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はじめに

このマニュアルの内容 このマニュアルは、Adaptive Server Anywhere で使用する SQL 言語の

完全なリファレンスです。また、Adaptive Server Anywhere のシステ

ム・テーブルとシステム・プロシージャについても説明しています。

特定の作業を行うための手順については、他のマニュアルでより具体
的に説明されています。このマニュアルでは、使用可能な SQL 構文、

システム・オブジェクトなどの全リストを参照できます。

対象読者 このマニュアルは、Sybase Adaptive Server Anywhere のすべてのユー

ザを対象としています。特に、Mobile Link と SQL Remote のユーザに

とって関心のある情報が掲載されています。他のマニュアルと一緒に
使用するように構成されています。
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SQL Anywhere Studio のマニュアル
SQL Anywhere Studio のマニュアル

このマニュアルは、SQL Anywhere のマニュアル・セットの一部です。

この項では、マニュアル・セットに含まれる各マニュアルと使用法に
ついて説明します。

SQL Anywhere 
Studio のマニュアル

SQL Anywhere Studio のマニュアルは、各マニュアルを 1 つの大きな

ヘルプ・ファイルにまとめたオンライン形式、マニュアル別の PDF 
ファイル、および有料の製本版マニュアルで提供されます。SQL 
Anywhere Studio のマニュアルは、次の分冊マニュアルで構成されて

います。

•    『SQL Anywhere Studio の紹介』   このマニュアルでは、SQL 
Anywhere Studio のデータベース管理と同期テクノロジの概要に

ついて説明します。また、SQL Anywhere Studio を構成する各部

分について説明するチュートリアルも含まれています。

•    『SQL Anywhere Studio 新機能ガイド』   このマニュアルは、

SQL Anywhere Studio のこれまでのリリースのユーザを対象とし

ています。ここでは、製品の今回のリリースと以前のリリース
で導入された新機能をリストし、アップグレード手順を説明し
ています。

•    『Adaptive Server Anywhere データベース管理ガイド』   このマ

ニュアルでは、データベースおよびデータベース・サーバの実
行、管理、設定について説明しています。

•    『Adaptive Server Anywhere SQL ユーザーズ・ガイド』   このマ

ニュアルでは、データベースの設計と作成の方法、データのイ
ンポート・エクスポート・変更の方法、データの検索方法、ス
トアド・プロシージャとトリガの構築方法について説明します。

•    『Adaptive Server Anywhere SQL リファレンス・マニュアル』   
このマニュアルは、Adaptive Server Anywhere で使用する SQL 言
語の完全なリファレンスです。また、Adaptive Server Anywhere 
のシステム・テーブルとシステム・プロシージャについても説
明しています。

•    『Adaptive Server Anywhere プログラミング・ガイド』   このマ

ニュアルでは、C、C++、Java プログラミング言語を使用して

データベース・アプリケーションを構築、配備する方法につい
xiv



て説明します。Visual Basic や PowerBuilder などのツールのユー

ザは、それらのツールのプログラミング・インタフェースを使
用できます。また、Adaptive Server Anywhere ADO.NET データ・

プロバイダについても説明します。

•    『Adaptive Server Anywhere SNMP Extension Agent ユーザーズ・

ガイド』   このマニュアルでは、Adaptive Server Anywhere SNMP 
Extension Agent を SNMP 管理アプリケーションとともに使用で

きるように設定して、Adaptive Server Anywhere データベースを

管理できるようにする方法を説明します。

•    『Adaptive Server Anywhere エラー・メッセージ』   このマニュ

アルでは、Adaptive Server Anywhere エラー・メッセージの完全

なリストを、その診断情報とともに説明します。

•    『SQL Anywhere Studio セキュリティ・ガイド』   このマニュア

ルでは、Adaptive Server Anywhere データベースのセキュリティ

機能について説明します。Adaptive Server Anywhere 7.0 は、米国

政府から TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criteria) の 
C2 セキュリティ評価を授与されています。このマニュアルに

は、Adaptive Server Anywhere の現在のバージョンを、C2 基準を

満たした環境と同等の方法で実行することを望んでいるユーザ
にとって役に立つ情報が含まれています。

•    『Mobile Link 管理ガイド』   このマニュアルでは、モバイル・

コンピューティング用の Mobile Link データ同期システムについ

てあらゆる角度から説明します。このシステムによって、
Oracle、Sybase、Microsoft、IBM の単一データベースと、

Adaptive Server Anywhere や Ultra Light の複数データベースの間

でのデータ共有が可能になります。

•    『Mobile Link クライアント』   このマニュアルでは、Adaptive 
Server Anywhere リモート・データベースと Ultra Light リモー

ト・データベースの設定を行い、これらを同期させる方法につ
いて説明します。

•    『Mobