ら行をフェッチします。
フェッチスルーがオン(TRUE)の場合、SQLBase は常にサーバーからデータをフェッチするので、それ
は必ず最新のデータとなります。サーバーからは、一度に 1 つの行しかフェッチされません。フェッ
チスルーがオンのときは、複数行のバッファリングは行われません。
フェッチスルーを使うと、応答時間が長くなります。フェッチスルーは、最新データが必要なときだけ
使います。デフォルト設定はオフ(FALSE)です。
この設定値は、指定した SQL ハンドルにだけ適用されます。
DISTINCT、GROUPBY、HAVING、UNION、ORDERBY、集計関数、または複合ビューの含まれている
SELECT 文を使って結果セットを作成すると、SQLBase は仮想テーブルを作成します。その場合、結
果セット内の行をデータベースの行にマップできません。この状況で UPDATE を実行してから
UPDATE 済みの行をフェッチすると、フェッチスルーをオンにしていても、更新内容がその行に反映
されません。

DBP_ISOLEVEL(取得または設定)
このパラメータは、現在のデータベース接続で使用する分離レベル(ロック動作)を取得または設定
するために使用します。このパラメータには、次の値を使用できます。
CS

カーソル位置のロック

RL

ロック解除

RO

読み取り専用

RR

読み取りの一貫性

詳細は、「分離レベル」を参照してください。

DBP_LOCKWAITTIMEOUT(取得または設定)
このパラメータは、データベースにロックを獲得するまでに待つ秒数です。指定した時間が経過する
と、トランザクションまたは文は ROLLBACK します。有効なタイムアウト値は次のとおりです。
値

説明

1-1800

ロックするまで待つ秒数(1 秒～30 分)

-1

別のトランザクションが互換性のないモードで設定しているロックを永続的
に待つ(タイムアウトなし)

0

ロックを待たず、タイムアウト・エラーをすぐに戻す(ロック待ちなし)
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デフォルト設定値は 300 秒です。
この設定値は、指定した SQL ハンドルにだけ適用されます。タイムアウト時間は、
SqlSetLockTimeout、SqlSetParameter、または SqlSetParameterAll で変更されるまで有効です。
このパラメータは、DBWINDOW.EXE のようなシングルユーザー・データベースでは意味がありませ
ん。
このパラメータは、SqlSetLockTimeout を使っても設定できます。

DBP_NOPREBUILD(取得または設定)
このパラメータがオフ(FALSE)ならば、結果セットはデータベースサーバー上で事前作成されます。ク
ライアントは、結果セット全体が作成されるまで待ってからでないと、最初の行をフェッチできません。
このパラメータがオン(TRUE)ならば、クライアントはそれほど待たないで最初の行をフェッチできます。
結果セットは、データがフェッチされるのと同時に作成されていきます。サーバーは、制御をクライア
ントに戻す前に共有ロックを解放します。
パラメータがオン(TRUE)ならば、クライアントは次のようである必要があります。
•

結果セットモードになっている。

•

ロック解除(RL)分離レベルにある。この設定値は、指定した SQL ハンドルにだけ適用されま
す。

デフォルト設定はオフ(FALSE)です。

DBP_PRESERVE(取得または設定)
このパラメータがオン(TRUE)ならば、SQLBase は COMMIT の後にもコンパイル済みの文と結果セッ
トを保持します。COMMIT しても、コンパイル済みの文とアクティブな結果セット(カーソル・コンテキ
スト)は破棄されません。このようにすれば、COMMIT、INSERT、または UPDATE を実行した後でも、
アプリケーションはそのカーソル位置を保持しています。
カーソル・コンテキストは、分離レベルを変更した場合には保存されません。カーソル・コンテキスト
は、次の 2 つの条件が「両方とも」満たされれば、ROLLBACK の後も保存されます。
•

アプリケーションの分離レベルがロック解除(RL)である。

•

DDL 操作が行われなかった。

この設定値は、指定した SQL ハンドルにだけ適用されます。
フェッチ操作では、フェッチ位置を保つのに必要なページにロックがかかったままになります。このロ
ックによって、他のアプリケーションの同じデータへのアクセスが妨げられる可能性があります。ま
た、他のアプリケーションが DDL 操作を実行できなくなる可能性もあります。
この機能は、結果セットモードであってもなくてもオンにできます。DISTINCT、GROUPBY、HAVING、
UNION、ORDERBY、集計関数、または複合ビューの含まれている SELECT 文を使って結果セットを作
成すると、SQLBase は仮想テーブルを作成します。その場合、結果セット内の行をデータベースの
行にマップできません。この状況で UPDATE を実行してから UPDATE 済みの行をフェッチすると、カ
ーソル・コンテキストの保存をオンにしていても、更新内容がその行に反映されません。デフォルト
設定はオフ(FALSE)です。
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DBP_ROLLBACKONTIMEOUT(取得または設定)
このパラメータがオン(TRUE)ならば、ロック・タイムアウトがあるとトランザクション全体がロールバッ
クされます。このパラメータがオフ(FALSE)ならば、ロック・タイムアウトがあると現在の文だけがロー
ルバックされます。
デフォルト設定はオン(TRUE)です。

DBP_SQLCONFIGFILENAME(取得または設定)
クライアント接続に使用される構成ファイルの位置と名前(多くの場合で SQL.INI)です。

DBP_VERSION(取得)
これは、接続ソフトウェアのバージョン番号です。

システム変数
次のシステム変数には、それ以降にデータベースに接続するときに適用されるパラメータが含まれ
ています。

SqlDatabase
このシステム変数は、接続に使うデータベース名を設定します。詳細は、「SqlConnect の呼び出し」
を参照してください。

SqlINI
このシステム変数は、クライアント・データベース接続設定を取得する構成ファイルを決定します。
データベース接続がオープンの時にこの変数を変更しようとすると、そのデータベースへの次の参
照がエラーを返します。変更する場合は、すべての接続をクローズしてください。

SqlInMessage
このシステム変数には、受信メッセージバッファのサイズが入ります。詳細は、「受信メッセージバッ
ファ」を参照してください。

SqlIsolationLevel
このシステム変数には、分離レベルが入ります。詳細は、「分離レベル」を参照してください。

SqlNoRecovery
このシステム変数をオフ(FALSE)にすると、トランザクションログが記録されます。COMMIT する前に
アプリケーションがデータベースに対して行った変更内容をロールバックして、データベースをシス
テム障害から回復できるようになります。
このシステム変数をオン(TRUE)にすると、トランザクションログは記録されません。トランザクション
が失敗してもデータベースに対して行った変更内容はロールバックできないので、ユーザー・エラー、
媒体障害、または電源障害で破損したデータベースを回復することができません。
重要：通常は、このシステム変数をオフにして、回復を可能にしておくべきです。しかし、このシステム変
数をオンにして、回復を不可能にすれば、ファイルの入出力が減少し、それに応じてパフォーマンスも向
上します。大量のデータをロードするときなど、状況によってはこのシステム変数をオンにすることも考え
られます。
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このシステム変数を TRUE に設定すると、他のユーザーが接続していないときにしかそのデータベ
ースに接続できなくなります。また、他のユーザーも、そのデータベースに接続するには
SqlNoRecovery を TRUE に設定しなければなりません。他のユーザーが SqlNoRecovery を TRUE に
設定しないで接続しようとすると、エラーが戻されます。
このシステム変数をオンにして回復を不可能にすると、次のパラメータはそれぞれのデフォルト設
定値にリセットされます。
•
•
•
•
•

DBP_AUTOCOMMIT
DBP_LOCKWAITTIMEOUT
DBP_PRESERVE
DBP_ROLLBACKONTIMEOUT
分離レベル

•

結果セットモード

デフォルト設定はオフ(FALSE)です。

SqlOutMessage
このシステム変数には、送信メッセージバッファのサイズが入ります。詳しくは、「送信メッセージバ
ッファ」を参照してください。

SqlPassword
このシステム変数は、データベースに接続するのに使うパスワードを設定します。詳細は、
「SqlConnect の呼び出し」を参照してください。

SqlResultSet
このシステム変数は、次にデータベースに接続するときの結果セットモードをオンまたはオフに設定
します。セットモード。

SqlUDL
このシステム変数は、OLEDB データ・プロバイダの接続情報を含む構成ファイル(UDL ファイル)の名
前か、もしくは OLEDB プロバイダ名を含みます。SQLConnect は最初に変数 SqlUDL を見て、その変
数でファイル名を見つけた場合は、そのファイルから接続情報を読み取ります。SqlUDL でプロバイ
ダ名を見つけた場合、プロバイダ名を使用します。データベース名、もしくはユーザー名、またはパ
スワードが指定されない場合、SQLConnect は SqlDatabase、SqlUser、または SqlPassword の変数
の値から必要な値を取得します。これは接続文字列で形成され、その文字列を使用して OLEDB 接
続を作成します。SqlUDL が Null の場合、SqlConnect は SqlDatabase や SqlUser、SqlPassword を使
用して古い接続メソッド(API やルーター)を使用します。

SqlUser
このシステム変数は、データベースに接続するのに使うユーザー名を設定します。詳細は、の
「SqlConnect の呼び出し」を参照してください。

受信メッセージバッファ
受信メッセージバッファのサイズ(バイト数)を設定するには、SqlInMessage システム変数または
SqlSetInMessage 関数を使います。受信メッセージバッファは、クエリー結果など、アプリケーション
への入力のためのバッファです。

65

受信メッセージバッファは、クライアント・コンピュータとデータベースサーバーの両方で割り当てら
れます。データベースサーバーは、データベース・サーバー・コンピュータの受信メッセージバッファ
で受信メッセージを作成し、それをクライアントにある同じサイズのバッファに送ります。これは、クラ
イアントの側から見て受信であるために、「受信」メッセージバッファと呼ばれます。
クライアント・コンピュータには、SQL ハンドルごとに 1 つずつ受信メッセージバッファがあります。サ
ーバーには、クライアント・コンピュータの受信メッセージバッファの最大のものと同じサイズの受信
メッセージバッファがあります。
複数の SQL ハンドルが同じデータベースに接続されていても、受信メッセージバッファごとに異なる
サイズを設定できます。
受信メッセージバッファは、クライアントがフェッチしてサーバーが送ったデータを受け取ります。デ
ータベースからデータがフェッチされるときには、できるかぎり多くの行が 1 つの受信メッセージバッ
ファに詰め込まれます。
ほとんどのクエリー・データは受信メッセージバッファのデフォルト・サイズを超えませんが、もし超え
た場合には、このパラメータを使えば受信メッセージバッファのサイズを大きくできます。
受信メッセージバッファを大きくすれば、ネットワーク・メッセージの数が減るため、データベースから
データをフェッチするときのパフォーマンスが向上します。しかし、受信メッセージバッファを大きくす
ると、並列処理のためにシステムの処理能力に影響が出ることに注意してください。受信メッセージ
バッファに入っている行には(分離レベルに応じて)共有ロックがかかるので、他のユーザーはその
行を変更できなくなります。受信メッセージバッファを大きくすると、必要以上の数の共有ロックがか
かったままになる可能性があります。
受信メッセージバッファを大きくすると、LONGVARCHAR 列を読み取るときのパフォーマンスが向上し
ます。
アプリケーションでデータをフェッチする必要がないときには、受信メッセージバッファのサイズを小
さくすれば、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。
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SQLBase では、少なくとも 1 つのデータ行を保管するのに十分な大きさの受信メッセージバッファが
自動的に確保されます。受信メッセージバッファのサイズを指定しても、必要があればそれ以上の
スペースが動的に割り当てられます。
分離レベルによる受信メッセージバッファの使われ方の違いについては、『SQLBaseSQL ランゲー
ジ・リファレンス』にある分離レベルについての説明(SETISOLATION)を参照してください。
デフォルト設定値は 1,024 バイトです。最大設定値は 32,767 バイトです。
SELECT されるデータの行の実際のサイズは、列の合計長と同じではありません。行データは、クラ
イアントへ送られる前にコンピュータに依存しないフォーマットに変換されます。また、各メッセージ
にはオーバーヘッド・バイトがあります。

送信メッセージバッファ
送信メッセージバッファのサイズ(バイト数)を設定するには、SqlOutMessage システム変数または
SqlSetOutMessage 関数を使います。クライアントがデータベースサーバーに送るメッセージの例に
は、コンパイルが必要な SQL 文や、挿入するデータ行などがあります。
送信メッセージバッファは、クライアント・コンピュータとデータベースサーバーの両方に割り当てら
れます。クライアントはこのバッファ内に送信メッセージを作成して、それをデータベースサーバーに
ある同じサイズのバッファに送ります。これは、クライアントの側から見て送信なので、「送信」メッセ
ージバッファと呼ばれます。
同じデータベースに接続されたすべての SQL ハンドルに対して、クライアント上の 1 つの受信メッセ
ージバッファが使われます。
非常に長いテーブル行を挿入したり、大きいテーブルを作成したりするときには、バッファ・サイズを
大きくできます。通常はデフォルト値で十分です。
分離レベル
送信メッセージバッファを大きくすると、LONGVARCHAR 列に書き込むときのパフォーマンスが向上
します。
送信メッセージバッファを大きくしても、パフォーマンスは向上するとはかぎりません。送信メッセー
ジバッファは、次のものを入れるだけの大きさがあれば十分だからです。
•

コンパイルする必要のある最大の SQL 文

•

挿入する最大のデータ行送信メッセージバッファが大きいと、クライアントとサーバーの両方
で不必要なスペースが割り当てられることになります。行は、常に一度に 1 行ずつ挿入され、
送信されます。送信メッセージバッファを大きくしても、ネットワークのトラフィックは減少しま
せん。

SQLBase では、どんな SQL 文でも入るだけの、また任意の長さの行を挿入できるだけの十分に大き
い送信メッセージバッファが自動的に確保されます(メモリーが利用できる範囲で)。送信メッセージ
バッファのサイズを指定しても、必要があれば送信メッセージバッファにそれ以上のスペースが動
的に割り当てられます。デフォルト設定値は 1,000 バイトです。最大設定値は 32,767 バイトです。
マルチユーザーSQLBase データベースサーバーにアクセスするときにアプリケーションの分離レベ
ルを設定するには、SqlSetIsolationLevel 関数または SqlIsolationLevel システム変数を使います。
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分離レベルは、あるユーザーが行った変更内容が、同じテーブルにアクセスする別のユーザーに
与える影響を制御するものです。SQLBase には次のような分離レベルがあります。
•

読み取りの一貫性(RR)(デフォルト)

•

カーソル位置のロック(CS)

•

読み取り専用(RO)

•

ロック解除(RL)

OLEDB 接続には、RL や RO が READCOMMITTED にマップします。
アプリケーションでの一貫性と並列性の必要に基づいて、分離レベルを選びます。
設定した分離レベルは、同じユーザー名でアプリケーションがデータベースに接続している「すべて
の」SQL ハンドルに適用されます。
SQL.INI
分離レベルを変更すると、アプリケーションからデータベースに接続しているすべての SQL ハンドル
に対して、暗黙の COMMIT が行われることになります。そして、その暗黙の COMMIT によって、ア
プリケーションからデータベースに接続している SQL ハンドルに対してコンパイルされた文と結果セ
ットがすべて破棄されます。しかし、カレント分離レベルと同じ分離レベルに変更した場合、暗黙の
COMMIT は行われません。
詳細については、『SQL ランゲージ・リファレンス』にある分離レベルについての説明(SET
ISOLATION)を参照してください。
TD Mobile は、構成ファイル(デフォルトのファイル名は SQL.INI)を読み取ってアプリケーションがアク
セスできるデータベースサーバーを判別します。
次の図は、TD Mobile クライアントがどのように構成ファイルを検索するかを示しています。
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SQL.INI の詳細については、『データベース管理者ガイド』を参照してください。
注意：設計時に使用する構成ファイルは、[設定]ダイアログで指定できます。そのファイルは、上で説明
したように、実行時に使用されるものとは異なることもあります。

ストアド・コマンド
SQLBase のストアド・コマンドを使うには、次のような関数を呼び出します。
関数

説明

SqlStore

文をコンパイルして格納する

SqlRetrieve

格納した文を取り出す

SqlDropStoredCmd

格納した文を除去する

コンパイル済みの SQL 文をデータベース(SYSCOMMANDS システム・カタログ・テーブル)に格納する
には SqlStore 関数を、取り出すには SqlRetrieve 関数を使います。
SqlStore を呼び出す前に SqlPrepare を呼び出す必要はありません。SqlStore は、SQL 文をコンパイ
ルしてから格納します。
SqlStore を使って文を格納するには、次のようにします。
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•

INTO 句を指定しない。

•

実際の変数名ではなく数値名を使ってバインド変数を指定する。

格納した文を SqlRetrieve により取り出すには、次のものを指定します。
•

実行するときに使う INTO 句。

•

バインド変数として使う変数名のリスト。たとえば次の SQL 文を格納するとします。
SELECT * FROM PRESIDENT WHERE LASTNAME=:1 AND AGE>:2

この文を取り出すときに「:1」および「:2」を置き換えるのに、「:sLastName」および「:nAge」のようなバ
インド変数を指定します。
SqlRetrieve を使って文を取り出したら、SqlExecute を使ってその文を実行します。いったん文を取り
出しておけば、COMMIT や ROLLBACK が行われても、その文は破棄されません。
ストアド文の作成者でなければ、その作成者の名前とピリオドを使ってその文の名前を修飾する必
要があります。たとえば、SYSADM がその文を作成したのであれば、次のようになります。
SYSADM.statement-name

文を格納するときには、「その時点での」データベース中のデータを基にして最適化された実行プラ
ンが立てられます。その後でデータが変更されると(たとえば、インデックス列の値の分布が変わる
など)と、その実行プランは最適ではなくなります。データが頻繁に変更されるプロダクション・アプリ
ケーションでは、実行プランを最新のものに保つために、ストアド文を定期的に再作成してください。
ストアド・コマンドが使うテーブルの構造を変更すると、そのストアド・コマンドを取り出そうとしたとき
にエラーが起きます。次に示すのは、テーブルの構造を変更するアクションの例です。
•

列の変更

•

列の追加、削除

•

テーブルのドロップ

•

インデックスのドロップ

連鎖コマンド
SqlRetrieve の呼び出し 1 回で複数のストアド・コマンドを取り出してから、SqlExecute の呼び出し 1
回でそれらのコマンドを実行できます。このようにするには、SqlRetrieve を呼び出すときにストアド・
コマンドの名前をカンマで区切ったリストとして指定します。
連鎖コマンドで UPDATE を使うときは、行が 1 つも更新されなかった場合にエラーが戻されるように
するために、CHECKEXISTS 句を指定できます。
次の制限を守れば、連鎖コマンドでも SELECT 文を使えます。
•

連鎖コマンドには 1 つの SELECT 文しか入れられない。

•

SELECT 文は、連鎖コマンド内の最後の文でなければならない。

CURRENTOF 句を指定した文は、連鎖コマンドには入れられません。

実行コンテキストの設定
実行コンテキストは、バインド変数名と INTO 変数名の意味を判断します。TD Mobile は以下をコン
パイルします。
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•

バインド変数(実行時)

•

INTO 変数(フェッチ時)

SqlVarSetup
SqlVarSetup を呼び出してデフォルトの動作を変更します。
bOk=SqlVarSetup(hSql)

SqlVarSetup は、現在の実行コンテキストを保存します。後で実行またはフェッチを行うときは、TD
Mobile がその実行コンテキストを使ってバインド変数や INTO 変数への参照を解決します。この関
数を使って、以下を記述します。
•

バインド変数と INTO 変数をローカル変数に格納するグローバル関数

•

基底クラスが準備およびフェッチでき、導出クラスが INTO 変数を指定できるクラス階層

新しいアプリケーションには、以下の関数のかわりに SqlVarSetup を呼び出します。
•
•
•
•
•

SqlContextSet
SqlContextClear
SqlContextSet
SqlContextSetToForm
SqlImmediateContext

SQL*コンテキスト関数
この関数は、SqlPrepare、SqlFetchNext、SqlFetchPrevious、および SqlFetchRow の呼び出しなどの
関数に備えてコンテキストを設定します。
bOk=SqlContextSet(hSql)

SqlContextSet の後で Sql*関数を呼び出すと、それらの関数が現在のコンテキストにあるように機
能します。バインド変数や INTO 変数を完全に修飾せずに現在のコンテキストに対して SQL 処理を
実行するには、クラス内で SqlContextSet を呼び出します。この関数は、内部関数としても役立ちま
す。
この関数は、SqlContextSet または SqlContextSetToForm によって設定されたコンテキストをクリアし
ます。
bOk=SqlContextClear(hSql)

SqlContextClear を呼び出すと、ローカル・コンテキストで指定されている SQL ハンドルに関連付けら
れているバインド変数および INTO 変数が評価されます。
この関数は、SQL 文をコンパイルして実行し、SqlContextSet または SqlContextSetToForm によって
識別されたコンテキストでバインドまたは INTO 変数を評価します。
bOk=SqlImmediateContext(strSqlStatement)

この関数を呼び出せば、バインド変数や INTO 変数を完全に修飾しなくても、現行ウィンドウに対し
て SQL 処理を実行できます。次のような順番で関数を呼び出したとします。
1.
2.
3.
4.

SqlContextSet
SqlPrepare
SqlContextClear
SqlExecute
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上記はランタイムエラーが発生します。SqlExecute を呼び出すと<identifier>は複数の定義をもつこ
とになり、バインド変数が実行時にコンパイルされるからです。上の例では、実行の前にコンテキス
トがクリアされています。エラーが起きないようにコードを変更するには、SqlContextClear を呼び出
すのを実行の後(または最初のフェッチの後)にします。

名前付きカーソル
関数

説明

SqlOpen

カーソルに名前を付けて SQL 文を実行する

SqlClose

名前付きカーソルを解放する

SqlOpen で指定するカーソル名は、次の場所でも使います。
•

UPDATE または DELETE 文の WHERECURRENTOF 句

•

INSERT 文の ADJUSTING 句

名前付きカーソルは、データベース内のページをロックします。最大限のパフォーマンスと並列性を
実現するには、名前付きカーソルを使わずに、ロック解除の分離レベル、ROWID 妥当性検査、およ
び DBP_FETCHTHROUGH を使います。連鎖コマンドには名前付きカーソルを使えません。

SQL のトラブルシューティング
ここでは、よく起こる SQL の問題とその解決法について説明します。
Q1: SqlConnect で「データベースをオープンできません」(401)というメッセージを受け取りました。
A1: 通常、次の 2 つの原因が考えられます。
データベース(*.DBS)ファイルが TD Mobile バージョンと互換性がない。
[DBNT1SV]というセクションに、データベース・ファイルをどこで探すかを DBNT1SV.EXE に指示
する DBDIR というキーワードが入っています。DBDIR が指し示すディレクトリにそのデータベー
ス・ファイルがないと、エラーメッセージが戻されます。
Q2: SqlPrepare と SqlExecute を呼び出しましたが、データ・フィールドにデータが投入されません。
A2: SqlPrepare は SELECT 文をコンパイルし、SqlExecute はクエリーを実行しますが、データ・フィー
ルドにデータを投入しません。データ・フィールドにデータを投入するには、SqlFetchRow また
は SqlFetchNext を呼び出さなければなりません。
SalTblPopulate と SalListPopulate は、この 3 つの機能をすべて行います。
SqlPrepareAndExecute は、SqlPrepare と SqlExecute を 1 つの関数にまとめたものです。
Q3: あるアプリケーションで 1 つの SQL ハンドルを使って SqlPrepare、SqlExecute、および
SqlFetchNext を呼び出して結果セットを作成し、データ・フィールドにデータをフェッチしました。
その後、同じ SQL ハンドルを使って SqlPrepare と SqlExecute を呼び出して、データを INSERT
しました。その結果セットから別の行をフェッチしようとしたら、「SELECT コマンドではありません」
(202)というメッセージを受け取りました。
A3: 1 つの SQL ハンドルには、一度に 1 つずつのコンパイル済みの文しか関連付けることができ
ません。同じハンドル上で SqlPrepare と SqlExecute を再び呼び出すと、前の結果セットは破棄

72

されます。結果セットを破棄しないで INSERT 文を実行するには、コンパイル済みの文ごとに 1
つずつ、2 つの SQL ハンドルを使わなければなりません。
Q4: アプリケーションに 2 つの SQL ハンドルがあります。最初の SQL ハンドルで SqlPrepare、
SqlExecute、および SqlFetchNext を呼び出しました。それから、もう 1 つの SQL ハンドルで
SqlCommit を呼び出しました。最後に、最初の SQL ハンドルで別の SqlFetchNext を実行した
ら、「コンパイル済みコマンドはありません」(201)というメッセージを受け取りました。
A4: COMMIT、ROLLBACK、または分離レベルの変更が行われると、同じデータベースに接続され
た SQL ハンドルと関連付けられたコンパイル済みの文は破棄されます。2 番目の SQL ハンド
ルで COMMIT を実行したために、最初の SQL ハンドルで作成した結果セットは破棄されまし
た。この SQL ハンドルは 2 つとも同じデータベースに接続されていたからです。COMMIT、
ROLLBACK、または分離レベルの変更が行われても結果セットが破棄されないよう保つには、
その結果セットの SQL ハンドルに対して SqlSetParameter を呼び出して、DBP_PRESERVE を
TRUE に設定します。こうすれば、カーソル・コンテキスト保存がオンになり、結果セットは保存
されます。

SAL API
システム関数
配列関数
配列を管理して値を計算する関数を次に示します。
関数名

説明

SalArrayAvg

数値配列中の値の平均値を計算します。

SalArrayDimCount

nValue の次元数を取得します。

SalArrayGetLowerBound

配列の下限を取得します。

SalArrayGetUpperBound

配列の上限を取得します。

SalArrayIsEmpty

動的配列にデータがあるかどうかを調べます。

SalArrayMax

数値配列中の値の最大値を計算します。

SalArrayMin

数値配列中の値の最小値を計算します。

SalArraySetUpperBound

配列の上限を設定します。

SalArraySum

配列中の要素の合計を計算します。

VisArrayAppend

ある配列を別の配列の最後に追加します。

VisArrayCopy

ある配列を別の配列にコピーします。

VisArrayDeleteItem

項目を配列から削除します。

VisArrayFillDateTime

日付/時刻配列に指定された値を設定します。

VisArrayFillNumber

数値配列に指定された値を設定します。

VisArrayFillString

文字列配列に指定された文字列を設定します。

VisArrayFindDateTime

配列内で日付/時刻の値を検索します。
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VisArrayFindNumber

配列内で数値を検索します。

VisArrayFindString

配列内で文字列を検索します。

VisArrayInsertItem

項目を配列に挿入します。

VisArraySort

昇順または降順で配列をソートします。

メモ：VisArray*関数を利用するには、外部の「VTARRAY」ライブラリを TD Mobile サーバーリソースのインポート
シンボルにインポートする必要があります。

無名ブロック関数
これらの関数は、既存の機能の動作を変更せずに PL/SQL ブロックをサポートするために導入されました。
関数名

説明

SqlOraPLSQLPrepare

PL/SQL ブロックをコンパイルします。この関数は、通常の SqlPrepare 関数
と良く似ていますが、基本的なコードは、SQL 文ではなく、OraclePL/SQL ブ
ロックを扱います。

SqlOraPLSQLExecute

SqlOraPLSQLPrepare でコンパイルした、PL/SQL ブロックを実行します。

SqlOraPLSQLStringBindType

Oracle のルーターに、コンパイルされた PL/SQL ブロックで使われている
STRING 型配列バインド変数の明確な形を知らせます。

日付関数
日付/時刻の値を操作する関数を次に示します。
説明

SalDateConstruct

日付を構成します。

SalDateCurrent

現在の日時を取得します。

SalDateDay

日付の日の部分を取得します。

SalDateHour

日付の時の部分を取得します。

SalDateMinute

日付の分の部分を取得します。

SalDateMonth

日付の月の部分を取得します。

SalDateMonthBegin

月の最初の日の日付を取得します。

SalDateQuarter

日付が年のどの四半期に属するかを取得します。

SalDateQuarterBegin

指定した日付の属する四半期の最初の日の日付を取得します。

SalDateSecond

日付の秒の部分を取得します。

SalDateToStr

日付値を文字列値に変換します。

SalDateWeekBegin

直前の月曜日の日付を取得します。

SalDateWeekday

曜日を数値として取得します。

SalDateYea

日付の年の部分を取得します。

SalDateYearBegin

指定した日付の属する年の最初の日の日付を取得します。

デバッグ関数
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アプリケーションのデバッグの関数を次に示します。
関数名

説明

VisDebugAssert

条件が真であることをアサートします。

VisDebugBeginTime

操作の時間記録を開始します。

VisDebugEndTime

時間記録を終了し、すべての増分時間と総計時間を表示します。

VisDebugGetFlags

現在のデバッグ・フラグを取得します。

VisDebugSetFlags

デバッグ・フラグを設定します。

VisDebugSetLevel

現在のデバッグ・レベルを設定します。

VisDebugSetTime

最後の VisDebugSetTime 呼び出しまたは VisDebugBeginTime 呼び出し
以降の時間を記録します。

VisDebugString

デバッグ・アプリケーション・ウィンドウに文字列を書き込みます。

DOS 管理関数
DOS の機能を管理する関数を次に示します。
関数名

説明

VisDosBuildFullName

実行中の実行可能ファイルの位置に基づいて、ドライブ名と完全ディクト
リ名が付いたファイル名を構築します。

VisDosEnumDirInfo

配列に指定のディレクトリのすべてのサブディレクトリを取得します。

VisDosEnumDirs

配列に指定のディレクトリのすべてのサブディレクトリを取得します。

VisDosEnumDrives

SAL の配列にすべての使用可能なドライブを取得します。これにはフロッ
ピー・ディスク、ハードディスク、CD-ROM、ネットワーク、および RAM のド
ライブが含まれます。

VisDosEnumFileInfo

SAL の配列に指定のディレクトリ内のすべてのファイルを取得し、各ファイ
ルのサイズ、日付/時刻、および属性を戻します。

VisDosEnumFiles

SAL の配列に指定のディレクトリのすべてのファイル名を取得します。

VisDosEnumNetConnections

現在のネットワーク接続をすべて取得します。

VisDosEnumPath

DOSPATH 環境文字列内の各ディレクトリを返します。

VisDosEnumsShortDirInfo

配列に指定のディレクトリの短い名前のサブディレクトリ名と長い名前の
サブディレクトリ名をすべて返します。

VisDosEnumsShortDirs

配列に指定のディレクトリの短い名前のサブディレクトリ名と長い名前の
サブディレクトリ名をすべて返します。

VisDosEnumsShortFileInfo

配列に指定のディレクトリの短い名前のファイル名と長い名前のファイル
名をすべて返します。

VisDosEnumsShortFiles

SAL の配列に指定のディレクトリの短い名前のファイル名と長い名前のフ
ァイル名をすべて返します。

VisDosExist

ドライブ、ディレクトリ、またはファイルの存在検査を実行します。

VisDosGetCurDir

指定ドライブのカレント・ディレクトリを返します。

VisDosGetDriveSize

ドライブの全容量および使用可能な容量を返します。

VisDosGetDriveType

指定のドライブのタイプを取得します。

VisDosGetEnvString

キーワードに基づく環境文字列を返します。
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VisDosGetFlags

DOS フラグの状態を返します。

VisDosGetNetName

指定のデバイスのネットワーク名を取得します。

VisDosGetVersion

MS-DOS のバージョン番号を返します。

VisDosGetVolumeLabel

指定のドライブのボリューム・ラベルを返します。

VisDosIsParent

ディレクトリにサブディレクトリがあるかどうかを示すインジケータを戻しま
す。

VisDosMakeAllDir

指定の完全パスのディレクトリをすべて作成します。

VisDosMakePath

ドライブ、ディレクトリ、またはファイル名から完全パスを構築します。

VisDosNetConnect

ネットワーク・デバイスに接続します。

VisDosNetDisconnect

ネットワーク接続を取り消します。

VisDosSetFlags

確認フラグ、ブレーク・フラグ、またはエラー・モード・フラグを設定します。

VisDosSetVolumeLabel

ディスク・ドライブ上にボリューム・ラベルを設定します。

VisDosSplitPath

完全パスの指定をドライブ、ディレクトリ、およびファイル名に分割しま
す。

メモ：VisDos*関数を利用するには、外部の「VTDOS」ライブラリを TD Mobile サーバーリソースのインポートシン
ボルにインポートする必要があります。

ファイル管理関数
ファイル、ディレクトリ、およびドライブの操作を管理する関数を次に示します。
関数名

説明

SalFileClose

ファイルを閉じます。

SalFileCopy

ファイルの内容を他のファイルにコピーします。

SalFileCreateDirectory

ディレクトリを作成します。

SalFileGetC

ASCII 以外の文字(ANSI)または 2 バイト文字が含まれているファイルを開
いているとき、そのファイルから次の文字を取得します。

SalFileGetChar

開いているファイルから次の文字を取得します。

SalFileGetCurrentDirectory

現在の作業用ディレクトリのパスを取得します。

SalFileGetDateTime

ファイルの更新日付/時刻を取得します。

SalFileGetDrive

現行ディスク・ドライブのドライブ名を取得します。

SalFileGetStr

開いているファイルから次の行を取得します。

SalFileOpen

ファイルを開きます。

SalFileOpenExt

ファイルを開きます。または再度開きます。

SalFilePutC

開いているファイルに 1 文字書き込みます。

SalFilePutChar

開いているファイルに 1 文字書き込みます。

SalFilePutStr

開いているファイルに文字列を書き込みます。

SalFileRead

開いているファイルから読み取ります。

SalFileRemoveDirectory

ディレクトリを削除します。
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SalFileSeek

開いているファイルの中の位置を設定します。

SalFileSetCurrentDirectory

ドライブの現在の作業ディレクトリを変更します。

SalFileSetDateTime

ファイルの更新日付/時刻を設定します。

SalFileSetDrive

デフォルトのディスク・ドライブを設定します。

SalFileTell

開いているファイルの中の現在の位置を取得します。

SalFileWrite

開いているファイルに書き込みます。

VisFileAppend

1 つ以上のファイルを別のファイルに追加します。

VisFileClose

VisFileOpen の呼び出しで開いたファイルを閉じます。

VisFileCopy

1 つ以上のファイルをコピーします。

VisFileCreateTemp

一時ファイルを作成します。

VisFileDelete

1 つ以上のファイルを削除します。

VisFileExpand

ソース・ファイルを対象ファイルにコピーします。

VisFileFind

ファイルを検索してそのファイルのフル・パスを戻します。

VisFileGetAttribute

指定ファイルの属性ビット値を取得します。

VisFileGetSize

指定ファイルのサイズをバイト単位で取得します。

VisFileGetType

ファイル・タイプを戻します。ファイルのタイプはファイルごとに 1 つしかあ
りません。

VisFileOpen

ファイルを作成するか、開きます。ファイルの読み込みや書き込みを実行
する場合は、その前にそのファイルを開かなければなりません。

VisFileRead

ファイルからデータのブロックを読み取ります。

VisFileReadString

文字列単位でテキスト・ファイルからテキスト行を読み取ります。

VisFileRename

1 つ以上のファイルの名前を変更します。

VisFileSeek

ファイル内の指定のオフセットへシークします。

VisFileSetAttribute

1 つ以上のファイルに属性ビットを設定します。

VisFileSetDateTime

1 つ以上のファイルに日付と時刻を設定します。

VisFileTell

現在のファイルのオフセットを返します。

VisFileWrite

データのブロックをファイルに書き込みます。

VisFileWriteString

文字列をファイルに書き込みます。

メモ：VisFile*関数を利用するには、外部の「VTFILE」ライブラリを TD Mobile サーバーリソースのインポートシン
ボルにインポートする必要があります。

その他の関数
TD Mobile アプリケーション中から、その他のシステム機能を実行する関数を次に示します。
関数名

説明

SalAbort

現在のアクションの実行を中止します。

SalGetProfileInt

初期化ファイルの中の指定したセクションのエントリの値(整数)を取得し
ます。

SalGetProfileString

初期化ファイルの中の指定したセクションのエントリの値(文字列)を取得
します。
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SalGetVersion

TD Mobile のバージョンを返します。

SalLoadApp

アプリケーションをロードおよび起動します。

SalLoadAppAndWait

アプリケーションをロードおよび起動してから、終了するまで待ち、起動元
のアプリケーションに制御を戻します。

SalLoadAppAndProcessMsgs

アプリケーションをロードおよび起動してから、終了するまで待ち、起動元
のアプリケーションに制御を戻します。起動元のアプリケーションは、他
のアプリケーションが起動している間、メッセージ処理をすることができま
す。

SalMessageBeep

ビープを生成します。

SalPause

指定のミリ秒数で実行を一時停止します。

SalSetErrorInfo

メソッド内にエラーが生じたとき、標準のエラー情報を設定するために
SalSetErrorInfo を呼び出します。

SalSetProfileString

初期化ファイルの中の指定したセクションのエントリ値を設定します。

VisErrorRecovery

エラーメッセージを表示し、リソースの解放と操作の再試行を可能にしま
す。

VisGetCopyright

Vis ライブラリを使うアプリケーション中で版権に関する文字列を取得しま
す。

VisGetKeyState

指定のキーの状態を取得します。

VisGetSystemMetrics

Windows で表示される様々な要素の幅、高さ、状態を取得します。

VisGetVersion

Vis ライブラリのバージョン番号を取得します。

VisGetWinFlags

Windows の現在のシステム設定、メモリー設定を取得します。

VisNumberBitClear

数値からビット値をクリアします。

VisNumberBitSet

数値にビット値をセットします。

VisNumberChoose

bExpression を評価します。

VisStrChoose

bExpression を評価します。

VisStrFind

文字列テーブル内で文字列を検索します。

VisStrFreeTable

文字列テーブルに関連付けられたメモリーをすべて解放します。

VisStrLeftTrim

先頭に付加されているブランクを文字列から削除します。

VisStrLoadTable

ディスクからメモリーに文字列テーブルを読込ます。

数値関数
数学的な計算を実行する関数を次に示します。
関数名

説明

SalNumberAbs

数値の絶対値を計算します。

SalNumberArcCos

値のアークコサイン(逆余弦)を計算します。

SalNumberArcSin

値のアークサインを計算します。

SalNumberArcTan

値のアークタンジェントを計算します。

SalNumberArcTan2

2 つの値のアークタンジェントを計算します。

SalNumberCos

角度のコサインを計算します。
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SalNumberCosH

角度の双曲線コサインを計算します。

SalNumberExponent

値の指数関数を計算します。

SalNumberHigh

数値の上位ワード値(上位 16 ビット)を戻します。

SalNumberHypot

直角三角形の斜辺の長さを計算します。

SalNumberLog

数値の自然対数を計算します。

SalNumberLogBase10

ある数の、10 を底とする対数を計算します。

SalNumberLow

数値の下位ワード値(下位 16 ビット)を戻します。

SalNumberMax

2 つの値のうち大きい方の値を戻します。

SalNumberMin

2 つの値のうち小さい方の値を返します。

SalNumberMod

数値の剰余を返します。

SalNumberPi

数値の π 倍を計算します。

SalNumberPower

累乗を計算します。

SalNumberRandInit

一連の疑似乱数を生成するための始点を設定します。

SalNumberRandom

0～32767 の範囲の整数の疑似乱数を生成します。

SalNumberRound

数値を丸めた値を戻します。

SalNumberSin

角度のサインを計算します。

SalNumberSinH

角度の双曲線サインを計算します。

SalNumberSqrt

数値の平方根を計算します。

SalNumberTan

角度のタンジェントを計算します。

SalNumberTanH

角度の双曲線タンジェントを計算します。

SalNumberToChar

ASCII 数値を文字に変換します。

SalNumberToHString

数値を文字列ハンドルに変換します。

SalNumberToStr および
SalNumberToStrX

数値を文字列に変換します。

SalNumberTruncate

数値を切り捨てます。

VisNumberHighByte

指定の数値をワード(WORD)に変換し、そのワード(WORD)の上位 8 ビット
を戻します。

VisNumberLowByte

指定の数値をワード(WORD)に変換し、そのワード(WORD)の下位 8 ビット
を戻します。

VisNumberMakeLong

2 つのワード値から 1 つのダブル・ワード値(DWORD)を作成します。

配列関数も参照

OLEDB 関数
コンシューマとして TD Mobile アプリケーションを利用してデータベースに接続するときに使用する関数を次に
示します。
関数名

説明

SqlCloseAllSPResultSets

この関数は、ストアドプロシージャの実行によって生成された、任意の結
果セットをクローズします。

SqlCommitSession

この呼び出しで、指定されたセッションに関連した現在のトランザクション
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を起動します。
SqlCreateSession

この関数は新しいセッションを作成します。

SqlCreateStatement

この関数は、指定されたセッションに属する新しい文を作成します。

SqlFreeSession

この関数はセッションを解放します。

SqlGetCmdOrRowsetPtr

こ の 関 数 は 呼 び 出 し 元 に 、 ICommand 、 あ る い は コ マ ン ド ま た は
RowsetOLEDB オブジェクトの IRowset インタフェース・ポインタのいずれ
かを与えます

SqlGetDSOrSessionPtr

この関数はパラメータに DataSourceOLEDB オブジェクトの IDBInitialize イ
ン タ フ ェ ー ス ・ ポ イ ン タ 、 ま た は SessionOLEDB オ ブ ジ ェ ク ト の
IDBCreateSession インタフェース・ポインタを宣言します。

SqlGetNextSPResultSet

SqlPrepareSP を呼ぶことによって実行されたストアドプロシージャ(この後
SqlExecute または SalTblPopulate で実行)が、複数件の結果セットを返す
場合、アプリケーションは第 2、および第 3 以降の結果セットを得るため
にこの関数を呼び出します。

SqlGetSessionErrorInfo

この関数は、指定されたセッションに関連したエラー情報を返します。

SqlGetSessionHandle

この関数は、指定された文ハンドルが属するセッションハンドルを返しま
す。

SqlGetSessionParameter

指定されたセッションのプロパティの値を取得します。

SqlGetStatementErrorInfo

この関数は、指定された文ハンドル(コマンド/カーソル)に関連したエラー
情報を返します。

SqlPrepareSP

この関数は、ストアドプロシージャの実行の準備をします。

SqlRollbackSession

この関数は、指定されたセッションに関連する現在のトランザクションを
元に戻します。

SqlSetSessionParameter

指定されたセッションのプロパティの値を設定します。

SQL 関数
SQL 関数のほとんどは、データベースの種類には関係ありません。Gupta Technologies LLC は、今後もさらに
多くの種類のデータベースとの接続に対応していきます。どのようなデータベースでも矛盾のないインタフェー
スを使用する関数を次に示します。
関数名

説明

SqlClearImmediate

SqlImmediate で使っている SQL ハンドルを切断します。

SqlClose

カーソルを閉じます。

SqlCommit

現在の SQL トランザクションをコミットします。

SqlConnect

SQL ハンドルをデータベースに接続します。

SqlConnectDotNet

.NET 接続文字列を利用してデータベースへ接続します。

SqlContextClear

SqlContextSet で設定したコンテキストをクリアします。

SqlContextSet

後でコンパイルおよびフェッチするようにコンテキストを設定します。

SqlContextSetToForm

コンテキストを指定したフォームに設定します。

SqlDirectoryByName

指定したサーバーにあるデータベースの名前を取得します。

SqlDisconnect

SQL ハンドルをデータベースから切断します。
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SqlDropStoredCmd

記憶されているコマンドを削除します。

SqlError

指定した SQL ハンドルの最新のエラー・コードを取得します。

SqlErrorText

エラー・コードの理由か復旧方法、またはその両方を取得します。

SqlExecute

SQL 文を実行します。

SqlExecutionPlan

コンパイル済みの SQL 文の実行計画を取得します。

SqlExists

特定の行が存在するかどうかを調べます。

SqlExtractArgs

エラー情報を抽出します。（廃止予定）

SqlFetchNext

結果セットで、次の行をフェッチします。

SqlFetchPrevious

結果セットで、前の行をフェッチします。

SqlFetchRow

結果セットから特定の行をフェッチします。

SqlGetCursor

SQLBaseAPI での呼び出しに使用されるカーソルハンドルを返します。

SqlGetError

バックエンドのエラー・マップをオフにし、実際のバックエンドエラーを報告
します。

SqlGetErrorPosition

SQL 文中のエラーのオフセットを取得します。

SqlGetErrorText および
SqlGetErrorTextX

SQL エラー数に対応するメッセージを取得します。

SqlGetModifiedRows

INSERT、UPDATE または DELETE にて影響された行数を返します。

SqlGetParameter

データベースパラメータを戻します。

SqlGetParameterAll

データベースパラメータを戻します。

SqlGetResultSetCount

結果セット中の行数を戻します。

SqlGetRollbackFlag

データベースの ROLLBACK フラグを戻します。

SqlImmediate

SQL 文をコンパイルして実行します。

SqlImmediateContext

SQL 文の結果をコンパイル、実行、フェッチします。

SqlOpen

カーソルに名前を付けて SQL 文を実行します。

SqlPLSQLCommand

SAL で PL/SQL のストアドプロシージャを実行します。この関数は、PL/SQL
を呼び出すごとに 1 回呼び出します。

SqlPrepare

SQL 文を実行できるようコンパイルします。

SqlPrepareAndExecute

SQL 文をコンパイルして実行します。

SqlRetrieve

記憶されているコマンドを取り出します。

SqlSetInMessage

指定したカーソルの入力メッセージバッファのサイズを設定します。

SqlSetIsolationLevel

分離レベルを設定します。

SqlSetLockTimeout

ロック待ちのタイムアウト時間を設定します。

SqlSetLongBindDatatype

バインド先の列のタイプを設定します。

SqlSetOutMessage

指定したカーソルの出力メッセージバッファのサイズを設定します。

SqlSetParameter

データベースパラメータを設定します。

SqlSetParameterAll

データベースパラメータを設定します。

SqlSetResultSet

結果セットモードをオンまたはオフにします。

SqlStore

コマンドをコンパイルして記憶します。
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SqlVarSetup

SAL は、SQL 文の実行またはフェッチ操作の前に、値を取得するコード(バ
インド変数の場合)または値をフェッチするコード(INTO 変数の場合)を生
成し、記号を検出するバインド変数と INTO 変数をコンパイルします。

文字列変換関数
文字列の形式を変更したり、部分文字列を検索したりして、文字列のデータを操作する関数を次に示します。
関数名

説明

SalStrCompress

文字列を圧縮します。

SalStrFirstC

文字列の先頭の文字を戻します。

SalStrGetBufferLength

文字列バッファの長さ(バイト数)を戻します。

SalStrLeft および SalStrLeftX

文字列の左端(先頭)から指定した長さ(文字数)の文字列を戻します。

SalStrLength

文字列の長さ(文字数)を戻します。

SalStrLop

文字列の先頭文字の ANSI 数値を戻します。

SalStrLower および
SalStrLowerX

文字列を小文字に変換します。

SalStrMid および SalStrMidX

部分文字列を返します。

SalStrProper および
SalStrProperX

文字列を固有名詞形式に変換します。

SalStrRepeat および
SalStrRepeatX

文字列を指定回数繰り返し連結します。

SalStrReplace および
SalStrReplaceX

ある文字列の文字を、別の文字列の文字に置き換えます。

SalStrRight および
SalStrRightX

文字列の右端(最後)から、指定した長さ(文字数)の文字列を戻します。

SalStrScan

文字列の中から文字列を探索します。

SalStrSetBufferLength

指定した文字列バッファの長さを設定します。

SalStrToDate

文字列を日付/時刻値に変換します。

SalStrTokenize

文字列をいくつかの部分文字列に分解します。

SalStrToMultiByte

Unicode をマルチバイト文字列に変換するために使用されます。

SalStrToWideChar

マルチバイト文字列を Unicode に変換するために使用されます。

SalStrToNumber

文字列を数値に変換します。

SalStrTrim および SalStrTrimX

文字列から余分なスペースを除去します。

SalStrUncompress

文字列を圧縮解除します。

SalStrUpper および
SalStrUpperX

文字列を大文字に変換します。

VisStrExpand

1 つ以上の配列要素を挿入してテンプレート文字列を拡張します。

VisStrPad

文字列の末尾にブランクを埋め込み、その結果を返します。

VisStrProper

文字列を大文字と小文字が混在した形に変換します。

VisStrRightTrim

末尾に付加されているブランクを文字列から削除します。
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VisStrScanReverse

指定の部分文字列の属する文字列を末尾の文字から先頭文字までスキ
ャンします。

VisStrSubstitute

ある文字列の中にある指定した文字をすべて別の文字列で置き換えま
す。

VisStrTrim

先頭のブランクと末尾のブランクを文字列から削除します。埋め込み括
弧の調整はされません。

メモ：VisStr*関数を利用するには、外部の「VTSTR」ライブラリを TD Mobile サーバーリソースのインポートシンボ
ルにインポートする必要があります。

配列関数
SalArrayAvg
構文

nAvg=SalArrayAvg(nArrayNum)

説明

配列中の数値の平均値を返します。

パラメータ

nArrayNum

戻り

nAvg には、数値配列中の値の平均値を返します。

参照

SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum

例

Set nAvg=SalArrayAvg(nArrayNum)

数値配列。数値配列の名前。

SalArrayDimCount
構文

bOk=SalArrayDimCount(aArray,nDim)

説明

配列の次元数を返します。

パラメータ

aArray

配列。問い合わせする配列の名前。

nDim

受け取り数値。配列の次元数。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum
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例

Set bOk=SalArrayDimCount(aArray,nDim)
If nDim=0
Set bDimTrue=False

SalArrayGetLowerBound
構文

bOk=SalArrayGetLowerBound(aArray,nDim,nBound)

説明

配列の下限を返します。

パラメータ

aArray

配列。問い合わせする配列の名前。

nDim

数値。問い合わせする次元数。1 次元は 1、2 次元は 2 で、それ以上も同
様です。

nBound

受け取り数値。下限の値。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum

例

Set bOk=SalArrayGetLowerBound(aArray,nBound)

SalArrayGetUpperBound
構文

bOk=SalArrayGetUpperBound(aArray,nDim,nBound)

説明

配列の上限を返します。

パラメータ

aArray

配列。問い合わせする配列の名前。

nDim

数値。問い合わせする次元数。1 次元は 1、2 次元は 2 で、それ以上も同
様です。

nBound

受け取り数値。上限の値。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum

例

Set bOk=SalArrayGetUpperBound(aArray,nBound)
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SalArrayIsEmpty
構文

bData=SalArrayIsEmpty(aArray)

説明

動的配列にデータがあるかどうかを調べます。

パラメータ

aArray

戻り値

bData は、配列にデータがないと TRUE、データがあると FALSE になります。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum

例

If Not SalArrayIsEmpty(aArray)

配列。問い合わせする配列の名前。

Call...

SalArrayMax
構文

nMax=SalArrayMax(nArrayNum)

説明

数値配列中の最大値を返します。

パラメータ

nArrayNum

戻り値

nMax には、数値配列中の最大値を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound
SalArraySum

例

Set nMax=SalArrayMax(nArrayNum)

数値配列。数値配列の名前。

SalArrayMin
構文

nMin=SalArrayMin(nArrayNum)

説明

数値配列中の最小値を返します。

パラメータ

nArrayNum

戻り値

nMin には、数値配列中の最小値を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound

数値配列。数値配列の名前。
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SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArraySetUpperBound
SalArraySum
例

Set nMin=SalArrayMin(nArrayNum)

SalArraySetUpperBound
構文

bOk=SalArraySetUpperBound(aArray,nDim,nBound)

説明

配列の上限を設定します。1 番目の次元以外の次元についてこの関数を呼び出すと、配列の
データの大部分がコピーされます。1 番目以外の任意の次元についてこの関数を呼び出すと、
パフォーマンスが低下します。

パラメータ

aArray

配列。問い合わせする配列の名前。

nDim

数値。問い合わせする次元数。1 次元は 1、2 次元は 2 で、それ以上も同
様です。

nBound

数値。上限の値。動的配列の要素をゼロにリセットする場合は、-1 を指定
します。静的配列を動的配列に変更する場合は、AC_Dynamic を指定しま
す(動的にできるのは、配列の最初の次元だけです)。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySum

例

Call SalArraySetUpperBound(aArray,1,5)

SalArraySum
構文

nSum=SalArraySum(nArrayNum)

説明

数値配列中の要素の合計を返します。

パラメータ

nArrayNum

戻り値

nSum には、数値配列中の要素の合計を返します。

参照

SalArrayAvg
SalArrayDimCount
SalArrayGetLowerBound
SalArrayGetUpperBound
SalArrayIsEmpty
SalArrayMax
SalArrayMin
SalArraySetUpperBound

数値配列。数値配列の名前。
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例

Set nSum=SalArraySum(nArrayNum)

日付関数
SalDateConstruct
構文

dtDate=SalDateConstruct(nYear,nMonth,nDay,nHour,nMinute,nSecond)

説明

パラメータ nYear、nMonth、nDay、nHour、nMinute、および nSecond から構成された日付/時
刻を返します。パラメータに無効な値を指定すると、予期しない日付が構成される可能性があ
ります。
注意:パラメータのどれかが指定された桁数より少ない場合は、SalDateConstruct は結果となる値
に先行ゼロを埋め込みます。たとえば、nYear に 92 を指定すると、dtDate は 0092 から始まります。

パラメータ

nYear

数値。4 桁の西暦年を示す数値で、値は 0 以上。

nMonth

数値。月を表す 01～12 の 2 桁の数値。

nDay

数値。日を表す 01～31 の 2 桁の数値。

nHour

数値。時を表す 0～23 の 2 桁の数値。

nMinute

数値。分を表す 01～59 の 2 桁の数値。

nSecond

数値。秒を表す 01～59 の 2 桁の数値。

戻り値

dtDate には、新たに構成された日付/時刻値を返します。

例

Set dtDeb=SalDateConstruct(1996,1,1,10,30,1)

SalDateCurrent
構文

dtNow=SalDateCurrent()

説明

コンピュータの現在の日付/時刻を返します。
データベースサーバーのシステム日付/時刻を取得するには、SQLSELECT 文の中でデータベー
ス・システム・キーワード(SYSDATE、SYSTIME、または SYSDATETIME)を使います。

パラメータ

なし

戻り値

dtNow には、コンピュータの現在の日付/時刻を返します。

例

Set dtCurrent=SalDateCurrent()

SalDateDay
構文

nDay=SalDateDay(dtDateTime)

説明

日付/時刻値の日付の部分(1～31)を返すか、パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1
を返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nDay には、1～31 の数値を返します。

日付/時刻。日付/時刻値。
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参照

SalDateMonthSalDateYear

例

Set nDay=SalDateDay(dtDateTime)

SalDateHour
構文

nHour=SalDateHour(dtDateTime)

説明

日付/時刻値の時間の部分(0～23)を返すか、パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1
を返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nHour には、0～23 の数値を返します。

参照

SalDateMinute
SalDateSecond

例

Set nHour = SalDateHour(dtDateTime)

日付/時刻。日付/時刻値。

SalDateMinute
構文

nMinute=SalDateMinute(dtDateTime)

説明

日付/時刻値の分の部分(0～59)を返すか、パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を
返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nMinute には、0～59 の数値を返します。

参照

SalDateHourSalDateSecond

例

Set nMinute=SalDateMinute(dtDateTime)

日付/時刻。日付/時刻値。

SalDateMonth
構文

nMonth=SalDateMonth(dtDateTime)

説明

日付/時刻値の月の部分(1～12)を返すか、パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を
返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nMonth には、1～12 の数値を返します。

関連関数

SalDateDay
SalDateYear

例

Set nMonth=SalDateMonth(dtDateTime)

日付/時刻。日付/時刻値。

SalDateMonthBegin
構文

dtMonthBegin=SalDateMonthBegin(dtDateTime)
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説明

月の最初の日の日付を返すか、指定した値が Null の場合には、DATETIME_Null を返します。
たとえば dtDateTime が 1992 年 12 月 25 日なら、SalDateMonthBegin は 1992 年 12 月 1 日
を返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

dtMonthBegin には、dtDateTime の月の最初の日の日付を返します。

参照

SalDateQuarterBegin
SalDateWeekBegin

例

Set dtMonthBegin=SalDateMonthBegin(SalDateCurrent())

日付/時刻。日付/時刻値。

SalDateQuarter
構文

nQuarter=SalDateQuarter(dtDateTime)

説明

日付/時刻値の四半期(1～4)を返すか、パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を返
します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nQuarter には、1～4 の数値を返します。

例

Select Case(SalDateQuarter(dtDate))

日付/時刻。日付/時刻値。

Case1
Set strQuarter='FirstQuarter'
Break

SalDateQuarterBegin
構文

dtQuarterBegin=SalDateQuarterBegin(dtDateTime)

説明

四半期の最初の日の日付を返すか、指定した値が Null の場合には、DATETIME_Null を返しま
す。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

dtQuarterBegin には、dtDateTime の四半期の最初の日の日付を返します。

参照

SalDateMonthBegin
SalDateWeekBegin
SalDateYearBegin

例

Set dtQuarterBegin=SalDateQuarterBegin(SalDateCurrent())

日付/時刻。日付/時刻値。

SalDateSecond
構文

nSeconds=SalDateSecond(dtDateTime)

説明

日付/時刻値の秒の部分(0～59)を返すか、パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を
返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nSeconds には、0～59 の値を返します。

日付/時刻。日付/時刻値。
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参照

SalDateHour
SalDateMinute

例

Set nSeconds=SalDateSecond(dtDateTime)

SalDateToStr
構文

nLength=SalDateToStr(dtDateTime,strDate)

説明

日付/時刻値を文字列の値に変換します。パラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を
返します。

パラメータ

dtDateTime

日付/時刻。変換の対象となる日付/時刻値。

strDate

受け取り文字列。結果の文字列。

戻り値

nLength には、strDate の長さを返します。

参照

SalFmtFormatDateTime
SalStrToDate

例

Call SalDateToStr(dtDateTime,strDateTime)
!strDateTime=YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.TTTTTT

SalDateWeekBegin
構文

dtWeekBegin=SalDateWeekBegin(dtDateTime)

説明

直前の月曜日の日付、またはその日が月曜の場合は、現在の日付を返します。または指定し
た値が Null の場合には、DATETIME_Null を返します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

dtWeekBegin には、直前の月曜日の日付を返します。その日が月曜日の場合はその日の日

日付/時刻。日付/時刻値。

付を返します。
参照

SalDateMonthBegin
SalDateQuarterBegin
SalDateYearBegin

例

Set dtWeekBegin=SalDateWeekBegin(SalDateCurrent())

SalDateWeekday
構文

nWeekday=SalDateWeekday(dtDateTime)

説明

曜日を 0～6 の数値で戻します。またはパラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を返し
ます。0 は土曜日、1 は日曜日を表します。以降は同様に表示します。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nWeekday には、0～6 の数値を返します。

例

Select Case(SalDateWeekday(dtDate))

日付/時刻。日付/時刻値。

Case0
Set strWeekday='Saturday'
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Break

SalDateYear
構文

nYear=SalDateYear(dtDateTime)

説明

日付の年の部分を返します。またはパラメータとして DATETIME_Null を指定すると-1 を返しま
す。

パラメータ

dtDateTime

戻り値

nYear には、日付の年の部分を返します。

参照

SalDateDay
SalDateMonth

例

Set nYear=SalDateYear(dtDateTime)

日付/時刻。日付/時刻値。

デバッグ関数
SalEndTrace
構文
説明

SalEndTrace()
すべての追跡を終了します。この関数の後に SalTrace()を呼び出しても、すべて無視されます。

パラメータ

なし

戻り値

なし

参照

SalStartTrace
SalTrace

例

なし

SalStartTrace
構文

bOk=SalStartTrace(nOutputType,strTraceFile,bClearExisting)

説明

追跡の開始を許可します。ユーザーは、既存の追跡ログ・ファイルが大きくなりすぎないように
注意する必要があります。

パラメータ

nOutputType

数値。4 つの TRACE_*定数のうちの 1 つになります。TRACE_Event は、
Windows イベント・ログに情報を出力します。(Windows98 および
WindowsME には、オペレーティング・システムの機能としてイベント・ログ
機能が組み込まれていません。これらの OS を使用している場合、
nOutputType に TRACE_Event が選択されると、追跡情報は Windows 一
時ディレクトリの TRACE_File は、strTraceFile パラメータに指定されたファ
イルに出力します。TRACE_Output は、出力ウィンドウに出力します。この
ウィンドウには、通常はコンパイル時のエラー情報などが表示されます。
このオプションは、アプリケーションがデバッグ・モードになっているときに
のみ機能します。TRACE_stdout は、標準出力デバイスに出力します。こ
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れは、追跡出力をサードパーティ製の診断アプリケーションで使用できる
ように設計されています。
strTraceFile

文字列。nOutputType が TRACE_File のときに出力を受け取るファイルの
名前。その出力タイプが選択されていても、このパラメータが Null の場合、
ファイルは Windows 一時ディレクトリ内に作成されます。ファイル名
は、.LOG という拡張子の付いたアプリケーション実行可能ファイルの名
前になります。

bClearExisting

ブール値。新たに追跡を開始する前に既存の出力をクリアするかどうかを
指定します。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalTrace
SalEndTrace

例

Call SalStartTrace(TRACE_Event,'',TRUE)

SalTrace
構文

bOk=SalTrace(nSeverity,strTextToWrite)

説明

SalStartTrace への前の呼び出しで指定された追跡の出力先に、テキストの文字列を書き込み
ます。

パラメータ

nSeverity

数値。次の 3 つの定数のうちの 1 つになります。EVENT_Error、
EVENT_Warning、または EVENT_Information。Windows イベント・ログとと
もに使用されると、これらの数値はそのログの重大度システムに統合され
ます。出力先が別の場所(ファイルなど)になると、これらの数値はテキスト
文字列に変換されます。

strTextToWrite

文字列。追跡メッセージのテキスト。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalStartTrace
SalEndTrace

例

bOk=SalTrace(EVENT_Warning,'Userenteredanullpassword')

ファイル関数
SalFileClose
構文

bOk=SalFileClose(hFile)

説明

ファイルを閉じます。

パラメータ

hFile

受け取りのファイル・ハンドル。閉じるファイルのハンドル。関数から戻さ
れるとき、このパラメータは Null になります。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。
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参照

SalFileOpen

例

If NOT SalFilePutStr(hFile,sLine)
Call SalFileClose(hFile)
Call SalMessageBeep(0)

SalFileCopy
構文

nStatus=SalFileCopy(strSourcePath,strDestPath,bOverWrite)

説明

あるファイル(コピー元)の内容を別のファイル(コピー先)にコピーします。

パラメータ

strSourcePath

文字列。コピー元ファイルのフル・パス名。

strDestPath

文字列。コピー先ファイルのフル・パス名。ブール値。コピー先ファイルを
上書きするか(TRUE)、しないか(FALSE)を指定します。

bOverWrite

コピー先ファイルがすでに存在し、bOverWrite が FALSE の場合には、
SalFileCopy 関数は失敗し、FILE_CopyExist を返します。コピー先ファイル
がすでに存在し、bOverWrite が TRUE のとき、SalFileCopy 関数は正常に
実行され、コピー先ファイルは上書きされます。

戻り値

nStatus には、次のどれかの値を返します。
FILE_CopyDest
FILE_CopyExist
FILE_CopyOK
FILE_CopyRead
FILE_CopySrc
FILE_CopyWrite

例

Set bLogFileSaved=SalFileCopy('C:\\DB\\APP.LOG','C:\\DB\\APP.OLD',TRUE)

SalFileCreateDirectory
構文

bOk=SalFileCreateDirectory(strDir)

説明

ディレクトリを作成します。

パラメータ

strDir

戻り値

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE を返します。指定された名前のディレクトリまた

文字列。新しいディレクトリのフル・パス名。

はファイルがすでに存在するとき、または指定されたディレクトリへのパスが見つからないとき
は FALSE を返します。
参照

SalFileRemoveDirectory

例

Set DirCreated=SalFileCreateDirectory('C:\\NOTES\\REL2')

SalFileGetC
構文

bOk=SalFileGetC(hFile,nChar)

説明

開いているファイルの次の 1 バイトを返します。ファイルに非 ASCII(ANSI)文字または 16 ビット
文字が含まれているときは、SalFileGetChar 関数ではなくこの関数を使います。
戻される文字が 2 バイト文字のときは、1 バイト目が上位バイトに、2 バイト目が下位バイトに
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入ります。1 バイト目を取得するには SalNumberHigh 関数、2 バイト目を取得するには
SalNumberLow 関数を使います。
パラメータ

戻り値

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

nChar

受け取り数値。hFile 内の次の文字。

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE を返します。ファイルから次の文字を読み取
ることができないとき、または hFile に無効なファイル・ハンドルが渡されたときは FALSE を返し
ます。

参照

SalFilePutC

例

Call SalFileOpen(hFile,'C:\\DB\\APP.LOG', OF_Read|OF_Binary)

SalFileGetChar
構文

nChar=SalFileGetChar(hFile)

説明

開いているファイルの次の 1 バイトを返します。

パラメータ

hFile

戻り値

nChar には、ANSI 文字を表す数値を返します。ファイルの終わりに達すると、-1 を返します。

参照

SalFilePutChar

例

If SalFileOpen(fhDestFile,strDestFile,OF_Create|OF_ReadWrite)

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

Loop
SetnChar=SalFileGetChar(fhSrcFile)
...

SalFileGetCurrentDirectory
構文

bOk=SalFileGetCurrentDirectory(strPath)

説明

現在の作業用のディレクトリのフル・パス名を取得します。

パラメータ

strPath

受け取り文字列。現在の作業ディレクトリのフル・パス名(ドライブ名を含
む)。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileSetCurrentDirectory

例

If NOT SalFileGetCurrentDirectory(strCurrentDir)
Return FALSE

SalFileGetDateTime
構文

bOk=SalFileGetDateTime(strFilename,dtDateTime)

説明

指定したファイルの更新日時を取得します。

パラメータ

strFilename

文字列。更新日時を取得するファイルの名前。

dtDateTime

受け取りの日付/時刻。strFilename の更新日時。
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戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileSetDateTime

例

Set bOk = SalFileGetDateTime('WIN.INI',dtFileDate)

SalFileGetDrive
構文

strDriveLetter=SalFileGetDrive()

説明

デフォルトの(カレント)ディスク・ドライブのドライブ名を取得します。

パラメータ

なし

戻り値

strDriveLetter には、カレント・ディスク・ドライブを識別する文字列を返します。最初の文字は
「A」から「Z」までのアルファベット、2 番目の文字はコロン(:)です。

参照

SalFileSetDrive

例

If SalFileGetDrive()='A'
Set blsDriveA=TRUE
Else
Set blsDriveA=FALSE

SalFileGetStr
構文

bOk=SalFileGetStr(hFile,strBuffer,nBufferSize)

説明

開いているファイルから次の行を取得します。取得された文字列の末尾にある復帰/改行は取
り除かれます。

パラメータ

戻り値

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

strBuffer

受け取り文字列。戻された文字列。

nBufferSize

数値。読み取る最大のバイト数。

bOk には、ファイルの読み取りが正常に行われたときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返
します。ファイルの終わりに達したときも FALSE を返します。

参照

SalFilePutStr

例

If SalFileGetStr (fhSrcFile,strText,LINE_SIZE)
Call SalFilePutStr(fhDestFile,strText)
Else
Break

SalFileOpen
構文

bOk=SalFileOpen(hFile,strFileName,nStyle)

説明

ファイルを開いたり、もう一度開いたり、作成したり、削除したりします。

パラメータ

hFile

受け取りのファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

strFileName

文字列。開くファイル、作成するファイル、削除するファイル、またはテスト
するファイルの名前。
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nStyle

数値。ファイルを開く方法を指定する定数。nStyle には、ビット OR 演算子
(|)で 1 つまたは複数のスタイルを結合して指定できます。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileClose
SalListFilesSalFileOpenExt

例

CallSalFileOpen(fhSrcFile,strSrcFile,OF_Read)

SalFileOpenExt
構文

bOk=SalFileOpenExt(hFile,strFileName,nStyle,strReopen)

説明

ファイルを開きます。または再度開きます。260 文字までの長いファイル名がサポートされてい
ます。

パラメータ

hFile

受け取りのファイル・ハンドル。開いている、または再度開いているファイ
ルのハンドル。

strFileName

文字列。開くファイル、作成するファイル、削除するファイル、またはテスト
するファイルの名前。

nStyle

数値。ファイルを開く方法を指定する定数。nStyle には、OR 演算子(|)を
使用して複数のスタイルを結合して指定できます。

strReopen

受け取り文字列。ファイルをもう一度開くときに使う情報。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileOpen
SalFileOpenPC

例

If SalFileOpenExt(hFile,'C:\\AUTOEXEC.BAT',OF_Read,strReopen)

SalFilePutC
構文

bOk=SalFilePutC(hFile,nChar)

説明

開いているファイルに 1 文字書き込みます。ファイルに ASCII(ANSI)以外の文字または 2 バイト
文字が含まれているときは、SalFilePutChar 関数ではなく、この関数を使います。

パラメータ

戻り値

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

nChar

数値。hFile に書き込む文字の非 ASCII 値または 2 バイト数値。

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE、hFile に書き込みできないときは FALSE を返し
ます。

参照

SalFileGetC

例

Loop
Call SalFilePutC(hFile,nNull)
If nCount=5
Break
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Set nCount=nCount+1

SalFilePutChar
構文

bOk=SalFilePutChar(hFile,nChar)

説明

開いているファイルに 1 文字書き込みます。

パラメータ

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

nChar

数値。hFile に書き込む文字の ANSI 数値。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileGetChar

例

Call SalFileSeek (fhInFile, nFilePos, FILE, _SeekBegin)
Call SalFilePutChar(hFile,nChar)

SalFilePutStr
構文

bOk=SalFilePutStr(hFile,strString)

説明

開いているファイルに文字列を書き込みます。文字列には復帰/改行文字が自動的に追加さ
れます。

パラメータ

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

strString

文字列。書き込む文字列。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileGetStr

例

Loop
!Read each line from the source file and write it to the destination file
If SalFileGetStr(fhSrcFile,strText,LINE_SIZE)
Call SalFilePutStr(fhDestFile,strText)

SalFileRead
構文

nResult=SalFileRead(hFile,strBuffer,nBufferLength)

説明

開いているファイルからデータを読み取り、文字列に入れます。

パラメータ

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。strBuffer 受け取り文
字列。読み取るデータを入れる文字列。

nBufferLength
戻り値

数値。読み取るバイト数。

nResult には、実際に読み取ったバイト数を返します。途中でファイルの終わりに達すると、指
定したバイト数よりも小さいバイト数を返します。

参照

SalFileWrite

例

Call SalFileSeek(fhInFile,nFilePos,FILE_SeekBegin)
Loop
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Set nCharsRead=SalFileRead(fhInFile,strBuffer,nRecSize)

SalFileRemoveDirectory
構文

bOk=SalFileRemoveDirectory(strDir)

説明

ディレクトリを削除します。

パラメータ

strDir

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。strDir に

文字列。削除するディレクトリのフル・パス名。

ファイルまたはその他のディレクトリが含まれているときも、FALSE を返します。
参照

SalFileCreateDirectory

例

Set bNotesOldDeleted=SalFileRemoveDirectory(strDir)

SalFileSeek
構文

bOk=SalFileSeek(hFile,nBytes,nPosition)

説明

開いているファイルの中で、ファイル・ポインタを移動します。その次のファイル操作(読み取り
や書き込みなど)は、移動後の新しい位置で実行されます。

パラメータ

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

nBytes

数値。ファイル・ポインタの特定の位置。次のファイル操作が行われる場
所を、nPosition で示す位置からのバイト数で指定します。

nPosition

数値。ファイル・ポインタ移動の起点となる位置。次のどれかです。
FILE_SeekBegin
FILE_SeekCurrent
FILE_SeekEnd

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileTell

例

Call SalFileSeek(fhInFile,0,FILE_SeekBegin)

SalFileSetCurrentDirectory
構文

bOk=SalFileSetCurrentDirectory(strPath)

説明

現在の作業ディレクトリを変更します。指定したパスにドライブ名が含まれていないときは、デ
フォルト・ドライブのカレント・ディレクトリを変更します。それ以外のときは、指定したドライブの
カレント・ディレクトリを変更します。ただし、そのドライブはカレント・ドライブにはなりません。

パラメータ

strPath

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileGetCurrentDirectory
SalFileSetDrive

文字列。新しいカレント作業ディレクトリのパス名。
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例

Set DirOk=SalFileSetCurrentDirectory('C:\\NOTES\\REL2')

SalFileSetDateTime
構文

bOk=SalFileSetDateTime(strFilename,dtDateTime)

説明

指定したファイルの更新日時を設定します。

パラメータ

strFilename

文字列。更新日時を設定するファイルの名前。

dtDateTime

日付/時刻。更新日時。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileGetDateTime

例

Set bOk=SalFileSetDateTime('SQL.INI',SalDateCurrent())

SalFileSetDrive
構文

bOk=SalFileSetDrive(strDriveLetter)

説明

カレント・ディスク・ドライブを指定したドライブ名にします。

パラメータ

strDriveLetter

文字列。新しいディスク・ドライブ名。このパラメータの値の長さは 1 文字
です。それよりも長い値を指定しても、最初の文字しか読まれません。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalFileGetDrive
SalFileSetCurrentDirectory

例

Set bDriveIsC=SalFileSetDrive('c')

SalFileTell
構文

nPos=SalFileTell(hFile)

説明

開いているファイルの中の現在の位置を返します。

パラメータ

hFile

戻り値

nPos には、hFile の中での現在の位置を返します。エラーが発生すると、-1 を返します。

参照

SalFileSeek

例

Set nRecPos=SalFileTell(fhInFile)

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。

SalFileWrite
構文

nResult=SalFileWrite(hFile,strBuffer,nBufferLength)

説明

開いているファイルに文字列を書き込みます。

パラメータ

hFile

ファイル・ハンドル。開いているファイルのハンドル。
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strBuffer

文字列。hFile に書き込む文字列。

nBufferLength

数値。書き込むバイト数。

戻り値

nResult には、実際に書き込まれたバイト数を返します。

参照

SalFileRead

例

Call SalFileWrite(fhInFile,strCharBuf,1)

その他の関数
SalAbort
構文

bOk=SalAbort(nExitCode)

説明

アプリケーションのアクションを中止します。SalAbort は、ステータスを戻さずに現在の呼び出
し手順を終了するときに使います。たとえば、内部関数呼び出しまで何層も積み重なっている
アプリケーションでエラーが起こったような場合、SalAbort を呼び出すと、現在の呼び出し手順
が終了し、アプリケーションはその手順の最初の関数を呼び出す前の状態に戻ります。

パラメータ

nExitCode

受け取り数値。SalAbort によって実行される終了の状態。入力としてのこ
のパラメータを無視します。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

If NOT SqlConnect(hSql)
Call SalAbort(-1)

SalComCleanupMode
構文

voidSalComCleanupMode(bLateCleanup)

説明

未使用の COM+スレッドのリソースがいつクリーンアップされるかを決定します。

パラメータ

bLateCleanup

ブール値。FALSE を指定すると、スレッドに残っている最後のオブジェクト
が破棄され次第クリーンアップされます(早期クリーンアップ)。TRUE を指
定すると、COM+サーバー・アプリケーションが終了するまでクリーンアップ
が延期されます(遅延クリーンアップ)。

戻り値

なし。デフォルトの動作は、早期クリーンアップです。

例

Call SalComCleanupMode(TRUE)

SalEventLogSetName
構文

bOk=SalEventLogSetName(strName)

説明

イベント・ログ・ビューアのソース名を変更します。
EventLog の機能が、SalUseEventLog()または SalStartTrace (TRACE_Event..) によって初期化さ
れていない場合は、この後、strName セットを使用する EventLog オブジェクトを作成します。
EventLog オブジェクトは、TRACE_Event に設定されたアウトプットで SalUseEventLog()または
SalStartTrace()が呼び出されるまで使用されません。オブジェクトは、アプリケーションが終了す
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るまで、または SalUseEventLog(FALSE.)が呼び出されるまで初期化されたままの状態でいます。
Windows98、WindowsME、および Linux はイベント・ログ中でのビルドを行いません。レジスト
リ・キーHKEY_CURRENT_USER\Software\Gupta\SAL4.0\EventLogFile の値 LogFilePath が設定
されていない場合のみ、strName で指定された名前はログ・ファイル名として使用されます。詳
細は SalUseEventLog 関数で説明されています。
パラメータ

strName

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalStartTrace
SalTrace

例

なし

文字列。イベント・ログでソースとして使用される名前。

SalGetBufferLength
構文

nLength=SalGetBufferLength(sTargetStr)

説明

指定された文字列を保存するために、バッファで使用されるバイト数を取得します。

パラメータ

sTargetStr

戻り値

nLength には、バイト数を返します。

参照

SalSetBufferLength

例

Set nBuffLength=SalGetBufferLength(‘Peter’)

文字列。ストレージ・バッファの長さの取得元の文字列。

SalGetProfileInt
構文

nValue=SalGetProfileInt(strSection,strEntry,nDefault,strFileName)

説明

初期化ファイルもしくはレジストリの中の指定したセクションのエントリの値(整数)を取得します。

パラメータ

strSection

文字列。セクションの見出し。

strEntry

文字列。値を取り出すエントリ。

nDefault

数値。この関数でエントリが見つからないときに返すデフォルト値(0～
32,767)を指定します。

strFileName

文字列。SalUseRegistry 関数を使って行われた設定に基づく、初期化ファ
イルの名前、または企業名。INI ファイルの探索時に、フル・パスを指定し
ていない場合には、SAL は Windows のサブディレクトリからファイルを探
索します。

戻り値

nValue には、関数が正常に終了したときは、ファイルまたはレジストリの指定セクションのエン
トリの整数値を返します。見つかった値が整数でないときは、ゼロ(0)を返します。指定したエン
トリが SalGetProfileInt で見つからないときは、このエントリのデフォルト値を返します。

参照

SalGetProfileString
SalSetProfileString
SalUseRegistry
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例

Set nValue = SalGetProfileInt(strSection,strEntry,nDefault,strFileName)

SalGetProfileString
構文

nBytes=SalGetProfileString(strSection,strEntry,strDefault,strValue,strFileName)

説明

初期化ファイルもしくはレジストリの中の指定したセクションのエントリの値(文字列)を取得しま
す。

パラメータ

strSection

文字列。セクションの見出し。

strEntry

文字列。値を取り出すエントリ。

strDefault

文字列。この関数でエントリがないときに返すデフォルト値(0～32,767)を
指定します。

strValue

受け取り文字列。strEntry の値。最大値は 1024 バイトです。

strFileName

文字列。SalUseRegistry 関数を使って行われた設定に基づく、初期化ファ
イルの名前、または企業名。INI ファイルの探索時に、フル・パスを指定し
ていない場合には、SAL は Windows のサブディレクトリからファイルを探
索します。

注意:会社名が必要ではないとき、strFileName パラメータには Null 文字列を指定します。

戻り値

nBytes には、strValue にコピーされたバイト数を返します。この値には、文字列の終わりを示す
Null 文字は含まれません。

参照

SalGetProfileInt
SalSetProfileString
SalUseRegistry

例

Set nBytes=SalGetProfileString(strSection,strEntry,strDefault,strValue,strFileName)

SalGetVersion
構文

nType=SalGetVersion()

説明

TD Mobile のバージョンを返します。

パラメータ

なし

戻り値

nType には、TD Mobile バージョンを示す数値を返します。

例

Set nVersion = SalGetVersion ()

SalLoadApp
構文

bOk=SalLoadApp(strAppName,strParameters)

説明

アプリケーションを起動します。

パラメータ

strAppName

文字列。起動するアプリケーションの名前。
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strParameters

文字列。任意選択のコマンド・ライン引数。strParameters 内の半角スペー
スは１つのトークン(argument)の終わりと次の開始を示します。
SalLoadApp(‘example.exe’, ‘one two three’)とすると 3 つのパラメータが
example.exe に渡します。1 つのパラメータに空白を含む場合には、ダブ
ルクォーテーションを用います。

戻り値

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE、アプリケーションを見つけられなかったり、起
動できなかったりしたときは FALSE を返します。

参照

SalLoadAppAndProcessMsgs
SalLoadAppAndWait

例

Call SalLoadApp( 'example.exe', '"Hello there" "TD Mobile"' )

SalLoadAppAndWait
構文

bOk=SalLoadAppAndWait(strAppName,nMode,nRet)

説明

アプリケーションを起動してからそれが終了するのを待って、制御を元のアプリケーションに戻
します。

パラメータ

strAppName

文字列。起動するアプリケーション名。コマンド・ライン引数との間にはス
ペースを入れます。

nMode

数値。表示モード。次にリストされている window_*定数を指定します。
Window_Maximized
Window_Minimized
Window_Normal
Window_NotVisible

nRet

受け取り数値。戻りステータス。関数が正常に終了した(bOk には TRUE)
場合、nRet には呼び出したアプリケーションの終了ステータスが入ります。
通常の場合、ゼロの終了ステータスは実行が正常に終了したことを意味
します。bOk が TRUE でも、呼び出したアプリケーションがメッセージ・ルー
プに入る前に終了すると、その終了ステータスは SAL には知らされません。
このような場合、プログラムはゼロの終了ステータスで終了した場合と同
じように、nRet はゼロになります。
この関数が失敗した(bOk は FALSE)ときには、Windows がそのアプリケー
ションを起動できない理由を示すエラー・コードが nRet に戻されます。
nRet の値には、この関数が失敗したとき、MicrosoftVisualC++からインク
ルード・ファイル、error.h を持ってきます。

戻り値

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE、終了できないときは FALSE を返します。

参照

SalLoadApp
SalLoadAppAndProcessMsgs

例

Call SalLoadAppAndWait(DBWindow.EXE,WINDOW_Normal, nRecstatus)
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SalLoadAppAndProcessMsgs
構文

bOk=SalLoadAppAndProcessMsgs(strAppName,nMode,nRet)

説明

アプリケーションを起動してからそれが終了するのを待って、制御を元のアプリケーションに戻
します。しかしながら、SalLoadAppAndWait とは違い、起動元のアプリケーションはメッセージを
処理し続けることができます。

パラメータ

strAppName

文字列。起動するアプリケーション名。コマンド・ライン引数との間にはス
ペースを入れます。

nMode

数値。表示モード。次にリストされている window_*定数を指定します。
Window_Maximized
Window_Minimized
Window_Normal
Window_NotVisible

nRet

受け取り数値。戻りステータス。関数が正常に終了した(bOk には TRUE)
場合、nRet には呼び出したアプリケーションの終了ステータスが入ります。
通常の場合、ゼロの終了ステータスは実行が正常に終了したことを意味
します。bOk が TRUE でも、呼び出したアプリケーションがメッセージ・ルー
プに入る前に終了すると、その終了ステータスは SAL には知らされません。
このような場合、プログラムはゼロの終了ステータスで終了した場合と同
じように、nRet はゼロになります。
この関数が失敗した(bOk は FALSE)ときには、Windows がそのアプリケー
ションを起動できない理由を示すエラー・コードが nRet に戻されます。
nRet の値には、この関数が失敗したとき、MicrosoftVisualC++からインク
ルード・ファイル、error.h を持ってきます。

戻り値

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE、終了できないときは FALSE を返します。

参照

SalLoadApp
SalLoadAppAndWait

例

なし

SalMessageBeep
構文
説明

bOk=SalMessageBeep(nAlertLevel)
WIN.INI の[sounds]セクションに定義されている、所定のシステム・アラート・レベルに対応して、
ビープ音を鳴らします。コントロールパネルのサウンド・アプリケーションで、各アラート・レベル
にサウンドを設定できます。

パラメータ

nAlertLevel

数値。アラート・レベル:0xFFFFFFFF(-1)コンピュータ・スピーカーを使った標
準ビープ音
MB_IconAsterisk
MB_IconExclamation
MB_IconStop
MB_IconQuestion
MB_Ok
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戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SalMessageBeep(-1)

SalPause
構文

bOk=SalPause(nMilliseconds)

説明

アプリケーションでブロッキングなしの停止をします。これは特に COM 環境においてリエントラ
ント・コードで問題が発生する可能性があるので、十分に注意して使用してください。

パラメータ

nMilliseconds

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SalPause(500)

数値。停止の長さ(ミリ秒)。

SalSetBufferLength
構文

bOK=SalSetBufferLength(sTargetStr,nBuffLength)

説明

指定された文字列を保存するために、バッファで使用されるバイト数を設定します。

パラメータ

sTargetStr

ストレージ・バッファの長さの設定先の文字列変数。

nBuffLength

文字列変数バッファで使用されるストレージのバイト数。

戻り値

bOk はブール値です。API が正常に終了したときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalGetBufferLength

例

String sTest
Call SalSetBufferLength(sTest,5)

SalSetErrorInfo
構文

bOK=SalSetErrorInfo(nCode,sDesc,sHelpfileName,nHelpContext)

説明

メソッド内にエラーが生じるとき、標準のエラー情報を設定するために SalSetErrorInfo を呼び
出します。この関数でユーザーが指定した情報を受け取り、COMEXCEPINFO 構造体に設定し、
Invoke 後にクライアントへポインタを渡します。EXCEPINFO 構造体はサーバーで発生した例外
を示します。この関数で処理は停止されません。この関数はメソッドが実行する処理の最終行
に記述します。

パラメータ

nCode

エラーを識別する番号です。この番号には-1000 未満の負の数を指定し
ます。0 または正の数を指定すると、値は汎用的なエラー・コード E_FAIL
に変換されます。Invoke の呼び出しによって返される実際のエラー・コー
ドは DISP_E_EXCEPTION です。これは、サーバーで例外が発生したことを
示します。

sDesc

ユーザーを考慮した、人が判読できるエラー記述です。

sHelpfileName

エラーの詳細情報が記載されたヘルプ・ファイルの完全修飾ドライブ、パ
スおよびファイル名です。
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nHelpContext

ヘルプ・ファイルのトピックのヘルプ・コンテキストの識別子です。このフィ
ールドは、sHelpfileName が空の場合は無視されます。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

SalSetProfileString
構文

bOk=SalSetProfileString(strSection,strEntry,strValue,strFileName)

説明

初期化ファイルの指定されたセクションのエントリの値を設定します。すべてのプロファイル情
報は文字列として格納されているので、整数を格納する場合には、まずそれを文字列に変換
しなければなりません。その後、SalGetProfileInt 関数を使うと、整数として取得できます。

パラメータ

strSection

文字列。セクションの見出し。

strEntry

文字列。関連する値が設定されるエントリ。

strValue

文字列。strEntry の値。

strFileName

文字列。SalUseRegistry 関数を使って行われた設定に基づく、初期化ファ
イルの名前、または企業名。INI ファイルの探索時に、フル・パスを指定し
ていない場合には、SAL は Windows のサブディレクトリからファイルを探
索します。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalGetProfileInt
SalGetProfileString
SalUseRegistry

例

Set bOk = SalSetProfileString(strSection,strEntry,strValue, strFileName)

SalUseEventLog
構文

bOk=SalUseEventLog(bUseEventLog,bContinueProcessing)

説明

この関数は、ポップアップ・メッセージ・ボックスから Windows イベント・ログへのイベント処理
のリダイレクトを開始、または終了するために使用します。オペレーティング・システムによって
は、Windows イベント・ログがサポートされない場合があります。
bUseEventLog=TRUE を指定してこの関数を呼び出すと、レジストリ・キーが確認され、レジスト
リ・キーがない場合は作成されます。このキーは、次のようなものになります。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SWMSG40
注意:アプリケーションを起動しているユーザーが Administrator の権限を持っていない場合、レジ
ストリ・キーを作成できません。

パラメータ

bUseEventLog

イベント・ログのときは TRUE、ポップアップメッセージボックスのときは
FALSE を返します。

bContinueProcessing
回復可能な SQL イベントが発生したときにアプリケーションを自動的に再
開するかどうかを指定します。そのようなイベントは、ポップアップ・メッセ
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ージ・ダイアログ・ボックス内で表示されると、[はい]または[続ける]プッシ
ュ・ボタンが表示されます。この動作を取得するには、パラメータを TRUE
に設定します。回復可能な SQL イベントの実行を停止するには、FALSE に
設定します。非 SQL イベントが発生した場合は、bContinue Processing の
設定に関係なく実行は必ず停止します。
戻り値

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set bOk=SalUseEventLog(TRUE,TRUE)

SalUseRegistry
構文

bOk=SalUseRegistry(bUseRegistry,sCompanyName)

説明

この関数は、すべての SalProfile*関数をリダイレクトして、レジストリを利用する場合に使いま
す。SalProfile*関数の値はすべて文字列として保存されます。INI ファイル名(SalProfile*関数の
最後のパラメータとして使われていた名前)が、アプリケーションの名前として使われるようにな
ります。結果として、パスは次のようになります。
\\HKEY_CURRENT_USER\Software\<企業名>\<アプリケーション名>\<セクション>\<設定>\

パラメータ

bUseRegistry
sCompanyNam

レジストリを使う場合は TRUE、INI ファイルを使う場合は FALSE を返します。
レジストリで使われる会社名。

戻り値

bOk には、関数が正常に終了したときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set bOk = SalUseRegistry (bUseRegistry, sCompanyName)
CallSalValidateSet(hWndItem,TRUE,0)

数値関数
SalNumberAbs
構文

nNum=SalNumberAbs(nValue)

説明

数値の絶対値を計算します。

パラメータ

nValue

戻り値

nNum には、nValue の絶対値を返します。

例

Set nNum1=SalNumberAbs(-12)

数値。絶対値を計算する数値。

SalNumberArcCos
構文

nArcCos=SalNumberArcCos(nValue)

説明

0 から 1 の範囲の値のアークコサインを計算します。値の定義域は-1 から 1 までです。

パラメータ

nValue

戻り値

nArcCos には、nValue のアークコサインを返します。nValue が-1 未満か 1 よりも大きいときは、

数値。アークコサインを計算したい数値。

NUMBER_Null を返します。
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例

Set nNum1=SalNumberArcCos(1)

SalNumberArcSin
構文

nArcSin=SalNumberArcSin(nValue)

説明

値のアークサインを計算します。値の定義域は-1 から 1 までです。

パラメータ

nValue

戻り値

nArcSin には、nValue のアークサインを返します。nValue が-1 未満か 1 よりも大きいときは、

数値。アークサインを計算したい数値。

NUMBER_Null を返します。
例

Set nNum1=SalNumberArcSin(1)

SalNumberArcTan
構文

nArcTan=SalNumberArcTan(nValue)

説明

値のアークタンジェントを計算します。

パラメータ

nValue

戻り値

nArcTan には、nValue のアークタンジェントを返します。nArcTan の値の範囲は、-1 から 1 まで

数値。アークタンジェントを計算したい数値。

です。
参照

SalNumberArcTan2

例

Set nNum1=SalNumberArcTan(1)

SalNumberArcTan2
構文

nArcTan2=SalNumberArcTan2(nValueY,nValueX)

説明

2 つの値のアークタンジェントを計算します。この関数は、両方のパラメータの符号を使って、
戻り値の象限を決定します。

パラメータ

戻り値

nValueY

数値。アークタンジェントを求める 2 つの値の 1 つ。

nValueX

数値。アークタンジェントを求めるもう一方の値。

nArcTan2 には、nValueY および nValueX のアークタンジェントを返します。nArcTan2 の範囲は1/2 から 1/2 までです。

参照

SalNumberArcTan

例

Set nNum1=SalNumberArcTan2(1,0)

SalNumberCos
構文

nCos=SalNumberCos(nAngle)

説明

角度のコサインを計算します。角度は、ラジアンで指定しなければなりません。

パラメータ

nAngle

数値。コサインを計算したい角度の値。
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戻り値

nCos には、nAngle のコサインを返します。角度が大きいと、nCos の有効桁が部分的に失われ
ることがあります。また、角度が非常に大きいために有効桁がすべて失われたときは、0 を返
します。

参照

SalNumberCosH

例

Set nNum1=SalNumberCos(0)

SalNumberCosH
構文

nCosH=SalNumberCosH(nAngle)

説明

角度の双曲線コサインを計算します。角度は、ラジアンで指定しなければなりません。

パラメータ

nAngle

戻り値

nCosH には、nAngle の双曲線コサインを返します。戻り値が大きすぎるときは、0 を返します。

参照

SalNumberCos

例

Set nNum1=SalNumberCosH(0)

数値。双曲線コサインを計算したい角度の値

SalNumberExponent
構文

nNumExp=SalNumberExponent(nValue)

説明

値の指数関数を計算します。

パラメータ

nValue

戻り値

nNumExp には、nValue のべき乗の結果を返します。アンダーフローやオーバーフローがあっ

数値。指数関数を計算したい値。

たときは、NUMBER_Null を返します。
例

Set nNumExp=SalNumberExponent(2.302585093)

SalNumberHigh
構文

nHi=SalNumberHigh(nValue)

説明

数値の上位ワード値(上位 16 ビット)を戻します。

パラメータ

nValue

数値。上位ワード値を求める対象の数値。nValue は符号なしの 32 ビット
の数値として扱われます。

戻り値

nHi には、nValue の上位ワード値を返します。

参照

SalNumberLow
VisNumberMakeLong(オンライン・ヘルプの「VisualToolchest」セクション)

例

Set nHi=SalNumberHigh(0xffffaaaa)

SalNumberHypot
構文

nHypotenuse=SalNumberHypot(nX,nY)

説明

2 辺の長さを与えれば、直角三角形の斜辺の長さを計算します。
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パラメータ

戻り値

nX

数値。直角三角形の 1 辺の長さ。

nY

数値。直角三角形のもう 1 辺の長さ。

nHypotenuse には、直角三角形の斜辺の長さを返します。斜辺の計算がオーバーフローする
と、0 を返します。

例

Set nHypotenuse=SalNumberHypot(3,4)

SalNumberLog
構文

nLog=SalNumberLog(nValue)

説明

数値の自然対数を計算します。

パラメータ

nValue

戻り値

nLog には、nValue の自然対数を返します。nValue が負数または 0 のときは、NUMBER_Null

数値。自然対数を計算したい数値。

を返します。
参照

SalNumberLogBase10

例

Set nLog=SalNumberLog(1000)

SalNumberLogBase10
構文

nLogBase10=SalNumberLogBase10(nValue)

説明

ある数の、10 を底とする対数を計算します。

パラメータ

nValue

戻り値

nLogBase10 には、底が 10 である nValue の対数を返します。nValue が負数または 0 のときは、

数値。底が 10 の対数を計算したい数値。

NUMBER_Null を返します。
参照

SalNumberLog

例

Set nLogBase10=SalNumberLogBase10(1000)

SalNumberLow
構文

nLo=SalNumberLow(nValue)

説明

数値の下位ワード値(下位 16 ビット)を戻します。

パラメータ

nValue

数値。下位ワード値を求める対象の数値。nValue は符号なしの 32 ビット
の数値として扱われます。

戻り値

nLo には、nValue の下位ワード値を返します。

参照

SalNumberHigh
VisNumberMakeLong

例

Set nLo=SalNumberLow(0xffffaaaa)
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SalNumberMax
構文

nNumMax=SalNumberMax(nVal1,nVal2)

説明

2 つの値のうち大きい方の値を戻します。

パラメータ

nVal1

数値。2 つの値の 1 番め。

nVal2

数値。2 つの値の 2 番め。

戻り値

nNumMax には、nVal1 と nVal2 の大きい方の値を返します。

参照

SalNumberMin

例

Set nNumMax=SalNumberMax(1765.2,-2)

SalNumberMin
構文

nNumMin=SalNumberMin(nVal1,nVal2)

説明

2 つの値のうち小さい方の値を返します。

パラメータ

nVal1

数値。2 つの値の 1 番め。

nVal2

数値。2 つの値の 2 番め。

戻り値

nNumMin には、nVal1 と nVal2 の小さい方の値を返します。

参照

SalNumberMax

例

Set nNumMin=SalNumberMin(1765.2,-2)

SalNumberMod
構文

nModulo=SalNumberMod(nNumber,nNumberMod)

説明

数値の剰余を返します。この関数は、nNumber を nNumberMod で除算して、その余りを返し
ます。

パラメータ

nNumber

数値。除算される数値(被除数)。

nNumberMod

数値。nNumber を除算する数値(除数)。

戻り値

nModulo には、nNumber を nNumberMod で除算した余りを返します。

例

Set nNumber=SalNumberMod(5,2)

SalNumberPi
構文

nNumPi=SalNumberPi(nValue)

説明

数値に π(円周率)を掛け算します。π は、3.1415926535979323 です。

パラメータ

nValue

戻り値

nNumPi には、nValue に π を掛けた値を返します。

数値。π を掛ける数値。

111

例

Set nNumPi=SalNumberSin(SalNumberPi(1)/2)

SalNumberPower
構文

nNumPower=SalNumberPower(nX,nY)

説明

nX の nY 乗を計算します。この関数は、1.0E100 などの 2 の 64 乗よりも大きな整数型浮動小
数点値は認識しません。

パラメータ

戻り値

nX

数値。nY をべき乗する数値。

nY

数値。べき指数。

nNumPower には、nX の nY 乗を返します。また、条件によって次のようになります。
1.

nX が 0 ではなくて nY が 0 なら、nNumPower には 1 を返します。

2.

nX が 0 で nY が負なら、nNumPower には 0 を返します。

3.

nX と nY が両方とも 0 か、nX が負で nY が自然数でないと、nNumPower にはエラーの

発生を示す 0 を返します。
4.
例

オーバーフローやアンダーフローが発生したときは、nNumPower には 0 を返します。

Set nNumPow=SalNumberPower(2,3)

SalNumberRandInit
構文

bOk=SalNumberRandInit(nSeed)

説明

SalNumberRandom を使って一連の疑似乱数を生成するための始点を設定します。
SalNumberRandInit は、たとえば再現可能な実験を行うときなど、一群の同じ疑似乱数を繰り
返して生成したいときにも使います。SalNumberRandInit とその後に続けて SalNumberRandom
を何度も呼び出します。一連の乱数を繰り返すには、同じ乱数系列を指定して
SalNumberRandInit を再度呼び出してから、SalNumberRandom を何度も呼び出します。

パラメータ

nSeed

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalNumberRandom

例

Call SalNumberRandInit(12)

数値。開始点。0～32767 の範囲の自然数。

SalNumberRandom
構文

nRandomNum=SalNumberRandom()

説明

疑似乱数を生成します。この関数で生成される数値は、0～32767(0～0x7FFF)の範囲の整数で
す。

パラメータ

なし

戻り値

nRandomNum には、疑似乱数(整数)を返します。

参照

SalNumberRandInit
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例

Call SalNumberRandInit(12)
Set nRandNum=SalNumberRandom()

SalNumberRound
構文

nResult=SalNumberRound(nNumber)

説明

数値を丸めた値を戻します。
数値の小数部分が 0.5 以上のときは、数値は切り上げられます。たとえば、124.33 という数値
では 124 が返され、124.56 では 125 が返されます。

パラメータ

nNumber

戻り値

nResult には、四捨五入した後の nNumber の値を返します。

例

Set nNumber=SalNumberRound(124.5)

数値。四捨五入される数値。

SalNumberSin
構文

nSin=SalNumberSin(nAngle)

説明

角度のサインを計算します。角度は、ラジアンで指定しなければなりません。

パラメータ

nAngle

戻り値

nSin には、nAngle のサインを返します。角度が大きいと、nSin の有効桁が部分的に欠落する

数値。サインを計算したい角度の値。

ことがあります。角度が大きすぎて有効桁がすべて欠落したときは、0 を返します。
参照

SalNumberSinH

例

Set nNum=SalNumberSin(SalNumberPi(1)/2)

SalNumberSinH
構文

nSinH=SalNumberSinH(nAngle)

説明

角度の双曲線サインを計算します。角度は、ラジアンで指定しなければなりません。

パラメータ

nAngle

戻り値

nSinH には、nAngle の双曲線サインを返します。角度が大きすぎると、0 を返します。

参照

SalNumberSin

例

Set nNum=SalNumberSinH(0)

数値。双曲線サインを計算したい角度の値。

SalNumberSqrt
構文

nSqrt=SalNumberSqrt(nValue)

説明

数値の平方根を計算します。

パラメータ

nValue

戻り値

nSqrt には、nValue の平方根を返します。nValue が負のときは、有効領域の範囲外の値とな

数値。平方根を計算したい数値。

り、0 を返します。
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例

Set nSqrt=SalNumberSqrt(36)

SalNumberTan
構文

nTan=SalNumberTan(nAngle)

説明

角度のタンジェントを計算します。角度は、ラジアンで指定しなければなりません。

パラメータ

nAngle

戻り値

nTan には、nAngle のタンジェントを返します。角度が大きいと、nTan の有効桁が部分的に失

数値。タンジェントを計算したい角度の値。

われることがあります。角度が大きすぎて有効桁がすべて失われると、0 を返します。
参照

SalNumberTanH

例

Set nNum=SalNumberTan(SalNumberPi(1)/4))

SalNumberTanH
構文

nTanH=SalNumberTanH(nAngle)

説明

角度の双曲線タンジェントを計算します。角度は、ラジアンで指定しなければなりません。

パラメータ

nAngle

戻り値

nTanH には、nAngle の双曲線タンジェントを返します。角度が大きいと、nTanH の有効桁が部

数値。双曲線タンジェントを計算したい角度の値。

分的に失われることがあります。角度が大きすぎて有効桁がすべて失われると、0 を返します。
参照

SalNumberTan

例

Set nNum=SalNumberTanH(3.7)

SalNumberToChar
構文

strChar=SalNumberToChar(nNumber)

説明

10 進数を ASCII 文字に変換します。

パラメータ

nNumber

戻り値

strChar には、nNumber から変換された文字を返します。

参照

SalStrFirstC

例

Set sChar = SalNumberToChar(65)

数値。変換される数値。

!sChar is now ‘A’

SalNumberToHString
構文

strString=SalNumberToHString(nHString)

説明

数値を文字列ハンドルに変換します。

パラメータ

nHString

戻り値

strString には、変換された数値を表す文字列ハンドルを返します。

数値。変換する文字列ハンドルの数値。戻り値
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参照

SalHStringToNumber

例

Set strString=SalNumberToHString(lParam)
Set nBuffLen=SalStrGetBufferLength(strString)

SalNumberToStr
構文

nLength=SalNumberToStr(nNumber,nDecimalPlaces,strString)

説明

数値を文字列に変換します。

パラメータ

nNumber

数値。変換される数値。

nDecimalPlaces

数値。strString で指定したい小数点以下の桁数。

strString

受け取り文字列。nNumber から変換された文字列。

戻り値

nLength には、小数点も含めた strString の長さを返します。

参照

SalNumberToStrX
SalStrToNumber

例

Set nLength=SalNumberToStr(124.5,1,strString)

SalNumberToStrX
構文

strString=SalNumberToStrX(nNumber,nDecimalPlaces)

説明

数値を文字列に変換します。

パラメータ

nNumber

数値。変換される数値。

nDecimalPlaces

数値。strString で指定したい小数点以下の桁数。

戻り値

strString には、nNumber から変換された文字列を返します。

参照

SalNumberToStr
SalStrToNumber

例

Set sNum=SalNumberToStrX(nNum, 2 )

SalNumberTruncate
構文

nResult=SalNumberTruncate(nNumber,nPrecision,nScale)

説明

数値を切り捨てます。

パラメータ

nNumber

数値。左から数えた、切り捨てる数値。

nPrecision

数値。左から数えた、表示する桁数

nScale

数値。小数点以下の桁数。nPrecision パラメータは、このパラメータに指
定する桁数がすべて入る大きさでなければなりません。

戻り値

nResult には、切り捨てた後の nNumber を返します。

例

Set nNum=SalNumberTruncate(10.0625,4,4)
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オブジェクト関数
SalObjCreateFromString
構文

RefObject=SalObjCreateFromString(StrClassName)

説明

ユーザー定義クラスのオブジェクトを作成します。クラス名は StrClassName の値によって決定
されます。

パラメータ

StrClassName

戻り値

参照値。関数が成功した場合、作成されたオブジェクトを参照します。関数が失敗した場合、

文字列。ユーザー定義クラスの名前です。

RefObject に OBJ_Null が入ります。
参照

SalObjIsDerived()
SalObjGetType()
SalObjIsNull()
SalObjIsValidClassName()

例

Return SalObjCreateFromString(“Canimal”)

SalObjGetType
構文

StrClassName=SalObjGetType(RefObject)

説明

RefObject によって引用されたオブジェクトのクラス名を決定してください。この関数を呼び出す
と、RefObject によって引用された実タイプのオブジェクト(宣言したタイプではない RefObject)を
返します。

パラメータ
戻り値

RefObject

参照値。クラス名が決定されることになっているオブジェクト名への参照。

文字列。関数が成功したとき、RefObject によって引用されたオブジェクトのクラス名を返します。
失敗したときは STRING_Null を返します。

例

Return "Class type of objAnimal is: " || SalObjGetType( objAnimal )

参照

SalObjCreateFromString()
SalObjIsDerived()
SalObjIsNull()
SalObjIsValidClassName()

SalObjIsDerived
構文

bDerived=SalObjIsDerived(RefObject,StrClassName)

説明

RefObject によって宣言されたオブジェクトが確定したユーザー定義クラスのインスタンス
(StrClassName)あるいはサブクラスがユーザー定義クラスから継承されたインスタンスかどうか
決定します。

パラメータ

RefObject

参照値。問い合わせをしたオブジェクトの参照。

StrClassName

文字列。マッチのために使用するクラス名。
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戻り値

RefObject が StrClassNamel によって識別されたクラスのインスタンスである場合、または
RefObject が StrClassName の値によって識別されたクラスのサブクラスのインスタンスである
場合、TRUE を返します。それ以外の場合は False を返します。

例

Functional Class:CAnimal
DerivedFrom:
Functional Class:Cdog
DerivedFrom: CAnimal
Local Variable:
CAnimal: RefAnimal
CDog: RefDog
Actions
If(SalObjIsDerived(RefAnimal),CAnimal)
Return “RefAnimal is a type of Canimal object”
If( SalObjIsDerived( RefDog ), "CAnimal" )
Return "RefDos is a type of CAnimal object"

参照

SalObjCreateFromString
SalObjGetType
SalObjIsNull
SalObjIsValidClassName

SalObjIsNull
構文

bOK=SalObjIsNull(varClassInst)

説明

この関数は、functionalclass、coclass または interfaceclass 変数が無効かどうかをチェックしま
す。

パラメータ

varClassInst

戻り値

パラメータが Null 参照値の場合は TRUE、Null 参照値でない場合は FALSE を返します。

例

If (SalObjIsNull(RefAnimal))

functionalclass、coclass または interfaceclass 変数。

Set RefAnimal = SalObjCreateFromString("CAnimal")

次の 2 つは同じです。
If SalObjIsNull(udvVar)

および
If udvVar=OBJ_Null

参照

SalObjCreateFromString
SalObjGetType
SalObjIsDerivedSalObjIsValidClassName

SalObjIsValidClassName
構文

bValidClassName=SalObjIsValidClassName(StrClassName)

説明

StrClassName が有効なユーザー定義クラス名を保持するかどうかをチェックします。

パラメータ

StrClassName

戻り値

bValidClassName には StrClassName が有効なユーザー定義クラス名を保持している場合、

文字列。チェックするクラス名。

TRUE を返し、それ以外の場合、FALSE を返します。
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例

Functional Class: CAnimal
DerivedFrom:
Functional Class: Cdog
DerivedFrom:CAnimal
LocalVariable:
CAnimal:RefAnimal
Action:
If ( SalObjIsValidClassName ("CDog") AND SalObjIsDerived(RefAnimal,"CDog")
Set RefAnimal=SalObjCreateFromString("CDog")

参照

SalObjCreateFromString
SalObjGetType
SalObjIsDerived
SalObjIsNull

SQL 関数
SqlClearImmediate
構文

bOk=SqlClearImmediate()

説明

内部 SQL ハンドルをデータベースから切断します。
SqlImmediate を呼び出してデータベースに接続した内部ハンドルは、アプリケーションを終了
するか、SqlClearImmediate を使って明示的に切断するまで接続されたままになります。
SqlClearImmediate を使うと、そのカーソルがデータベースから最後に切断したカーソルの場合
には、COMMIT が暗黙のうちに実行されます。

パラメータ

なし

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlImmediate

例

Set bOk=SqlClearImmediate()

SqlClose
構文

bOk=SqlClose(hSql)

説明

指定されたカーソルと関連づけられた SQL コマンドの無効化またはカーソル名の解放、または
その両方を行い、そのカーソルを再利用できるようにします。
SqlOpen を呼び出して名前付きカーソルを作成してから、そのカーソルをクローズせずに再び
SqlOpen または SqlExecute を呼び出すと、その名前はすでに使われているためにエラーが発
生します。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlOpen

例

SetbOk=SqlClose(hSql)

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。
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SqlCommit
構文

bOk=SqlCommit(hSql)

説明

同一のデータベースに接続されている SQL トランザクションのカーソルをすべてコミットします。
注意:コミットが実行されたときにカーソルの結果セットが破棄されないようにするには、
SqlSetParameter を呼び出して DBP_PRESERVE パラメータを TRUE に設定することによって、カ
ーソル・コンテキスト保存をオンにします。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SqlCommit(hSql)

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

SqlConnect
構文

bOk=SqlConnect(hSql)

説明

メモ：TD Mobile では SqlConnectDotNet を利用することを強くお奨めします。
データベースに接続します。接続は OLEDB、またはネイティブ・ルーターを経由します。これは、
システム変数 SqlUDL に値が存在するかしないかで決定します。
TD Mobile は、SqlUDL、SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword 変数内の値を使います。こ
れらの変数のデフォルト値は、DEMO、SYSADM、SYSADM、またはなしです。デフォルト値を持
った SqlNoRecovery、SqlInMessage、および SqlOutMessage などの他のシステム変数もその接
続に影響します。
SqlUDL は、OLEDB 接続情報で使用するプロバイダ名、接続文字列、または UDL ファイル名を
含むシステム変数です。この変数は、バージョン 3.1 で導入されました。この目的の 1 つは、
OLEDB を使用するネイティブ・ルーターの使用から、既存の TD Mobile アプリケーションへの移
行をスムーズにするためです。多くの場合、既存のアプリケーションは SqlUDL の値を設定する
ためのほんの数行を必要とし、それ以外のアプリケーションは OLEDB に対してスムーズに実
行します。
これを実行するために、関数 SQLConnect は SAL バージョン 3.1 で変更されました。
SQLConnect は最初に変数 SqlUDL を見て、その変数でファイル名を見つけた場合は、そのファ
イルから接続情報を読み取ります。SqlUDL でプロバイダ名、または接続文字列を見つけた場
合は、プロバイダ名を使用します。しかし、変数 SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword は
接続情報に影響を与えることがあります。データベース名、ユーザー名、またはパスワードが
SqlUDL 情報で指定されていなかった場合、SQLConnect はこれら 3 つの変数から必要な値を
取得します。SqlUDL 情報が完全で、SqlDatabase、SqlUser、または SqlPassword の値が存在す
る場合は、その値は接続情報に存在する値をオーバーライドします。次に関数はそれらの情
報から接続文字列を構成し、その文字列を使用して OLEDB 接続を行います。
変数 SqlPassword は接続文字列にあったすべてのパスワード情報をオーバーライドすること
ができるので、セキュリティ向上のためにパスワード情報を UDL ファイル外に保持し、実行時
にプログラムで提供することをお勧めします。
SqlUDL が Null の場合、SqlConnect は SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword の値を使用
して、古い接続方法(API とルーター)で接続を行います。

パラメータ

hSql

受け取り SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。
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戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlDisconnect

例

CallSqlConnect(hSqlPrimary)

SqlConnectDotNet
構文
説明

bOk = SqlConnectDotNet( hSql, sConnectionString, sInvariantName, nProviderType )
この関数は.NET 接続文字列を用いて任意のデータベースへ接続します。この関数は、SqlUser、
SqlPassword、SqlDatabase の値を確認しません。代わりに、接続に必要な情報すべては接続
文字列に保持されます。

パラメーター

hSql

受け取り Sql ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

sConnectionString

文字列。データベースに接続するのに必要な情報（ユーザー名、パスワ
ード）を含む.NET 接続文字列。

接続文字列は、接続プロパティを記述する名前と値のペアからなります。これらのプロパティ
は、セミコロンで分けられています。
servername=server1;hostname=host.yourcompany.com;port=2157;database=isl
and;user=frd22;password=hgq2f;poolsize=10

この接続プロパティは、データベースにより異なります。すべてを記述することは、このドキュメ
ントでは扱いません。ここでは、基本的な例を記載します。
SQLBase への接続：
servername=server1;hostname=host.yourcompany.com;port=2157;database=isl
and;user=frd22;password=hgq2f;poolsize=10;

プロパティ
servername: サーバー名
hostname: データベースサーバー名、IP アドレス、マシン名
port: データベースがリッスンするポート
database: 接続するデータベース名
user: ユーザー名
password: パスワード
poolsize: バッファープールサイズ
SQLServer への接続：
Data Source=ServerName;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated
Security=False;User Id=userid;Password=password;

data source: サーバー名、SQL Server インスタンス名。例：server_name\instance_name
initial catalog: データベース名
integrated security: 現在のユーザーが Windows 自動認証を利用するかどうかを設定し
ます。False のとき、接続文字列にあるユーザー名とパスワードが利用されます。
user id: ユーザー名
password: パスワード
Oracle への接続:
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Data Source=ServerName;User Id=userid;Password=password;Persist Security
Info=false;

data source: tnsnames.ora にある Oracle サービス名
user id: ユーザー名
password: パスワード
persist security info: false のとき、ユーザー名やパスワードについてのデータを返しませ
ん。
sInvariantName

ADO.NET についての不変な名前（文字列）です。ご利用のマシン内に
System.Data.SqlClient のような設定ファイルのセクションに記述されていま
す。

nProviderType

ご利用になるデータベースプロバイダ種別を識別します。それぞれのデー
タベースプロバイダの種別は次のとおりです。
DBP_PROVIDER_UNDEFINED=0
DBP_PROVIDER_SQLBASE_OLEDB=1
DBP_PROVIDER_SQLSERVER_OLEDB=2
DBP_PROVIDER_ORACLE_OLEDB=3
DBP_PROVIDER_ODBC=4
DBP_PROVIDER_ORACLE=5
DBP_PROVIDER_OLEDB=7
DBP_PROVIDER_SQLBASE=9
DBP_PROVIDER_SQLSERVER_SQLCLIENT=12

戻り値

関数が成功すれば bOk に TRUE を返し、失敗したときは FALSE を返します。

SqlContextClear
廃止されています。この関数は使用しないでください。代わりに SqlVarSetup を使用します。
構文

bOk=SqlContextClear(hSql)

説明

SqlContextSet または SqlContextSetToForm で設定したコンテキストをクリアします。SAL は、指
定された SQL ハンドルと関連したローカル・コンテキスト内のバインド変数および INTO 変数を
評価します。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlContextSet
SqlContextSetToForm
SqlImmediateContext

例

Set bOk=SqlContextClear(hSql)

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

SqlContextSet
廃止されています。この関数は使用しないでください。代わりに SqlVarSetup を使用します。
構文

bOk=SqlContextSet(hSql)
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説明

たとえば、SqlPrepare、SqlFetchNext、SqlFetchPrevious、および SqlFetchRow を呼び出すため
にコンテキストを設定します。SqlContextSet の後で Sql*関数を呼び出すと、それらの関数は現
在のコンテキストで実行されるのと同じように機能します。
この関数をクラス内で呼び出すと、バインド変数や INTO 変数を完全に修飾しなくても現在のコ
ンテキストの SQL 処理を実行できます。この関数は、グローバル関数としても役立ちます。
重要：SqlContextSet を呼び出すと、バインド変数および INTO 変数のコンテキストは常に
SqlContextSet から呼び出したコンテキストになります。SqlContextSet を呼び出した後で、異なる内
部関数内で Sql*関数を呼び出すと、バインド変数や INTO 変数として使うローカル変数またはパラ
メータを TD Mobile では認識しません。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlContextClear
SqlContextSetToForm
SqlImmediateContext

例

SetbOk=SqlContextSet(hSql)

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

SqlDirectoryByName
構文¹

bOk=SqlDirectoryByName(strServerName,strArrayNames)

説明

指定されたサーバーのデータベース名を返します。

パラメータ

strServerName

文字列。サーバーの名前。

strArrayNames

文字配列。データベース名の入った文字列配列の名前。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SqlDirectoryByName('server1',strDatabaseNames)

SqlDisconnect
構文

bOk=SqlDisconnect(hSql)

説明

データベースとの接続を切り離します。
データベースから最後の SQL ハンドルを切断すると、そのデータベースは暗黙のうちにコミット
されます。アプリケーションを終了する前には、すべての SQL ハンドルを切断します。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlConnect

例

Call SqlDisconnect(hSqlPrimary)

SQL ハンドル。切断するデータベース接続を識別するハンドル。

SqlDropStoredCmd
構文

bOk=SqlDropStoredCmd(hSql,strName)
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説明

SQLBase データベースに記憶したコマンドを削除します。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strName

文字列。削除する保存コマンドの名前。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlRetrieve
SqlStore

例

Call SqlDropStoredCmd(hSqlPrimary,'PRODUCTS)

SqlError
構文

nError=SqlError(hSql)

説明

指定された SQL ハンドルの最近のエラー・コードを返します。
SqlImmediate は SqlError のパラメータとして使えるハンドルを戻さないので、SqlImmediate を
呼び出した後に SqlError を呼び出しても意味がありません。

パラメータ

hSql

戻り値

nError には、エラー・コードを返します。エラーが発生していないときは、0 を返します。

参照

SqlGetError

例

Set nSqlError=SqlError(hSqlPrimary)

SQL ハンドル。エラーが発生したハンドル。

SqlErrorText
構文

bOk=SqlErrorText(nError,nType,strError,nLength,nRealLength)

説明

指定されたエラー・コードの理由(Reason)または復旧方法(Remedy)を ERROR.SQL から入手しま
す。
最近のエラー・コードを入手するには、SqlError を呼び出します。アプリケーションがエラー条件
を検出したときには、SqlError から戻されたエラー・コードを使うと、SqlErrorText でその原因と
復旧方法がわかります。
OLEDB データソースに接続している場合、この関数の代わりに SqlGetSessionErrorInfo を使用
します。

パラメータ

nError

数値。SQLBase エラー・コード。

nType

数値。次の値の 1 つまたは両方(OR(|)演算子で組み合わせる)を指定し
ます。
定数

説明

SQLERROR_Reason

エラー・コードの理由を取得する

SQLERROR_Remedy

エラーメッセージの復旧方法を取得する

strError

受け取り文字列。理由または復旧方法の説明。

nLength

数値。strError の最大長。
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nRealLength

受け取り数値。strError の実際の長さ。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlError
SqlGetErrorText
SqlGetErrorTextX

例

Set bOk=SqlErrorText(nError,nType,strError,nLength,nRealLength)

SqlExtractArgs
説明

この関数は TD Mobile では SAM_SqlError メッセージを表示しません。SqlError か SqlGetError
を利用してください。

SqlExecute
構文

bOk=SqlExecute(hSql)

説明

SqlPrepare でコンパイルしたか、SqlRetrieve で取得した SQL 文を実行します。
SqlExecute は、データをフェッチしません。データをフェッチするには、SqlFetchNext、
SqlFetchPrevious、または SqlFetchRow のうちいずれかの SqlFetch*関数を呼び出します。
バインド変数は、SqlExecute を呼び出したときにデータベースに送られます。
SqlExecute は SqlOpen と同じように使えますが、結果セット内のアドレスをカーソル名でアドレ
ス指定できません。つまり、結果セット内の行を変更(UPDATE)、削除(DELETE)、または挿入
(INSERT)するには CURRENTOF <cursor_name>句や ADJUSTING<cursor_name>句を使用できま
せん。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlOpen

例

Call SqlExecute(hSqlPrimary)

SQL ハンドル。SQL 文に関連づけられたハンドル。

SqlExecutionPlan
構文

bOk=SqlExecutionPlan(hSql,strString,nLength)

説明

コンパイル済みの SQL 文の実行計画を取得します。実行プランには、テーブル、ビュー、イン
デックス、およびその SQL 文の最適化状況が示されています。テーブルとビューは、処理され
る順番に並んでいます。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。コンパイル済みの SQL 文に関連づけられたハンドル。

strString

文字列。実行プラン。受け取りパラメータでもあります。

nLength

数値。実行プランの最大長。受け取りパラメータでもあります。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set bOk=SqlExecutionPlan(hSql,strString,nLength)
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SqlExists
構文

bOk=SqlExists(strSelect,bExists)

説明

行が存在するかどうかを調べます。
SqlExists は、SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword システム変数の値を使ってデータベ
ースに接続し、内部 SQL ハンドルを使って指定されたクエリーを実行します。

パラメータ

strSelect

文字列。行の存在を調べる SELECT 文。

bExists

受け取りブール値。存在するときは TRUE、存在しないときは FALSE。

戻り値

bOk には、strSelect が正しくて実行可能なときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返します。

例

Call SqlExists ('SELECT * FROM
'||strTable||'WHERE'||strExistsColumn||'='||'\''||strExistsObject||'\'',bExists)

SqlFetchNext
構文

bOk=SqlFetchNext(hSql,nInd)

説明

結果セットで、次の行をフェッチします。SELECT 文は、あらかじめ SqlPrepare を使ってコンパイ
ルし、SqlExecute を使って実行しておくか、SqlOpen を使ってオープンしておかなければなりま
せん。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SELECT 文のハンドル。

nInd

受け取り数値。フェッチのリターン・コード。SqlFetchNext の Ind パラメータ
の項に記載した FETCH_*値のうちの 1 つ。

戻り値

bOk には、フェッチする別の行があるときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返します。最後
の行の次をフェッチしようとするまでは、FALSE は戻されず、Fetch インジケータには EOF は表
示されません。

参照

SqlFetchPrevious
SqlFetchRow

例

Call SqlFetchNext(hSqlPrimary,nRetVal)

SqlFetchPrevious
構文

bOk=SqlFetchPrevious(hSql,nInd)

説明

結果セットで、前の行をフェッチします。SELECT 文は、あらかじめ SqlPrepare を使ってコンパイ
ルし、SqlExecute を使って実行しておくか、SqlOpen を使ってオープンしておかなければなりま
せん。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SELECT 文のハンドル。

nInd

受け取り数値。フェッチのリターン・コード。SqlFetchNext の nInd パラメー
タの項に記載した FETCH_*値のうちの 1 つ。

戻り値

bOk には、フェッチする別の行があるときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返します。
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参照

SqlFetchNext
SqlFetchRow

例

Call SqlFetchPrevious(hSqlPrimary,nRetVal)

SqlFetchRow
構文

bOk=SqlFetchRow(hSql,nRow,nInd)

説明

行の絶対位置にしたがって行をフェッチします。SELECT 文は、あらかじめ SqlPrepare を使って
コンパイルし、SqlExecute を使って実行しておくか、SqlOpen を使ってオープンしておかなけれ
ばなりません。
Oracle データベースに接続する際、SqlFetchRow を呼び出す前に、まず SqlResultSet を FALSE
に設定する必要があることに注意してください。SQLBase または Oracle 以外の任意のデータベ
ースに接続する場合、SqlFetchRow を呼び出す前に、まず SqlResultSet を TRUE に設定する必
要があります。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SELECT 文のハンドル。

nRow

数値。フェッチする行の行番号。

nInd

受け取り数値。フェッチのリターン・コード。SqlFetchNext の nInd パラメー
タの項に記載した FETCH_*値のうちの 1 つ。

戻り値

bOk には、nRow をフェッチできたときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返します。

参照

SqlFetchNext
SqlFetchPrevious

例

Call SqlFetchRow(hSqlPrimary,lParam,nRetVal)

SqlGetCommandText
構文

bOk=SqlGetCommandText(hSql,sText)

説明

この関数は、指定された SQL ハンドルで最後に準備された SQL コマンドを返します。この関数
は、OLEDB 接続のみサポートしています。SQL ハンドルが OLEDB プロバイダで作成されていな
い場合は、FALSE が返されます。(SqlPrepare、SqlPrepareAndExecute、または SqlPrepareSP の
いずれかによって)SQL コマンドが準備される前に呼び出しが行われた場合でも、FALSE が返さ
れます。
(正しくない構文などにより)準備が失敗した場合でも、SQL 文字列が返されることに注意してく
ださい。
関連する関数には、SqlGetLastStatement があります。この関数は SQL ハンドルをパラメータと
して受け取らず、アプリケーション全体で準備された最後の文を返します。Unify は、OLEDB ア
プリケーションでこの関数を使用することを推奨しません。

パラメータ

戻り値

hSql

SQL ハンドル。希望の文に関連する SQL ハンドル。

sText

受け取り文字列。準備されたコマンドのテキスト。

bOk

ブール値。成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE を返します。
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SqlGetCursor
構文

nCursorHandle=SqlGetCursor(hSql)

説明

この関数は、SQL ハンドルに関連付けられた実際のカーソルハンドルを取得します。返された
カーソルハンドルは、SQLBaseAPI で関数を呼び出す際に便利です。これは、SQLBaseAPI の
sqlcnc 関数の 2 番目のパラメータと同じです。
この関数は、SQLBase とネイティブルーターでのみ有効です。OLEDB 接続では使用しないでく
ださい。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。文ハンドルをシークする対象となる論理 SQL ハンドル。

戻り値

nCursorHandle

数値。このカーソルハンドルは、そのようなハンドルを必要とする多数の
SQLBaseAPI 関数を呼び出す際に使用します。

SqlGetError
構文

bOk=SqlGetError(hSql,nError,strErrorString)

説明

バックエンドのエラー・マップをオフにし、実際のバックエンドエラーを報告します。
エラー番号が 20,000 よりも小さい場合は、ファイル ERROR.SQL 内でエラーテキストを検索し、
(検出された場合は)このエラーテキストを返します。エラーテキストが検出されなかった場合は、
変換されたエラー番号とデータベースサーバーからのエラーメッセージを返します。
OLEDB データソースに接続している場合、この関数の代わりに SqlGetSessionErrorInfo を使用
します。

パラメータ

戻り値

hSql

SQL ハンドル。SELECT 文のハンドル。

nError

数値。エラー番号。

strErrorString

文字列。エラーテキスト。

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。
hSql に SQL ハンドルを指定すると、SqlGetError は、nError および strErrorString に最後のエラ
ー番号とエラーテキストを返します。
バックエンドが SQLBase の場合には、この関数は、SqlError や SqlGetErrorText を呼び出したと
きと同じ働きをします。

例

Set bOk=SqlGetError(hSql,nError,strErrorString)

SqlGetErrorPosition
構文

bOk=SqlGetErrorPosition(hSql,nPos)

説明

SQL 文内のエラー位置のオフセットを返します。SqlPrepare の後で、SQL 文内で SAL が構文エ
ラーを検出した位置を示します。SQL 文内の最初の文字位置は 0 です。
この関数は SQLBase データベース接続に対する使用のみ有効となります。OLEDB を含む他の
データベースルーターと使用すると、この関数は常に 0 を戻します。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SELECT 文のハンドル。

nPos

受け取り数値。SQL 文内で、構文エラーが発生した位置。
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戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SqlGetErrorPosition(hSqlPrimary,nErrorPos)

SqlGetErrorText
構文

bOk=SqlGetErrorText(nError,strText)
または
strText=SqlGetErrorTextX(nError)

説明

ERROR.SQL から SQL エラー番号に対するメッセージテキストを入手します。
OLEDB データソースに接続している場合、この関数の代わりに SqlGetSessionErrorInfo を使用
します。

パラメータ

戻り値

nError

数値。エラー番号。

strText

受け取り文字列。エラーテキスト。

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。
strText には、nError のメッセージテキストを返します。

参照

SqlErrorText

例

Call SqlGetErrorText(nError,strText)
または
Set strText=SqlGetErrorTextX(nError)

SqlGetErrorTextX
構文

strText=SqlGetErrorTextX(nError)

説明

ユーザーが Insert を選択した場合、この例は実行用に SQL 文のコンパイルを行います。無効
な SQL 文の処理、およびエラー(デフォルト・エラー処理のバイパス)のトラッピングを行うには、
FALSE の戻り値を持つ「WhenSqlError」文を SqlPrepare の前に追加します。SqlPrepare によっ
て FALSE が返された場合、SQLError を呼び出してエラー番号を取得し、SqlGetErrorTextX を呼
び出してエラー記述を取得し、さらに SqlGetErrorPosition を呼び出して構文エラーが検出され
た文字位置を取得します。

例

Set strErrorText=SqlGetErrorTextX(nSqlError)

SqlGetLastStatement
構文

sSqlStatement=SqlGetLastStatement()

説明

任意のカーソルについて、SqlXxxx 関数に引き渡された最後の SQL 文を返します。この関数が
返す文は、デフォルトの[SQLError]ダイアログボックスに表示される文と同じです。
注意: 文はすべてのカーソルについてグローバルなので、別のカーソル用の文がコンパイルされた
後に SQL エラーが発生した場合には、戻される文はエラーの起きたハンドルについてコンパイルさ
れた文ではない可能性があります。

パラメータ

なし
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戻り値

sSqlStatement には、最後の SQL 文を返します。

例

Whe nSqlError
Set sStatement=SqlGetLastStatement()

SqlGetModifiedRows
構文

bOk=SqlGetModifiedRows(hSql,nCount)

説明

最近の INSERT、UPDATE、または DELETE 文によって影響を受けた行数を返します。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SQL 文のハンドル。

nCount

受け取り数値。影響を受けた行数。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set bOk=SqlGetModifiedRows(hSql,nCount)

SqlGetParameter
構文

bOk=SqlGetParameter(hSql,nParameter,nNumber,strString)

説明

データベースパラメータの値を入手します。この関数は、パラメータのデータ型に応じて、
nNumber または strString にパラメータ値を返します。
SQLBase 以外のデータベースサーバーへの接続を使用するときは、SqlGetParameter を使って、
特定のパラメータを操作することはできません。代わりに SqlGetParameterAll を使用してくださ
い。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

nParameter

数値。データベースパラメータ。DBP_*定数の中から 1 つを指定します。

nNumber

受け取り数値。パラメータの値(TRUE または FALSE)。nParameter が
DBP_BRAND のときは、nNumber には DBV_BRAND_*値のうちの 1 つを返
します。

strString

受け取り文字列。nParameter に DBP_VERSION を指定すると、これにはバ
ージョン番号を返します。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlGetParameterAll
SqlSetParameter
SqlSetParameterAll

例

Call SqlGetParameter(hSqlPrimary,DBP_LOCKWAITTIMEOUT,nTimeout,strNull)

SqlGetParameterAll
構文

bOk=SqlGetParameterAll(hSql,nParameter,nNumber,strString,bNumber)

説明

SQL.H の項に記載された SQLP*定数で識別されるデータベースパラメータの値を返します。こ
の関数は、パラメータのデータ型に応じて、nNumber または strString にパラメータ値を返しま
す。
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重要：SQL.H 内の一群の SQLP*定数は DBP_*定数と同じ値を持ちますが、それぞれ別々のパラメ
ータを識別する値です。必ず正しい数値を指定してください。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

nParameter

データベースパラメータ。SQL.H の項に記載された SQLP*定数のうちの 1
つを指定します。

nNumber

受け取り数値。nparameter の数値。

strString

受け取り文字列。nParameter の文字列。

bNumber

ブール値。TRUE のときは、パラメータ値は nNumber に戻されます。FALSE
のときは、パラメータ値は strString に戻されます。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlGetParameter
SqlSetParameter
SqlSetParameterAll

例

Set bOk = SqlGetParameterAll(hSql, nParameter, nNumber, strString, bNumber)

SqlGetResultSetCount
構文

bOk=SqlGetResultSetCount(hSql,nCount)

説明

結果セットを作成して、結果セット内の行数を数えます。SAL は、まだフェッチされていないすべ
ての行をフェッチしてその行数を返し、カーソルを元の位置に戻します。注意:結果セットが大き
いと、時間がかかることがあります。
結果セットにデータを挿入すると行数は増えますが、削除を行っても行数は減らず、結果セット
モードでブランク行が表示されるだけです。しかし、削除済みのブランク行は次の SELECT では
表示されません。結果セットモードになっていなければなりません。SqlExecute を呼び出してか
ら、SqlGetResultSetCount を呼び出さなければなりません。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。結果セットに関連づけられたハンドル。

nCount

受け取り数値。結果セット内の行数。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Cal lSqlPrepare (hSqlPrimary,strSqlstatement)
Call SqlExecute(hSqlPrimary)
Call SqlGetResultSetCount(hSqlPrimary,nRowCount)

SqlGetRollbackFlag
構文

bOk=SqlGetRollbackFlag(hSql,bRollbackFlag)

説明

データベースの ROLLBACK フラグを戻します。この関数は、エラーの後でトランザクションがロ
ールバックしたかどうかを調べるのに使います。
デッドロックまたはシステム障害が原因のシステムロールバックが発生したときにこのロール
バックフラグを設定します。ユーザーがロールバックを行ったときはロールバックフラグを設定
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しません。
この関数は、OLEDB 接続ではなく、ネイティブ・ルーターを使用する接続で有効です。
パラメータ

hSql

SQL ハンドル。エラーが発生した関数呼出しと関連づけられたハンドル。

bRollbackFlag

受け取りブール値。ロールバックが発生したときは TRUE、それ以外は
FALSE になります。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SqlGetRollbackFlag(hSqlError,bRollbackFlag)
If bRollbackFlag
!Execute code to handle rolled back
!transaction

SqlImmediate
構文

bOk=SqlImmediate(strSqlCommand)

説明

SQL 文をコンパイルして実行します。
SqlImmediate は実際には、SqlConnect、SqlPrepare、SqlExecute を実行し、SELECT 文の場合は
SqlFetchNext も行います。SqlImmediate を初めて呼び出したときに、これらの関数をすべて実
行します。それ以降の呼び出しでは、実行しなければならない関数だけを実行します。
SqlImmediate は、INSERT、UPDATE、DELETE、およびその他のクエリー以外の SQL コマンドで
使います。SELECT 文から 1 行しか戻されないようなときは、SELECT 文で SqlImmediate を使う
ことができます。
SqlImmediate は、TD Mobile の内部ハンドルを管理します。データベースへの接続には、
SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword システム変数の値を使います。
OLEDB データベースに接続している場合、SqlImmediate は使用できません。
SqlImmediate を指定して実行するコマンドはすべて、SqlConnect、SqlPrepare、SqlExecute、ま
たは SqlOpen、SELECT 文の場合には SqlFetchNext を明示的に呼び出して実行できます。

パラメータ

strSqlCommand

文字列。コンパイルして実行する SQL 文。この文には、128 個以上のバイ
ンド変数および 128 個以上の INTO 変数は含められません。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlClearImmediate

例

CallSqlImmediate('INSERTINTOCOMPANY(COMPANY)'||'VALUES (:sCompany)')

SqlOpen
構文

bOk=SqlOpen(hSql,strCursorName)

説明

カーソルに名前を付けて SQL 文を実行します。この関数は、カレント行で INSERT、UPDATE、お
よび DELETE を実行するのに使います。
SqlOpen は、必ず SqlPrepare の後で、SqlFetch*コマンドの前に呼び出します。
重要：この関数は、OLEDB データベース接続に対して使用されるとエラーを返します。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SqlPrepare に関連づけられたハンドル。

131

strCursorName

文字列。カーソル名が入っている文字列。この名前は、INSERT、UPDATE、
または DELETES 文の CURRENTOF<cursor_name>句または ADJUSTING
<cursor_name>句に指定します。
このパラメータの値は、大文字と小文字の区別をしません。空の文字列
('')を使えば、Null に設定できます。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlClose
SqlExecute

例

Set bOk=SqlOpen(hSql,strCursorName)

SqlPLSQLCommand
構文

bOk=SqlPLSQLCommand(hSqlHandle,strCommand)

説明

この関数は、PL/SQL のストアドプロシージャを実行するために使用します。この関数は、
PL/SQL を呼び出すごとに 1 回呼び出します。
最初の引数は、データベースに対する SQL ハンドルを識別します。2 番目のパラメータは、
PL/SQL のストアドプロシージャを呼び出すのに使うコマンド文字列です。ストアドプロシージャ
の呼び出しと同じように、このコマンド文字列には名前がなければなりません。PL/SQL の IN 変
数は、SAL 関数呼出しで他の任意のパラメータを使うのと同じ方法で使えます。
PL/SQL の OUT 変数や IN/OUT 変数は、SAL の正しい受け取り用パラメータでなければならず、
SAL 受け取り用パラメータと同様に、呼び出しが戻されると設定されます。
IN、OUT、および IN/OUT パラメータには配列を使えます。
IN/OUT パラメータは、同一のパラメータ内で、データを PL/SQL のストアドプロシージャに渡し、
PL/SQL ストアドプロシージャからデータを受け取るように作成できます。
注意:SqlPLSQLCommand は、Oracle7PL/SQL ストアドプロシージャに渡す入力、出力、および入力/
出力引数として、動的配列をサポートしています。タイプ NUMBER、STRING、および DATE/TIME の
動的配列がサポートされています。

INPUT 引数としての動的配列
動的配列は、動的配列変数を使った割り当て文にある、インデックスの最大値のサイズまで大
きくなります。たとえば、次のように指定します。
nDynvar[0]=0
nnDynVar[1]=1
nDynvar[9]=9
これにより、nDynVar は要素が 10 ある動的配列になります。動的配列が、SqlPLSQLCommand
を介して、INPUT 引数として PL/SQL ストアドプロシージャに渡される場合には、フロントエンドで
作成された要素は、バックエンドで使用可能です。そのため、バックエンド・ストアドプロシージ
ャでは次のようになります。
"insertintofoovalues(nDynVar(9))"によって、9 の値がテーブルに挿入されます。一方、
insertintofoovalues(nDynVar(10))文は、「Attemptingtofetchbeyondendofresultset」というエラー
になります。
初期化されていない値動的配列値は、フロントエンドでは初期化されませんが、フロントエンド
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で作成された動的配列の範囲にあれば、データ型 STRING および DATE/TIME の場合は Null
として、データ型 NUMBER の場合はゼロとして渡されます。
NUMBER を Null として渡すには、フロントエンドで NUMBER_Null として明示的に割り当てなけ
ればなりません。
OUTPUT 引数としての動的配列
動的配列型の出力引数のサイズは、バックエンド・ストアドプロシージャで指定されます。たと
えば、次のように指定します。
sOutVar(1):=abc;
sOutVar(10):=def;
これにより、サイズ 10 の配列がフロントエンド・プログラムに戻されます。
初期化されていない値
出力引数の値は、バックエンドでは初期化されませんが、Null 値として戻されます。
INPUT/OUTPUT 引数としての動的配列
INPUT/OUTPUT 動的配列は、入力時には INPUT 動的配列として動作し、出力時には OUTPUT
動的配列として動作します。
パラメータ

hSqlHandle

SQL ハンドル。Oracle データベースに接続された SQL ハンドル。

strCommand

文字列。PL/SQL プロシージャを呼び出すのに使うコマンド文字列。

戻り値

bOK には、関数が正常に終了したときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

If NOT SqlPLSQLCommand(hSql,'INVOICES.INSERT_INVOICE
(ninv_id,strClient,dt_inv_dt,nitem_No,nQnty,nAmt,nNum)')
Set nSqlError=SqlError(hSql)
!SeeORACLEDOCUMENTATION,!forErrorListings

注意:ストアドプロシージャの実行時に、SqlPLSQLCommand が、ORACLE からエラーInvalidObject を
受け取った場合には、プロシージャによるテーブル・リファレンスが変更されたことを意味します。こ
の問題を修正するには、プロシージャの再コンパイルを強制実行する必要があります。
SqlPlSQLCommand では、自動的には行われません。

SqlPrepare
構文

bOk=SqlPrepare(hSql,strSqlStatement)

説明

実行用の SQL 文をコンパイルします。コンパイルには次のような処理が含まれます。
•

SQL 文の構文の検査

•

システムカタログの検査

•

SELECT 文の INTO 句の処理

•

INTO 句は、フェッチしたデータを入れる位置を指定します。これらの変数は、INTO 変数と呼
ばれることがあります。SQL 文につき 255 個までの INTO 変数を指定できます。

•

SQL 文内のバインド変数の確認。バインド変数には、その SQL 文の入力データを入れます。
SQL 文について 255 個までのバインド変数を指定できます。
この関数の後に SqlOpen、SqlExecute、SalTblDoInserts、SalTblDoUpdates、または
SalTblDoDeletes などの関数やフェッチ処理を続けます。
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パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strSqlStatement

文字列。コンパイルする SQL 文。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlExecute

例

Call SqlPrepare(hSqlPrimary,'INSERT INTO CUSTOMER'||'(CUSTOMER)
VALUES'||'(:sCustomer)')

SqlPrepareAndExecute
構文

bOk=SqlPrepareAndExecute(hSql,strSqlStatement)

説明

SQL 文をコンパイルして実行します。コンパイルには次のような処理が含まれます。
•

SQL 文の構文の検査

•

システムカタログの検査

•

SELECT 文の INTO 句の処理

•

INTO 句は、フェッチしたデータを入れる位置を指定します。これらの変数は、INTO 変数と呼
ばれることがあります。SQL 文につき 128 個までの INTO 変数を指定できます。

•

SQL 文内のバインド変数の確認。バインド変数には、その SQL 文の入力データを入れます。
SQL 文について 128 個までのバインド変数を指定できます。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strSqlStatement

文字列。コンパイルして実行する SQL 文。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlExecute
SqlPrepare

例

Set bOk = SqlPrepareAndExecute (hSql,'Selectnamefrom'||'employeesinto:sName')
If bOk
Call SqlFetchNext(hSql,nInd)

SqlRetrieve
構文

bOk=SqlRetrieve(hSql,strName,strBindList,strIntoList)

説明

SQLBase のコンパイル済みコマンドを検索します。
このコマンドを実行するには、SqlExecute を呼び出すだけです。このコマンドは、SqlStore で記
憶されたときにコンパイルされているので、SqlPrepare でコンパイルする必要はありません。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strName

文字列。コンパイル済みコマンドの名前。

strBindList

文字列。128 個以内のバインド変数をカンマで区切ったリスト。このリスト
には、コンパイル済みコマンドと同じ数の変数を指定します。この文字列
は Null でもかまいません。
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strIntoList

文字列。128 個以内の INTO 変数をカンマで区切ったリスト。このリストに
は、コンパイル済みコマンドの SELECT リストに指定されているのと同じ(ま
たはそれ以下の)数の INTO 変数を指定します。この文字列は Null('')でも
かまいません。次に実行するコマンドが SalListPopulate の場合には NULL
でなければなりません。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlDropStoredCmd
SqlStore

例

Call SqlRetrieve(hSqlPrimary,'PRODUCTS',':nPrice',':strLBItem')

SqlSetInMessage
構文

bOk=SqlSetInMessage(hSql,nSize)

説明

指定された SQL ハンドルの入力メッセージバッファのサイズ(バイト数)を設定します。入力メッ
セージバッファには、アプリケーション用の入力(クエリー結果など)が保持されます。
クライアント・コンピュータ上の接続されている SQL ハンドルごとに、1 つずつ入力メッセージバ
ッファがあります。データベース・サーバー(ゲートウェイ)は、そのクライアント・コンピュータで最
大の入力メッセージバッファと同じサイズの入力メッセージバッファを 1 つ保有しています。
データをフェッチするときには、できる限り多くの行が 1 つの入力メッセージバッファに詰め込ま
れます。フェッチごとに、入力メッセージバッファが空になるまでこのバッファから次々に行が読
み取られます。SQLBase データベースにアクセスしていれば、行をすべて読み取った時点で、
SQLBase は分離レベルに応じて次の入力バッファを透過的にフェッチします。
入力メッセージバッファが大きいと、クライアントとサーバー間のネットワーク・メッセージ数が減
るためパフォーマンスは向上します。しかし、入力メッセージバッファが大きいと、現在そのバッ
ファにある任意の行に共有ロックが設定された(分離レベルに応じて)ときに、他のユーザーは
その行を変更できなくなるので、並列性が低下することもあります。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

nSize

数値。設定したい入力メッセージバッファのサイズ(バイト数)。デフォルト値
は 1KB、最大値は 32KB です。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlSetOutMessage

例

Call SqlConnect(hSqlPrimary)
Call SqlSetInMessage(hSqlPrimary,10000)

SqlSetIsolationLevel
構文

bOk=SqlSetIsolationLevel(hSql,strIsolation)

説明

すべてのアプリケーションのカーソルの SQLBase 分離レベルを設定します。
TD Mobile では、読み取りの一貫性がデフォルトで設定されます。
分離レベルを変更すると、データベースを暗黙にコミットすることになります。設定した分離レベ
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ルは、アプリケーションがデータベースと接続するユーザー名のための、すべての SQL ハンド
ルに適用されます。
パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strIsolation

文字列。設定する分離レベル。次のうちのいずれか 1 つを指定します。
CS

カーソル位置のロック

RL

ロック解除

RO

読み取り専用

RR

読み取りの一貫性

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SqlSetIsolationLevel (hSqlPrimary,'RL')

SqlSetLockTimeout
構文

bOk=SqlSetLockTimeout(hSql,nTimeout)

説明

ロックを設定できるまで待機する最長時間を指定します。指定した時間が経過すると、タイムア
ウトになってトランザクションはロールバックします。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。ロックのタイムアウ
ト値を設定したいカーソル。

nTimeout

数値。秒数のタイムアウト時間。有効値には、-1(永久)、0(待機なし)、およ
び 1800(30 分)以内があります。デフォルトは 300 です。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

OnSAM_AppStartup
Call SqlSetLockTimeout(hSqlPrimary,10)

SqlSetLongBindDatatype
構文

bOk=SqlSetLongBindDatatype(nBindVarNumber,nDatatype)

説明

Long 型文字列のバインド先の列のタイプ(テキストまたはバイナリ)を設定します。SAL では、デ
フォルトでは Long 型文字列はテキスト列にバインドします。しかし、長いバイナリ列を書き込ん
だり更新したりした場合は、SqlSetLongBindDatatype を呼び出して、nDatatype パラメータをバ
イナリ(値=23)に設定します。その後、この関数を呼び出して nDatatype をテキスト(値=22)に設
定すると、タイプをテキストに返すことができます。値=24 は Informix および Ingres 固有のル
ーター用です。
SAL ではバインド変数は実行時にコンパイルされるので、この関数は SQL 文を(暗黙または明
示的に)実行する前に呼び出してください。
GuptaTechnologiesLLC で固有の SAL バイナリ・ロング・データ型が用意されるまでは、この関
数を使用してください。

パラメータ

nBindVarNumber

数値。設定するバインド変数。SQL 文の先頭のバインド変数は 1、2 番目
は 2 で、以後も同様です。
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nDatatype

数値。次のデータ型。
22=text
23=binary
24=char\longvarchar>254

戻り値

bOk は、この関数が正常に終了したときは TRUE、失敗すると FALSE を返します。

例

Call SqlSetLongBindDatatype(1,BIND_Binary)

注意:
BIND_Text=22
BIND_Binary=23
BIND_INFORMIX_LText=24

SqlSetOutMessage
構文

bOk=SqlSetOutMessage(hSql,nSize)

説明

指定された SQL ハンドルの出力メッセージバッファのサイズ(バイト数)を設定します。出力メッ
セージバッファには、アプリケーションからの出力(コンパイルする SQL コマンドや、データベー
スに挿入するデータ行など)が保持されます。
クライアント・コンピュータ上の接続された SQL ハンドルごとに 1 つずつ出力メッセージバッファ
があります。同時にデータベース・サーバー(ゲートウェイ)は、そのクライアントの最大サイズの
出力メッセージバッファと同じ大きさの出力メッセージバッファを保有します。
出力メッセージバッファは、コンパイルする最大 SQL コマンドまたは挿入する最大データ行が
入る大きさであれば十分であるため、出力メッセージバッファを大きくしても、必ずしもパフォー
マンスが向上するとは限りません(行は必ず個々に、データベースに送られて挿入されます)。
出力メッセージバッファが大きくても、クライアントとサーバーの両方で不必要なスペースが割
り当てられることがあり、ネットワークのトラフィックが減少するとは限りません。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

nSize

数値。出力メッセージバッファのサイズ(バイト数)。デフォルト値は 1KB、最
大値は 32KB です。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlSetInMessage

例

OnSAM_AppStartup
Call SqlConnect(hSqlPrimary)
Call SqlSetOutMessage(hSqlPrimary,1500)

SqlSetParameter
構文

bOk=SqlSetParameter(hSql,nParameter,nNumber,strString)

説明

データベースパラメータの値を設定します。パラメータのデータ型に応じて、数値(nNumber)引
数と文字列(strString)引数を使い分けます。
SQLBase 以外のデータベースサーバーへの接続を使用するときは、そのデータベースに対し
て SqlSetParameter を使って、特定のパラメータを操作することはできません。代わりに
SqlSetParameterAll を使用してください。
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パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

nParameter

数値。設定するデータベースパラメータ。DBP_*定数の中から 1 つを指定
します。

nNumber

数値。nParameter に割り当てられた値。秒数の値を指定しなければなら
ない DBP_LOCKWAITTIMEOUT を除き、すべて TRUE または FALSE を指定
します。

strString

文字列。nParameter に割り当てられた値。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlGetParameter
SqlGetParameterAll
SqlSetParameterAll

例

Call SqlSetParameter(hSqlPrimary,DBP_PRESERVE,TRUE, strNull)

SqlSetParameterAll
構文

bOk=SqlSetParameterAll(hSql,nParameter,nNumber,strString,bNumber)

説明

SQL.H で定義されている SQLP*定数値によって識別されるデータベースパラメータの値を設定
します。この関数には、パラメータの値のデータ型に応じて、数値(nNumber)引数または文字
列(strString)引数を使い分けます。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

nParameter

数値。設定するデータベースパラメータ。SQL.H の項に記載された SQLP*
定数のうちの 1 つを指定します。

nNumber

数値。nParameter が数値の場合、それに割り当てる値。

strString

文字列。nParameter が文字列の場合、それに割り当てる値。

bNumber

TRUE のときは、パラメータ値は nNumber が使用されます。FALSE のとき
は、パラメータ値は strString が使用されます。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlGetParameter
SqlGetParameterAll
SqlSetParameter

例

Set bOk = SqlSetParameterAll (hSql,nParameter,nNumber,strString,bNumber)

SqlSetResultSet
構文

bOk=SqlSetResultSet(hSql,bSet)

説明

結果セットのモードをオンまたはオフにします。
SAL では、デフォルトの場合の結果セットのモードはオンです。
SQLServer に対して OLEDB 接続を使用し、結果セットを返すストアドプロシージャを実行してい
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る場合、bSet=TRUE に設定してこの関数を呼び出さないよう注意してください。SQLServer では、
ストアドプロシージャに対するスクロール可能結果セットをサポートしていません。
パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

bSet

ブール値。結果セットモードをオン(TRUE)またはオフ(FALSE)にします。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Call SqlSetResultSet(hSqlPrimary,FALSE)

SqlStore
構文

bOk=SqlStore(hSql,strName,strSqlCommand)

説明

SQLBase のコンパイル済み SQL 文を記憶して名前を付けます。
SqlStore を呼び出す前に SqlPrepare を呼び出す必要はありません。SqlStore が、SQL 文をコン
パイルします。
128 個までのバインド変数を指定できます。SQL 文では、変数名ではなく数値のバインド変数
を使います。たとえば、「SELECT*FROMPRESIDENTWHERELASTNAME=:1ANDAGE>:2;」のように
書きます。
記憶したコマンドを SqlRetrieve で取り出すには、INTO 句にバインド変数名を指定します。たと
えば、関数の変数「sLastName」と「nAge」の場合は、「:sLastName」および「:nAge」と指定します。
SQL 文の実行またはフェッチ操作の前に、値を取得するコード(バインド変数の場合)または値
をフェッチするコード(INTO 変数の場合)を生成し、記号を検出するバインド変数と INTO 変数を
コンパイルします。デフォルトでは、次のものをコンパイルします。
•

バインド変数(実行時)

•

INTO 変数(フェッチ時)
このデフォルトの動作は、現在の実行コンテキストを保存する SqlVarSetup を呼び出すことによ
って変更できます。後で実行またはフェッチを行うときは、SAL がその実行コンテキストを使って
バインド変数や INTO 変数への参照を解決します。これは SQL*関数を呼び出したコンテキスト
とは異なるコンテキストにあるバインド変数と INTO 変数が使えることを意味します。
SqlVarSetup を呼び出す前に、SQL ハンドルに対して SqlPrepare を呼び出す必要があります。
この関数を使って、以下を記述します。

•

バインド変数と INTO 変数をローカル変数に格納するグローバル関数

•

基底クラスが準備およびフェッチでき、導出クラスが INTO 変数を指定できるクラス階層
この関数は、バインド変数と INTO 変数の寿命には影響を与えず、実行時またはフェッチ時に
それらの変数が存在することを保証しません。これらの変数を使用するときは、変数が有効で
あることを確認する必要があります。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strName

文字列。記憶されたコマンドの名前。

strSqlCommand

文字列。コンパイルして記憶する SQL 文。
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戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SqlDropStoredCmd
SqlRetrieve

例

Set bOk = SqlStore(hSql, strName, strSqlCommand)

SqlVarSetup
構文

nOk=SqlVarSetup(hSql)

説明

SQL 文の実行またはフェッチ操作の前に、値を取得するコード(バインド変数の場合)または値
をフェッチするコード(INTO 変数の場合)を生成し、記号を検出するバインド変数と INTO 変数を
コンパイルします。デフォルトでは、SAL は次のものをコンパイルします。
•

バインド変数(実行時)

•

INTO 変数(フェッチ時)
このデフォルトの動作は、現在の実行コンテキストを保存する SqlVarSetup を呼び出すことによ
って変更できます。後で実行またはフェッチを行うときは、その実行コンテキストを使ってバイン
ド変数や INTO 変数への参照を解決します。これは SQL*関数を呼び出したコンテキストとは異
なるコンテキストにあるバインド変数と INTO 変数が使えることを意味します。SqlVarSetup を呼
び出す前に、SQL ハンドルに対して SqlPrepare を呼び出す必要があります。
保存されたコンテキストは、アプリケーションが他の SQL 文(次に SqlPrepare を呼び出したとき
など)をコンパイルするまでそこにとどまります。したがって、他の文がコンパイルされるまでの
間、保存されたコンテキストは文を実行するために何度も使用されます。
この関数を使って、以下を記述します。

•

バインド変数と INTO 変数をローカル変数に格納するグローバル関数

•

基底クラスが準備およびフェッチでき、導出クラスが INTO 変数を指定できるクラス階層
この関数は、バインドおよび INTO 変数のライフタイムには影響を与えず、実行またはフェッチ
時に変数が存在することを保証しません。これらの変数を使用するときは、変数が有効である
ことを確認する必要があります。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

SQL OLE DB 関数
SqlCloseAllSPResultSets
構文

bOk=SqlCloseAllSPResultSets(hSql)

説明

この関数は、ストアドプロシージャの実行によって生成された、任意の結果セットをクローズし
ます。
この関数は、ストアドプロシージャのリターン・ステータスを取り出したいときに便利です。すべ
ての結果セットを個々に閉じる必要がありません。
この SQL ハンドル上で実行されたストアドプロシージャがなかった場合、この関数は FALSE を
返します。この SQL ハンドル上で実行されたストアドプロシージャに関連したリターン・ステータ
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スがない場合、この関数を呼び出す必要はありません。また、ストアドプロシージャに関連した
リターン・ステータスがある場合、この関数が成功を返した後、SqlPrepareSP 時に指定された
SAL 変数の値は、リターン・ステータスによって自動的に即時更新されます。
パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set bOk = SqlCloseAllSPResultSets(hSql)

参照

SqlGetNextSPResultSet
SqlPrepareSP

SQL ハンドル。ストアドプロシージャが準備された SQL ハンドル。

SqlCommitSession
構文

bOk=SqlCommitSession(hSession)

説明

この呼び出しで、指定されたセッションに関連した現在のトランザクションを起動します。このセ
ッションに属するすべての文で、現在アクティブになっているすべての SQL 操作がコミットされ
ます。
入力(過去の SqlCommit 関数の場合と同様に)として SqlHandle をとる代わりに、この関数はセ
ッションハンドルをとります。
トランザクションのコミットが成功した場合、この関数は TRUE を返します。呼び出しが失敗した
場合、FALSE を返します。

パラメータ

hSession

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

!!Commit the transaction...
Set bOk = SqlCommitSession(hSession)
If bOk
Return ‘Committed!!'
Else
Return 'Commit failed'

参照

SqlCreateSession
SqlCreateStatement
SqlFreeSessionSqlGetSessionHandle

セッションハンドル。トランザクションをコミットするセッションハンドル。

SqlCreateSession
構文

bOk=SqlCreateSession(hSession,strSessionProperties)

説明

この関数は、新しいセッションを作成します。この関数は、その入力引数としてこのセッションの
プロパティをすべて指定する文字列をとります。関数が成功した場合、この関数は有効なセッ
ションハンドルを返します。
シングル・セッションで作成されたすべての文は、同一トランザクションに属します。したがって、
与えられたセッションハンドル上の起動関数は、そのセッションに属しているすべての文に対
する SQL 操作をコミットさせます。同様に、セッション中のロールバックは、セッションに属する
すべての文に対する SQL 操作に対してロールバックを実行します。SqlHandle をその入力(過
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去の SqlConnect 関数と比較対象)として取得する代わりに、この機能はセッションハンドルを
取得します。
SQLBase へ接続している場合、または OLEDB 接続を使用している場合、SqlCreateSession を呼
び出すことで新規のデータベース接続が確立されます。他のデータベースに接続している場
合、まずデータベース名、ユーザーID およびパスワードの組み合わせを確認します。すべての
新規組み合わせに対し、新規データベース接続が確立されます。しかしながら、アプリケーショ
ン内においてその組み合わせがすでに使用されている場合は、新規データベース接続ではな
く、新規カーソルのみが作成されます。
セッション・プロパティについて:OLEDB 仕様書は、セッションを確立するときに特定のセッショ
ン・プロパティをセットするプログラムを許可します。SAL 関数を使用して、これらのプロパティを
設定するために関数を個別に呼び出す必要はありません。TD Mobile では、この呼び出しの
中で指定された値に、プロパティを内部的にすべて設定します。セッション・プロパティは、さら
に構成ファイル(SQL.INI)上の任意の依存性を削除します。セッションを作成する関数はそれ自
身のため、このセッションが目標とする OLEDB プロバイダを識別するため必要な情報をすべて
提供します、たとえば、SAL アプリケーションが、SALOLEDB データ・プロバイダを使用して
SQLBase に接続しようとするのであれば、最低限、次のセッション・プロパティを指定します。
Set strSessionProp="Provider=SQLBASEOLEDB;"

同様の例に対する明示的なバージョン
Set strSessionProp =
"Provider=SQLBASEOLEDB;DataSource=Island;UserIDr=sysadm;Password=sysa
dm;"

接続文字列情報は、システム変数によってオーバーライドされる可能性があります。
上で説明したすべてのケースでは、最終的な接続文字列で不足している情報は、システム変
数 SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword から取得できます。さらに、接続文字列がユー
ザー、パスワード、およびデータベースに関する情報を含まない場合でも、それらの情報はオ
ーバーライドされます。変数 SqlDatabase、SqlUser、および SqlPassword に値が存在する場合、
これらの値は接続文字列に既に存在する値よりも優先されます。接続文字列が、変数
SqlConnectOptions や SqlUDL、または UDL ファイル、この関数のパラメータとして渡された実
際の文字列からのものだとしても同様です。
パラメータ

hSession

セッションハンドル。セッションハンドルはこの呼び出しの結果として作成
されます。

strSessionProperties 文字列。このセッションのセッション・プロパティを指定する文字列です。こ
のパラメータには、いくつか考えられる動作があります。Null の場合、この
関数は接続情報を保持しているシステム変数 SqlConnectOptions を見て、
次に SqlUDL で接続情報を取得します。SqlUDL には、UDL ファイル名、ま
たは OLEDB プロバイダの名前があります。SqlUDL も Null の場合、このセ
ッションは OLEDB ではなく SQLAPI とルーターを使用して接続を行います。
strSessionProperties が Null でない場合、それは「.UDL」で終わるファイル
名です。この場合、関数はこのファイルを読み取って接続情報を取得しま
す。それ以外の場合、strSessionProperties が Null でないときは、このパラ
メータが接続情報を含む文字列と見なされます。
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上記のすべてのケースでは、結果の接続文字列でデータベース名、ユー
ザーID、またはパスワードがない場合、値は SAL グローバル変数
SqlDatabase、SqlUser、SqlPassword からそれぞれ取得されます。
注意:SqlConnectOptions は、以下の名前値の組み合わせをサポートします。
PROVIDER
INPUTMSGSIZE
OUTPUTMSGSIZE
AUTOCOMMIT
TXNISOLATION

戻り値

新しいセッション作成が成功した場合、bOk に TRUE を返します。呼び出しが失敗した場合、
FALSE を返します。

例

Set bOk=SqlCreateSession(hSession,strSessionProp)

参照

SqlCommitSession
SqlCreateStatement
SqlFreeSession
SqlGetSessionHandle

SqlCreateStatement
構文

bOk=SqlCreateStatement(hSession,hSql)

説明

この関数は、指定されたセッションに属する新しい文を作成します。ここで指定された SQL ハン
ドル・パラメータは、現在の SqlConnect 関数の戻り値と同じです。セッション内の文の数値はど
んな値でもとることができ、この数に制限はありません。
関数が成功した場合、文ハンドルを戻り値として返します。文を解放するために、既存の
SqlDisconnect 関数をあらかじめ使用しておく必要があります。

パラメータ

hSession

セッションハンドル。セッションハンドルは文を作成します。

hSql

SQL ハンドル。SQL ハンドルは、セッションへ任意の数の文を結合させま
す。

戻り値

文の作成が成功した場合、bOk に TRUE を返します。呼び出しが失敗した場合、FALSE を返し
ます。

例

!!Createthestatement
Set bOk=SqlCreateStatement(hSession,hSql)
If bOk
Return 'Createstatementdone'
Else
Return 'Createstatementfailed'

参照

SqlCommitSession
SqlCreateSession
SqlFreeSessionSqlGetSessionHandle

SqlFreeSession
構文

bOk=SqlFreeSession(hSession)
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説明

この関数はセッションを解放します。このセッションに属しているオープン文は、セッションが解
放される前にクローズされます。

パラメータ

hSession

戻り値

指定されたセッションの解放が成功した場合、bOk に TRUE を返します。呼び出しが失敗した

セッションハンドル。トランザクションをコミットするセッションハンドル。

場合、FALSE を返します。
例

If (hSession)
Call SqlFreeSession (hSession)

参照

SqlCommitSession
SqlCreateSession
SqlCreateStatement
SqlGetSessionHandle

SqlGetCmdOrRowsetPtr
構文

bOk=SqlGetCmdOrRowsetPtr(hSql,bCmdOrRowset,numOLEDBPtr)

説明

この関数は呼び出し元に、ICommand、あるいはコマンドまたは RowsetOLEDB オブジェクトの
IRowset インタフェース・ポインタのいずれかを与えます。
一度インタフェース・ポインタを取得すれば、それを外部 DLL へ渡すことができ、必要なときに
使用することができます(たとえば、SAL 関数の中で呼ばれていないインタフェース/メソッドにア
クセスすることもできます)。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。コマンドや Rowset オブジェクトに関連する SQL ハンドル。

bCmdOrRowset

ブール値。TRUE にセットした場合、この関数はユーザーに ICommand イ
ンタフェース・ポインタを与えます。FALSE にセットした場合、この関数はユ
ーザーに IRowset インタフェース・ポインタを与えます。

numOLEDBPtr

数値。この関数が成功した場合、指定されるようなインタフェース・ポイン
タを含んでいます。SQL ハンドルにまだ関連した rowset がない状態で、ユ
ーザーが IRowset インタフェース・ポインタを求めた場合、Null を含んでい
ます。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

!! Get the Rowset object ptr. The code returns the IRowset interface ptr
Set bOk = SqlGetCmdOrRowsetPtr( hSql, FALSE, nPtr )
If bOk
Return ' Got the IRowset interface ptr!!'
Else
Return ' Getting IRowset interface pointer failed '

参照

SqlGetDSOrSessionPtr

SqlGetDSOrSessionPtr
構文
説明

bOk=SqlGetDSOrSessionPtr(hSql,bDSOrSession,numOLEDBPtr)
この関数はパラメータに DataSourceOLEDB オブジェクトの IDBInitialize インタフェース・ポインタ、
または SessionOLEDB オブジェクトの IDBCreateSession インタフェース・ポインタを宣言します。
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一度インタフェース・ポインタを取得すれば、それを外部 DLL へ渡すことができ、必要なときに
使用することができます(たとえば、SAL 関数の中で呼ばれていないインタフェース/メソッドにア
クセスすることもできます)。
パラメータ

hSql

SQL ハンドル。SQL ハンドルはインタフェース・ポインタを関連付けます。

bDSOrSession

ブール値。TRUE にセットした場合、この関数はユーザーに IDBInitialize イ
ンタフェース・ポインタを与えます。FALSE にセットした場合、この関数はユ
ーザーに IDBCreateSession インタフェース・ポインタを与えます。

numOLEDBPtr

数値。SQL ハンドルにまだ関連した rowset がない状態で、ユーザーが
IDBInitialize インタフェース・ポインタを求めた場合、Null になります。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

!!Get the DataSource object ptr. The code returns the IDBInitialize interface ptr
Set bOk = SqlGetDSOrSessionPtr( hSession, TRUE, nPtr)
If bOk
Return 'Got the IDBInitialize interface ptr!!'
Else
Return 'Getting IDBInitialize interfacepointer failed'

参照

SqlGetCmdOrRowsetPtr

SqlGetNextSPResultSet
構文

bOk=SqlGetNextSPResultSet(hSql,strIntoList,bEndOfRS)

説明

SqlPrepareSP を呼ぶことによって実行されたストアドプロシージャ(この後 SqlExecute または
SalTblPopulate で実行)が、複数件の結果セットを返す場合、アプリケーションは第 2、および第
3 以降の結果セットを得るためにこの関数を呼び出します。
コロンで分けられた変数名の個所と、カンマで分けられた個所で、strIntoList の中にリストされ
ている変数を分割してください。ストアドプロシージャが 0 列を返した場合、strIntoList 内の変
数は以前にこの関数を呼び出したときに取得した値を維持しています。
結果セットが、結果セットの第 1 列目の直前に、関連するカーソル・ポイントを返した場合、
strIntoList の第 1 列目の列の値に INTO 変数を設定するには、SqlFetchNext を呼び出してくだ
さい。結果セットのその後の列を取得するには、再度 SqlFetchNext を呼び出してください。
一度与えられた結果セット中のすべての列が検索されたならば、次の結果セット(もしあれば)
は再度 SqlGetNextSPResultSet を呼び出して取得してください。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。ストアドプロシージャが実行される SQL ハンドル。

strIntoList

文字列。ストアドプロシージャによって生成された任意の結果セット用の
INTO 変数を含む文字列変数です。ストアドプロシージャが結果セットを生
成してないことを呼び出し元が知っていた場合、この値を strNull に設定
できます。パスする場合、この値はあらかじめコロンをつけられた各変数
名とカンマ分離された変数のリストであるべきです。

bEndOfRS

ブール値。SqlGetNextSPResultSet が呼び出され、結果セットがこれ以上
存在しない場合、関数は FALSE を返します。bEndOfRS には TRUE が設定
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されます。さらに多くの結果セットが存在する場合、bEndOfRS には FALSE
が設定されます。
戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set bOk = SqlGetNextSPResultSet( hSql, ' :strString ', bEORS)
If bOk = FALSE
Return 'No more result sets'

参照

SqlCloseAllSPResultSets
SqlPrepareSP

SqlGetSessionErrorInfo
構文

bOk=SqlGetSessionErrorInfo(hSession,numErrorNumber,strErrorDescription,strSqlState)

説明

この関数は、指定されたセッションに関連したエラー情報を返します。戻り値で FALSE を返すよ
うなセッションハンドルを取る、新規に導入された SAL 関数のすべてはこの関数を使用します。

パラメータ

hSession

セッションハンドル。失敗した SAL 関数をパスしたセッションハンドル。

numErrorNumber

数値。エラー番号。

strErrorDescription 文字列。エラー説明。
strSqlState
戻り値

文字列。Sql の状態。

エラー情報の検出に成功した場合、bOk には TRUE がセットされます。呼び出しが失敗した場
合、FALSE を返します。

例

Set SessionProperties="Provider=DataDirect.Oracle8OLEDBProvider;"
Set bok = SqlCreateSession(strSessionProp,SessionProperties)
If bok
Call SqlCreateStatement (strSessionProp, hSql)
Set bok = SqlPrepareAndExecute (hSql,'drop table test ( col1 int ) ')
If bok
Return 'Succeeded'
Else
Set nError = SqlError( hSql )
Call SqlGetStatementErrorInfo( strSessionProp, nError1, HStr, HStr1 )
Else
Call SqlGetSessionErrorInfo( strSessionProp, nError1, HStr, HStr1 )

参照

SqlGetStatementErrorInfo

SqlGetSessionHandle
構文

bOk=SqlGetSessionHandle(hSql,hSession)

説明

この関数は、指定された文ハンドルが属するセッションハンドルを返します。この SqlHandle は
SqlConnect 関数を呼び出したのではなく、SqlCreateStatement 関数を使用して作成されたもの
です。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。任意の数のセッションへの文を関連付けされた SQL ハンド
ル。

hSession

セッションハンドル。文のセッションハンドル。
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戻り値

関数が成功した場合、bOk に TRUE を返します。呼び出しが失敗した場合、FALSE を返します。

例

!! Create the statement
Set bOk = SqlCreateStatement (hSession, hSql)
If bOk
!! Create statement done
!! Set auto commit ON
Set bOk = SqlGetSessionHandle (hSql, hSession)
!!
Set bOk = SqlSetSessionParameter (hSession, DBP_AUTOCOMMIT, FALSE, '')
If bOk = FALSE
Return 'set session parameter failed'
!!
Set bOk = SqlSetParameter (hSql, DBP_AUTOCOMMIT, FALSE, '')
!!
Else
Return 'Create statement failed'

参照

SqlCommitSession
SqlCreateSession
SqlCreateStatement
SqlFreeSession

SqlGetSessionParameter
構文

bOk=SqlGetSessionParameter(hSession,numPropertyID,numValue,strValue)

説明

この関数は、指定されたセッションプロパティの値を得ます。
入力としてセッションハンドルおよびプロパティ ID をとります。この関数は指定されたプロパテ
ィ ID のデータタイプと、数値型あるいは文字型のいずれかふさわしい戻り値を知ることができ
ます。

パラメータ

hSession

セッションハンドル。

numPropertyID

数値。プロパティ ID の数値。

numValue

数値。プロパティ ID の数値。

strValue

文字列。プロパティ ID の文字列値。

戻り値

成功した場合、bOk に TRUE を返します。失敗した場合は FALSE を返します。

例

! Create the statement
Set bOk = SqlCreateStatement (hSession, hSql)
If bOk
! ! Create statement done
! ! Set auto commit ON
Set bOk = SqlGetSessionHandle (hSql, hSession)
! !
Set bOk = SqlSetSessionParameter (hSession, DBP_AUTOCOMMIT, FALSE, '')
If bOk = FALSE
Return 'set session parameter failed'
! !
Set bOk = SqlSetParameter (hSql, DBP_AUTOCOMMIT, FALSE, '')
! !
Else
Return 'Create statement failed'

参照

SqlSetSessionParameter
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SqlGetStatementErrorInfo
構文

bOk=SqlGetStatementErrorInfo(hSql,numErrorNumber,strErrorDescription,strSqlState)

説明

この関数は、指定された文ハンドル(コマンド/カーソル)に関連したエラー情報を返します。
SqlCreateStatement または SqlConnect のいずれかで作成された SQL ハンドルでこの関数が
動作することに注意してください。SqlConnect で作成された SQL ハンドルの場合には、
SQLState が常に Null になります。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。失敗した SAL の呼び出しを渡した SQL ハンドル。

numErrorNumber

数値。エラー番号。

strErrorDescription 文字列。エラー説明。
strSqlState
戻り値

文字列。Sql の状態。

エラー情報の検出に成功した場合、bOk には TRUE がセットされます。呼び出しが失敗した場
合、FALSE を返します。

例

Set SessionProperties="Provider=DataDirect.Oracle8OLEDBProvider;"
Set bok = SqlCreateSession(strSessionProp,SessionProperties)
If bok
Call SqlCreateStatement (strSessionProp, hSql)
Set bok = SqlPrepareAndExecute (hSql,'drop table test ( col1 int ) ')
If bok
Return 'Succeeded'
Else
Set nError = SqlError( hSql )
Call SqlGetStatementErrorInfo( strSessionProp, nError1, HStr, HStr1 )
Else
Call SqlGetSessionErrorInfo( strSessionProp, nError1, HStr, HStr1 )

参照

SqlGetSessionErrorInfo

SqlPrepareSP
構文

bOk=SqlPrepareSP(hSql,strStoredProc,strIntoList)

説明

この SAL 関数は、ストアドプロシージャの実行文の準備をします。呼び出し元によって渡された
任意の入力パラメータを処理します。
この関数は出力パラメータも処理しますが、出力パラメータは実行の成功後に更新されません。
任意の出力パラメータで指定された SAL 変数の値は完全に処理されたストアドプロシージャに
よって作成された結果セットの後でのみ、更新されます。
MicrosoftSQLServer のストアドプロシージャを呼び出している場合、フロントエンドの結果セット
は最初に無効になります。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。ストアドプロシージャが実行される SQL ハンドル。

strStoredProc

文字列。ストアドプロシージャ名および任意のオプションの入力を含んで
いる文字列変数、あるいは出力パラメータです。この文字列は ODBCCALL
構文()か、あるいはネイティブなデータベースフォーマットの中に存在して
います。
入力パラメータも出力パラメータも持たない SQLServer プロシージャを使
用した ODBC 構文では、プロシージャ名に続く括弧は削除しなければなり
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ません。空の括弧を使用すると、SQL エラーが発生します。たとえば、次
のように指定します。
{:myReturn=callsql4net61}
strIntoList

文字列。ストアドプロシージャによって生成された任意の結果セット用の
INTO 変数を含んでいる文字列変数です。ストアドプロシージャが結果セッ
トを生成してないことを呼び出し元が知っていた場合、この値を strNull に
設定できます。パスする場合、この値はあらかじめコロンをつけられた各
変数名とカンマ分離された変数のリストであるべきです。

戻り値

関数が成功した場合、bOk には TRUE がセットされます。Prepare が失敗した場合、FALSE を返
します。ストアドプロシージャが準備できたら、同じ SQL ハンドルの SqlExecute を呼び出すか、
SalTblPopulate を呼び出すかのいずれかによって実行できます。

例

! Now time to prepare the statement...
Set bOk = SqlPrepareSP (hSql, sSQL, STRING_Null )
If bOk
Set numInput = nInteger
Set bOk = SqlExecute ( hSql )
If bOk = FALSE
Return ' Stored Procedure execution failed'

参照

SqlCloseAllSPResultSets
SqlGetNextSPResultSet

SqlRollbackSession
構文

bOk=SqlRollbackSession(hSession)

説明

この関数は、指定されたセッションに関連する現在のトランザクションを元に戻します。このセッ
ションに属するすべての文で現在活動中の SQL 操作が元に戻されます。

パラメータ

hSession

戻り値

トランザクションのロールバックが成功した場合、bOk には TRUE がセットされます。呼び出しが

セッションハンドル。トランザクションをコミットするセッションハンドル。

失敗した場合、FALSE を返します。
例

! ! Rollback the transaction...
Set bOk = SqlRollbackSession (hSession)
If bOk
Return 'Rolled back!!'
Else
Return 'Rollback failed'

参照

SqlCommitSession
SqlCreateSession
SqlCreateStatement
SqlGetSessionHandle

SqlSetSessionParameter
構文

bOk=SqlSetSessionParameter(hSession,numPropertyID,numValue,strValue)
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説明

この関数は、指定されたセッション・プロパティの値を設定します。
入力としてセッションハンドルおよびプロパティ ID を取ります。この関数は指定されたプロパテ
ィ ID のデータ型と、数値型あるいは文字列型のいずれかふさわしい戻り値を設定することが
できます。

パラメータ

hSession

セッションハンドル。

numPropertyID

数値。プロパティ ID。

numValue

数値。プロパティ ID の数値。

strValue

文字列。プロパティ ID の文字列値。

戻り値

成功した場合、bOk に TRUE を返します。失敗した場合は FALSE を返します。

例

Set bOk = SqlSetSessionParameter( hSession, nPropID, nIntValue, sStrValue)
If bOk = FALSE
Return 'SetSessionParam failed'
Else
Return 'SetSessionParam done'

参照

SqlGetSessionParameter

SQLOraclePL/SQL 関数
SqlOraPLSQLPrepare
構文

bOk=SqlOraPLSQLPrepare(hSql,strAnonymousPLSQLBlock)

説明

この関数は、PL/SQL ブロックをコンパイルします。この関数は、通常の SqlPrepare 関数と良く
似ています。しかし、基本的なコードは、SQL 文ではなく、OraclePL/SQL ブロックを扱います。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。データベース接続を識別するハンドル。

strAnonymousPL

SQLBlock 文字列。ユーザーがコンパイルする実際の PL/SQL ブロック。入
力変数と出力変数を含む PL/SQL ブロックを記述します。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set strAnonymousPLSQLBlock = ' BEGIN
Pkg1.Proc1 ( :nInput1, :sOutput1, :nOutput2 );
Pkg1.Proc2 ( :nOutput2 );
Pkg1.Proc3 ( :sOutput1 );
END; '
bOk = SqlOraPLSQLPrepare ( hSql, strAnonymousPLSQLBlock)

注意:Oracle 以外に接続を使用したとき、この関数は FALSE を返します。この関数を実行するには
最新の Oracle のルーターが必要になります。使用しているルーターのサポート能力がないとき、
[ThiscallneedsanewerversionofOraclerouter]というエラーが出ます。

SqlOraPLSQLExecute
構文

bOk=SqlOraPLSQLExecute(hSql)
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説明

この関数は、SqlOraPLSQLPrepare でコンパイルした、PL/SQL ブロックを実行します。実行が成
功すると、制御がユーザーに戻されるまでに PL/SQL ブロックからのすべての出力パラメータ
が更新されます。

パラメータ

hSql

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

Set strCMD = ' BEGIN
Pkg1.Proc1 ( :nInput1, :sOutput1);
Pkg1.Proc2 ( :sOutput1 );
Pkg2.Proc1 ( :nInput1 );
END; '
Set bOK = SqlOraPLSQLPrepare (hSql, strCMD)
Set nInput1 = 100
Set bOk = SqlOraPLSQLExecute ( hSql )
If bOk
! now the output parameter is available
Return sOutput1

SQL ハンドル。コンパイルされた PL/SQL ブロックと接続するハンドル。

SqlOraPLSQLStringBindType
構文

bOk=SqlOraPLSQLStringBindType(hSql,strBindName,nBindType)

説明

この関数は、Oracle のルーターに、コンパイルされた PL/SQL ブロックで使われている STRING
型配列バインド変数の明確な形を知らせます。デフォルトでは、すべての STRING 型配列は、
VARCHAR 型として Oracle に送られます。PL/SQL テーブルが CHAR 型のとき、この関数を実行
する必要があります。PL/SQL テーブルが VARCHAR 型か STRING 型のとき、この関数を呼び出
す必要がありません。SqlOraPLSQLPrepare を実行し、SqlOraPLSQLExecute を実行する前にこ
の関数を実行します。SqlOraPLSQLExecute を行うたびにこの関数を使わなければなりません。

パラメータ

hSql

SQL ハンドル。コンパイルされた PL/SQL ブロックと接続するハンドル。

strBindName

文字列。SqlOraPLSQLPrepare コマンドに渡された SQL 文で指定されたバ
インド変数(入力または出力パラメータ)の名前。

nBindType

数値。PL/SQL テーブルのデータ型。テーブルが VARCHAR 型か STRING
型ならば 5 を指定します。PL/SQL テーブルのデータ型が CHAR 型ならば
97 を指定します。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

例

! Data type declarations
!
String: strCMD
Number: nInput1
String: sOutput1[1:100]
Boolean: bOk
!
! Code follows
!
Set strCMD = ' ArrayPkg.Proc1 (:nInput1, :sOutput1); '
Set bOk = SqlOraPLSQLPrepare (hSql, strCMD)
Set nInput1 = 100
Set bOk = SqlOraPLSQLStringBindType (hSql, 'sOutput1', 97)
Set bOk = SqlOraPLSQLExecute (hSql)
If bOk
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! now the output parameter is availableÖ
Return sOutput1[1]

注意:この関数は、文字列配列パラメータに対してのみ呼び出す必要があります。PL/SQL ブロック
に、CHAR 型、VARCHAR 型、STRING 型がなく、数値だけを使用したときこの関数を使う必要はあり
ません。パラメータが CHAR 型の配列のときは、この関数を実行する必要があります。もしこの関数
を使わずに SqlOraPLSQLExecute を実行したら、Oracle のサーバーは、ORA-6550andPLS-00418"ArreybindtypemustmatchPL/SQLtablerowtype"というエラーを返します。

文字列関数
SalStrCompress
構文
説明

bOk=SalStrCompress(strString)
指定された文字列を圧縮します。この関数は、ディスクまたはデータベースに記憶するために、
文字列を圧縮するのに使います。この関数は、長い文字列を記憶するため、またはイメージな
どを記憶するために使います。
注意:文字列の最後の文字が Null 文字のとき、圧縮された文字列がデータベース・テーブル
に挿入され、そのテーブルから文字列がフェッチされて戻され、SalStrUncompress で使用され
た場合は、エラーが発生することがあります。これは、データベースの中には終端 Null 文字を
保存しないものがあるからです。したがって、この場合のデータベースの文字列は 1 文字短く、
元の文字列の長さと異なってしまいます。このようなエラーを防ぐには Null 文字をチェックし、
Null 文字が存在する場合は SalStrCompress の呼び出し後に以下のようなコードを追加します。
Call SalStrSetBufferLength( sBuffer, SalStrGetBufferLength( sBuffer ) + 1 )

パラメータ

strString

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalStrUncompress

例

SetbOk=SalStrCompress(strString)

受け取り文字列。圧縮する文字列。

SalStrFirstC
構文

bOk=SalStrFirstC(strString,nChar)

説明

文字列の最初の文字を抽出し、その値で数値パラメータを初期化します。アプリケーションで
DBCS(ダブルバイト文字セット)を使用できる場合、その数字は 16 ビット文字の整数値を表し、
それ以外の場合、数字は 8 ビット文字の ASCII 値を表します。
入力文字列に DBCS、または 16 ビット文字(2 バイト)文字が入っている場合には、SalStrLop で
はなくこの関数を使う必要があります。戻される文字が全角文字である場合には、文字の先行
バイトは上位バイト、文字の後続バイトは下位バイトになります。
SalNumberHigh は先行バイト、SalNumberLow は後続バイトの取得に使います。

パラメータ

戻り値

strString

受け取り文字列。先頭文字が切り取られた文字列。

nChar

受け取り数値。strString の先頭文字。

bOk には、strString が空または無効でない限り TRUE を返します。
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参照

SalNumberHigh
SalNumberLow
SalNumberToChar
SalStrLop

例

Set sString = 'ABC'
Call SalStrFirstC ( sString, nNumChar )
! Now sString = 'BC' and nNumChar = 65

SalStrGetBufferLength
注意:この API は、TeamDeveloper の ANSI から Unicode への切り替えによって廃止されています。
組み込みヘルプの SalGetBufferLength を参照してください。

構文

nLength=SalStrGetBufferLength(strString)

説明

文字列の現在のバッファ長を返します。
SAL は、文字列変数をバッファに格納します。この長さには、文字列の Null 終了文字が含まれ
ます。

パラメータ

strString

戻り値

nLength には、strString のバッファの長さを返します。

参照

SalStrLength
SalStrSetBufferLength

例

Set nBufferLength = SalStrGetBufferLength(strNumbers )

文字列。バッファ長を求めたい文字列。

SalStrIsValidCurrency
構文

bOk=SalStrIsValidCurrency(strMoney,nPrecision,nScale)

説明

文字列全体が有効な通貨の値かどうかを調べます。WIN.INI の[INTL]セクションにあるキーワ
ード sDecimal、sThousands、sCurrency、iNegCurr、および iCurrency の現在の設定をベースとし
た文字列の妥当性検査を行います。

パラメータ

strMoney

文字列。通貨値を含む文字列。

nPrecision

数値。表示する桁数。

nScale

数値。小数点以下の桁数。

戻り値

bOk には、strMoney が有効な通貨値のときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返します。

参照

SalStrIsValidDateTime
SalStrIsValidNumber

例

Set bOk1 = SalStrIsValidCurrency ( '$120.00' )

SalStrIsValidDateTime
構文

bOk=SalStrIsValidDateTime(strDateTime)
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説明

文字列全体が有効な日付/時刻の値かどうかを調べます。SAL は、WIN.INI の[INTL]セクション
にあるキーワード sShortDate、sLongDate、s1159、s2359、および sTime の現在の設定をベー
スとした文字列の妥当性検査を行います。

パラメータ

strDateTime

戻り値

bOk には、strDateTime が有効な日付/時刻値のときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返し

文字列。時刻値を含む文字列。

ます。
参照

SalStrIsValidCurrency
SalStrIsValidNumber

例

Set bOk2 = SalStrIsValidDateTime('2/2/91')

SalStrIsValidNumber
構文

bOk=SalStrIsValidNumber(strNumber)

説明

文字列全体が有効な数値かどうかを調べます。SAL は、WIN.INI の[INTL]セクションにあるキー
ワード sDecimal および sThousands の現在の設定をベースとした文字列の妥当性検査を行い
ます。

パラメータ

strNumber

戻り値

bOk には、strNumber が有効な数値のときは TRUE、それ以外のときは FALSE を返します。

参照

SalStrIsValidCurrency
SalStrIsValidDateTime

例

Set bOk1=SalStrIsValidNumber('120.00')

文字列。数値を含む文字列。

SalStrLeft
構文

nLength=SalStrLeft(strSource,nExtract,strTarget)

説明

文字列の先頭(文字位置 0)から指定されたバイト数の部分文字列を返します。

パラメータ

strSource

文字列。文字の抽出元になる文字列。

nExtract

数値。strSource から抽出する文字の数。

strTarget

受け取り文字列。部分文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、新しい文字列の長さが戻されます。
strTarget には、部分文字列が戻されます。

参照

SalStrMid
SalStrMidX
SalStrRight
SalStrLeftX

例

Set nLength=SalStrLeft('LEFT01234',4,strTarget)
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SalStrLeftX
構文

strTarget=SalStrLeftX(strSource,nExtract)

説明

文字列の先頭(文字位置 0)から指定されたバイト数の部分文字列を返します。

パラメータ

strSource

文字列。文字の抽出元になる文字列。

nExtract

数値。strSource から抽出する文字の数。

strTarget

受け取り文字列。部分文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、新しい文字列の長さが戻されます。
strTarget には、部分文字列が戻されます。

参照

SalStrMid
SalStrMidX
SalStrRight
SalStrLeft

例

Set strTarget=SalStrLeftX('LEFT01234',4)

SalStrLength
構文

nLength=SalStrLength(strString)

説明

文字列の長さを返します。
文字列には、最後に Null 文字が付けられ、SAL に内部的に記憶されます。文字列の最後の
Null 文字は長さには含まれません。

パラメータ

strString

戻り値

nLength には、strString の長さを返します。

参照

SalStrGetBufferLength

例

On SAM_Create
Set strNumbers = '1234567890'
Set nStringLength = SalStrLength ( strNumbers )

文字列。長さを求めたい文字列。

SalStrLop
構文

nCharacter=SalStrLop(strString)

説明

文字列の先頭文字の ASCII 数値を小数点で返します。この関数は、文字列の先頭文字を切り
取ります。

パラメータ

strString

戻り値

nCharacter には、strString の最初の文字の ASCII 値を返します。strString が Null のときは、ゼ

受け取り文字列。先頭文字が切り取られた入力文字列。

ロ(0)を返します。
参照

SalNumberToChar
SalStrFirstC
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例

Set strString = 'ABC'
Set nCharacter = SalStrLop ( strString )

SalStrLower
構文

nLength=SalStrLower(strSource,strTarget)
または
strTarget=SalStrLowerX(strSource)

説明

文字列を小文字に変換します。

パラメータ

strSource

文字列。変換する文字列。

strTarget

受け取り文字列。小文字の文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、小文字の文字列を返します。

参照

SalStrUpper
SalStrUpperX

例

Set nLength = SalStrLower ( 'LOWERCASE', strTarget )
or
Set strTarget = SalStrLowerX ( 'LOWERCASE' )

SalStrMid
構文

nLength=SalStrMid(strSource,nStartPos,nLength,strTarget)
または
strTarget=SalStrMidX(strSource,nStartPos,nLength)

説明

指定された位置で開始し、指定された文字数を含む部分文字列を返します。

パラメータ

strSource

文字列。元の文字列。

nStartPos

数値。strSource での部分文字列(ゼロが先頭位置)の開始位置。

nLength

数値。部分文字列に入れる文字数。

strTarget

受け取り文字列。部分文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、部分文字列の長さを返します。
strTarget には、部分文字列が戻されます。

参照

SalStrLeft
SalStrLeftX
SalStrRight

例

Set nLength = SalStrMid (`012ABC345', 3, 3, strTarget)
Or
Set strTarget = SalStrMidX ( '012ABC345', 3, 3 )
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! strTarget = 'ABC'

SalStrProper
構文

nLength=SalStrProper(strSource,strTarget)
または
strTarget=SalStrProperX(strSource)

説明

文字列を固有名詞形式に変換します。固有名詞では、各語の最初の文字は大文字、残りの文
字は小文字になります。

パラメータ

strSource

文字列。変換する文字列。

strTarget

受け取り文字列。変換される文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、変換された文字列が戻されます。

例

SetnLength=SalStrProper('JOHNL.SMITH',strTarget)
または
SetstrTarget=SalStrProperX('JOHNL.SMITH')

SalStrRepeat と SalStrRepeatX
構文

nLength=SalStrRepeat(strSource,nTimes,strTarget)
または
strTarget=SalStrRepeatX(strSource,nTimes)

説明

文字列を指定回数繰り返し連結します。

パラメータ

strSource

文字列。元の文字列。

nTimes

数値。strSource をそれ自体と連結する回数。

strTarget

受け取り文字列。新しい文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、新しい文字列を返します。

例

Set nLength = SalStrRepeat ( 'ABC*', 3, strTarget )
または
Set strTarget = SalStrRepeatX '( 'ABC*', 3)

SalStrReplace と SalStrReplaceX
構文

nReturn=SalStrReplace(strSource,nStartPos,nLength,strReplace,strTarget)
または
strTarget=SalStrReplaceX(strSource,nStartPos,nLength,strReplace)
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説明

ある文字列の文字を、別の文字列の文字に置き換えます。

パラメータ

strSource

文字列。置き換える文字を含む元の文字列。

nStartPos

数値。文字の置き換えを開始する場所。

nLength

数値。置き換える文字数。

strReplace

文字列。置き換え文字列。

strTarget

受け取り文字列。新しい文字列。

戻り値

nReturn には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、新しい文字列を返します。

例

Set nReturn = SalStrReplace ('far', 0, 1, 'be', strTarget )
! strTarget = 'bear' and nReturn = 4
Set strTarget = SalStrReplaceX ('bear', 0, 2, 'f' )
!strTarget = 'far'

SalStrRight と SalStrRightX
構文

nLength=SalStrRight(strSource,nLength,strTarget)
または
strTarget=SalStrRightX(strSource,nLength)

説明

文字列の右端(最後)から指定した長さ(文字数)の文字列を戻します。

パラメータ

strSource

文字列。元の文字列。

nLength

数値。抽出する文字数。

strTarget

受け取り文字列。新しい文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、新しい文字列を返します。

参照

SalStrLeft
SalStrLeftX
SalStrMid
SalStrMidX

例

Set nLength = SalStrRight ( '123RIGHT', 5, strTarget )
or
Set StrTarget = SalStrRightX ( '123RIGHT', 5 )

SalStrScan
構文

nOffset=SalStrScan(strString1,strString2)

説明

指定された部分文字列のオフセットを検索して返します。検索されている文字列に部分文字列
が複数ある場合は、最初の部分文字列のオフセットを返します。

パラメータ

strString1

文字列。検索される文字列。文字列の先頭文字の位置はゼロ(0)です。
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strString2

文字列。検索する文字列。検索時は、大文字小文字は区別されません。
パターン一致文字を利用することができます。パーセント記号(%)は、どん
な文字の組み合わせにも一致します。アンダーバー(_)は 1 文字に一致し
ます。
\、%、_を検索するには、SalStrScan での\の使い方が異なります。また、第
2 番目のパラメータが文字列定数であるかどうかによっても使い方が異な
ります。\を検索する場合に strString2 が文字列定数のときは、\が 4 つ必
要になります。
SalStrScan('これは\\です','\\\\')
%または_を検索する場合に strString2 が文字列定数のときは、\が 2 つ
必要になります。
SalStrScan('これは%です','\\%')
SalStrScan('これは_です','\\_')
strString2 が文字列定数でないときでも、%または_を検索する場合には、
\が 1 つ必要になります。

戻り値

nOffset には、strString1 で最初に見つかった strString2 の位置(0 が起点)を示す数値を返しま
す。SAL が strString1 で strString2 を検出できなかった場合、SalStrScan は-1 を返します。

例

Set nOffset=SalStrScan('012AbC345','ABC')

SalStrSetBufferLength
注意:この API は、TeamDeveloper の ANSI から Unicode への切り替えによって廃止されています。
組み込みヘルプの SalSetBufferLength を参照してください。

構文

bOk=SalStrSetBufferLength(strString,nLength)

説明

バッファ文字列長をパラメータの値に設定し、メモリーを割り当てます。strString にバイナリ・バ
イトではなく文字列値が含まれることが予測される場合は、予測される文字数に 1 を加えた値
に nLength を設定して、最後の Null 文字が含まれるようにしてください。これが必要なのは、
受け取り文字列を外部関数に渡す場合だけです。
この関数を呼び出した後、SetsExample=sometext のような通常の操作で文字列に値を割り当
てる場合、その文字列のバッファ長は、割り当てられた文字と一致するように最後に Null を追
加されます。そして元のバッファ長を必要とする外部関数を呼び出した場合、そのバッファ長を
超えるテキストを記述するとメモリーが破損してしまいます。
SalStrSetBufferLength を呼び出す前に、文字列がすでに割り当てられた文字を持っていて、現
在のバッファ長より短い長さで関数を呼び出す場合、文字列は切り捨てられ、終端 Null 文字も
失われます。これは、文字列を外部関数に渡すときに問題が発生する原因となります。

パラメータ

strString

受け取り文字列。バッファ長を設定したい文字列。
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nLength

数値。strString の長さ。

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalSetMaxDataLength
SalStrGetBufferLength

例

Set bOk=SalStrSetBufferLength(recvString,10)
!9chars

SalStrToDate
構文

dtDateTime=SalStrToDate(strString)

説明

文字列を日付/時刻値に変換します。この関数は、日付文字列を変換するのにシステム日付フ
ォーマットを使います。フォーマットにこだわらない場合には、SalDateConstruct を使います。

パラメータ

strString

戻り値

dtDateTime は、strString から変換された日付/時刻値です。

参照

SalDateToStr

例

Set dtDateTime=SalStrToDate(strDateTime)

文字列。変換する文字列。

SalStrTokenize
構文

nNumTokens=SalStrTokenize(strSource,strStartDel,strEndDel,strTokenArray)

説明

文字列を、指定された開始および終了区切り文字をベースとして部分文字列(トークン)に分解
します。区切り文字を使用して各部分文字列の開始点および終了点を認識します。
先頭の開始区切りでない文字を部分文字列の開始点と解釈し、この文字に先行する開始区
切り文字をすべてスキップします。たとえば、'!'が開始区切り文字の場合には、文字列'Hello'
および'!!!Hello'は同じトークン'Hello'を作成します。
先頭の開始区切りでない文字が終了区切り文字の場合には、SAL はこれを Null と解釈します。
これは、','が終了区切り文字である、カンマで区切るデータの場合に便利です。SAL は、レコー
ド'data1,data2,,data4'および',data2,data3,data4'にはそれぞれ 4 つのトークンがあり、そのうち
1 つは Null であると認識します。
部分文字列の開始点を見つけると、終了区切り文字を見つけるまで、続くすべての文字を部
分文字列の要素と解釈します。たとえば、'!'が開始区切り文字で、'?'が終了区切り文字の場
合には、文字列'abc!def?ghi!'は'abc!def'および'ghi!'というトークンになります。感嘆符が開始
区切り文字であっても、それを部分文字列の要素として正しく解釈します。

パラメータ

strSource

文字列。分解する文字列。

strStartDel

文字列。開始区切り文字を含む文字列。
開始区切り文字を省略する場合は、空の文字列('')を指定してください。

strEndDel

文字列。終了区切り文字を含む文字列。
終了区切り文字を省略する場合は、空の文字列('')を指定してください。
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strTokenArray

文字配列。strSource から作成される部分文字列の配列のハンドル(また
は名前)。

戻り値

nNumTokens には、作成された部分文字列の数を返します。部分文字列が作成されないとき、
またはエラーが発生したときは、ゼロ(0)を返します。

例

Set nNumTokens = SalStrTokenize( sSource1, '', ',', astrTokens )

SalStrToMultiByte
構文

bOk=SalStrToMultiByte(strInput,strOutput,nEncoding)

説明

Unicode 文字列をマルチバイト文字列に変換します。

パラメータ

strInput

文字列。変換する文字列。

strOutput

文字列。出力文字列。

nEncoding

数値。使用するエンコード。以下は、事前に定義された定数です。
ENC_ANSI
ENC_MACCP
ENC_OEMCP
ENC-UTF7
ENC_UTF8

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalStrToWideChar

SalStrToNumber
構文

nNumber=SalStrToNumber(strString)

説明

文字列を数値に変換します。

パラメータ

strString

戻り値

nNumber には、変換した結果の数値を返します。

参照

SalNumberToStr

例

Set nNumber=SalStrToNumber('100.22')

文字列。変換する文字列。

SalStrToWideChar
構文

bOk=SalStrToWideChar(strInput,strOutput,nEncoding)

説明

マルチバイト文字列を Unicode 文字列に変換します。

パラメータ

strInput

文字列。変換する文字列。

strOutput

文字列。出力文字列。

nEncoding

数値。使用するエンコード。以下は、事前に定義された定数です。
ENC_ANSI
ENC_MACCP
ENC_OEMCP
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ENC_UTF7
ENC_UTF8
戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalStrToMultiByte

SalStrTrim
構文

nNewLength=SalStrTrim(strSource,strTarget)
または
strTarget=SalStrTrimX(strSource)

説明

前後のブランクを削除し、文字列内の複数のスペースおよびタブを 1 個のスペースに圧縮しま
す。

パラメータ

strSource

文字列。元の文字列。

strTarget

受け取り文字列。新しい文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nNewLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、新しい文字列を返します。

例

Set nLength = SalStrTrim ( ' 1 2 3 ', strTarget )

SalStrTrimX
構文

strTarget=SalStrTrimX(strSource)

説明

前後のブランクを削除し、文字列内の複数のスペースおよびタブを 1 個のスペースに圧縮しま
す。

パラメータ

strSource

文字列。元の文字列。

strTarget

受け取り文字列。新しい文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nNewLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、新しい文字列を返します。

例

Set nLength = SalStrTrim ( ' 1 2 3 ', strTarget )

SalStrUncompress
構文

bOk=SalStrUncompress(strString)

説明

指定された文字列の圧縮を解除します。この関数は、SalStrCompress で圧縮した文字列の圧
縮を解除する場合に使います。

パラメータ

strString

戻り値

bOk には、関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

受け取り文字列。圧縮を解除する文字列。
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参照

SalStrCompress

例

Set bOk=SalStrUncompress(strString)

SalStrUpper
構文

nLength=SalStrUpper(strSource,strTarget)

説明

文字列を大文字に変換します。

パラメータ

strSource

文字列。変換する文字列。

strTarget

受け取り文字列。大文字の文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

nLength には、strTarget の長さを返します。
strTarget には、大文字の文字列が戻されます。

参照

SalStrLower

例

Set nLength=SalStrUpper('uppercase',strTarget)

SalStrUpperX
構文

strTarget=SalStrUpperX(strSource)

説明

文字列を大文字に変換します。

パラメータ

strSource

文字列。変換する文字列。

strSource および strTarget の両方に、同じ文字列を指定できます。
戻り値

この関数は、strTarget に大文字の文字列を返します。

参照

SalStrLower

例

Set strTarget=SalStrUpperX('uppercase')

Web 関数
SalWebLogin
構文

bSuccess=SalWebLogin(strUserName,strRoles)

説明

クライアントブラウザ上に暗号化された Cookie を配置します。この Cookie は 1 つ目の引数か
らユーザー名、2 つ目の引数からそのユーザーに付与されたロール情報が含まれています。
Cookie が配置されると、ユーザーは認証を必要とするウェブページすべてへアクセスできるよ
うになります。

パラメータ

strUserName

文字列。クライアントのユーザーID。

strRoles

文字列配列。クライアントでのロールについての配列。

戻り値

関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalWebLogout
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例

Set bOk = SalWebLogin ('John Doe', strUserRoles)

SalWebLogout
構文

bSuccess=SalWebLogout()

説明

クライアントのブラウザから暗号化された Cookie を削除します。これにより、認証を必要とする
ページへのユーザーの自動でのアクセスを終わらせるには、この関数を呼び出します。

パラメータ

なし

戻り値

関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

参照

SalWebLogin

例

Set bOk = SalWebLogout ( )

SalWebReportCreateToFile
構文

bOk = SalWebReportCreateToFile(sRPXFile, sOutputFile, reportVars, reportData, nOutputType,
sLang)

説明

この関数は Web レポートを作成し、サーバーに保存する機能を提供します。これにより、必要
に応じて利用可能なリポートの一覧を表示し、SalFile* メソッドを使って指定されたファイルをユ
ーザーにダウンロードさせるフレームワークを作成することが可能になります。

戻り値

関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

パラメータ

sRPXFile

文字列。レポートレイアウトを定義する RPX ファイル名。Web サーバーに
存在するファイルへの Web サービスのホームからの相対パスになります。

sOutputFile

文字列。 出力先のファイル名。Web サーバー上の Web サービスのホー
ムからの相対パスになります。

reportVars

UDV。レポートエンジンで使用するレポート変数に割り当てるフィールドを
メンバーとするクラスのインスタンス。クラスフィールド名は RPX ファイルで
定義されているレポート変数名と一致する必要があります。

reportData

UDV 配列。レポートデータ項目に割り当てるフィールドをメンバーとするク
ラスオブジェクトの配列。クラスフィールド名は RPX ファイルで定義されて
いるデータ項目名と一致する必要があります。

nOutputType

sLang
例

数値。 生成するレポートファイルの種別を指定します。
WRPT_OutputPDF:

PDF ファイル

WRPT_OutputHTML:

HTML ファイル

文字列。 レポートを生成する際に使用する言語 (例： “en-US”)

Call SalWebReportCreateToFile("Invoice.rpx", “report.pdf", reportVars, inputItems,
WRPT_OutputPDF)

注意： レポートを作成するためには、レポート Web サービスで使用する Windows アカウント
がファイル I/O 権限を保持している必要があります。 また、システムによっては、RPX ファイル
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をフルパスで指定していない場合、予期せぬ場所からロードしようとする場合があります。

SalWebReportCreate
構文

bOk = SalWebReportCreate(sRPXFile, bOutputFile, reportVars, reportData, nOutputType, sLang)

説明

SalWebReportCreateToFile と同様ですが、生成されたレポートはファイルとして保存する代わ
りに、bOutputFile 引数で指定されたバッファにセットされます。

戻り値

関数が正常に実行されたときは TRUE、失敗したときは FALSE を返します。

パラメータ

sRPXFile

文字列。レポートレイアウトを定義する RPX ファイル名。Web サーバーに
存在するファイルへの Web サービスのホームからの相対パスになります。

bOutputFile

受け取りバイナリ。バイナリフォーマットの生成されたファイル（PDF または
HTML）。

reportVars

UDV。レポートエンジンで使用するレポート変数に割り当てるフィールドを
メンバーとするクラスのインスタンス。クラスフィールド名は RPX ファイルで
定義されているレポート変数名と一致する必要があります。

reportData

UDV 配列。レポートデータ項目に割り当てるフィールドをメンバーとするク
ラスオブジェクトの配列。クラスフィールド名は RPX ファイルで定義されて
いるデータ項目名と一致する必要があります。

nOutputType

sLang
例

数値。 生成するレポートファイルの種別を指定します。
WRPT_OutputPDF:

PDF ファイル

WRPT_OutputHTML:

HTML ファイル

文字列。 レポートを生成する際に使用する言語 (例： “en-US”)

Call SalWebReportCreateToFile("Invoice.rpx", bMyReport, reportVars, inputItems,
WRPT_OutputPDF)

注意：システムによっては、RPX ファイルをフルパスで指定していない場合、予期せぬ場所から
ロードしようとする場合があります。

SalWebUserInRole
構文

bInRole = SalWebUserInRole(sRoleName)

説明

アクティブリクエストのユーザーが指定されたロールに割り当てられているかどうかをチェック

パラメータ

sRoleName

戻り値

現在のユーザーが有効で指定されたロールに割り当てられている場合に TRUE、そうでなけれ

文字列。 チェックするロール名。

ば FALSE を返します。
例

Set bIsAdminUser = SalWebUserInRole (“Admin”)

SalWebCacheFile
構文

sUrl = SalWebCacheFile(bFileData, sContentType, sFileName, nCacheExpiration)
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説明

バイナリデータを ASP.NET キャッシュにキャッシュし、ファイルをダウンロードする際に使用す
る相対 URL パスを返すします。これは、サーバーからファイルをディスクに書き込まずにダウ
ンロードする際に便利です。この URL は、ピクチャコントロールでキャッシュされたイメージを
表示する場合、またはリンクコントロールから PDF またはバイナリファイルをダウンロードする
場合に使用することができます。

戻り値

ブラウザを利用してデータを取り込む際に利用可能な URL 文字列を返します。

パラメータ

bFileData

キャッシュするバイナリデータ。

sContentType

文字列。ファイルタイプ。これは、Content-Type http レスポンスヘッダーに
使用されます。これにより、ブラウザは取り込もうとしているファイルタイプ
を知ることができます。

sFileName

文字列。キャッシュファイル名（オプション）。これは、Content-Disposition
http レスポンスヘッダーとして使用されます。これはブラウザがファイルを
保存する際のファイル名になります。

nCacheExpiration

数値。キャッシュを保存する期間を分単位で指定します。データがダウン
ロードされた場合にもキャッシュは削除されます。

例

Set sImgURL = SalWebCacheFile(bProfileImg, "image/png", “profile.png”, 1)

SalWebGetAppSetting
構文

bOk = SalWebGetAppSetting(sKey, sValue)

説明

Web.config の app settings セクションに定義されている値を取得

戻り値

キーが存在する場合には TRUE、存在しなければ FALSE を返します。

パラメータ

sKey

取得する値のキー。

sValue

キーに割り当てられた値。

例

Set bOk = SalWebGetAppSetting (“ServiceURL”, sServiceURL)

SalWebGetConnectionString
構文

bOk = SalWebGetConnectionString(sConnectioName, sConnectionString)

説明

Web.config の connectionStrings セクションに定義されているコネクション定義をその名前に基
づいて取得

戻り値

コネクションが存在する場合には TRUE、存在しなければ FALSE を返します

パラメータ

sConnectioName

取得するコネクションの名称

sConnectionString

接続文字列。

例

Set bOk = SalWebGetConnectionString (“IslandDB”, sIslandConnectionStr)
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SalWebGetAppURL
構文

sURL = SalWebGetAppURL()

説明

アプリケーションの URL を取得します。アプリケーションのリソースへのリンクを SAL コードか
ら生成する場合などに有用です。

戻り値

アプリケーションのルート URL。

例

Set sAppURL = SalWebGetAppURL ()

SalWebGetClientIP
構文

sIP = SalWebGetClientIP()

説明

現在のリクエストを送出したクライアントの IP アドレスを取得します。
HTTP_X_FORWARDED_FOR http ヘッダー、または REMOTE_ADDR http ヘッダーから IP
アドレスを取得します。

戻り値

クライアントの IP アドレス。

例

Set sIP = SalWebGetClientIP ()

SalWebGetUser
構文

bOK = SalWebGetUser(sUserName, sUserRolesArr)

説明

現在のユーザーのユーザー名と割り当てられたロールを取得します。この情報は HttpContext
リクエストおよび現在のスレッドのセッションオブジェクトから SalWebLogin で設定された値を
取得します。

パラメータ

sUserName

受け取り文字列。現在のユーザーのユーザー名。

sUserRolesArr

受け取り文字列配列。ユーザーに割り当てられたロール名の配列。

戻り値

現在のユーザーが有効であれば TRUE、そうでなければ FALSE を返します。

例

Set bOK = SalWebGetUser (username, roles)
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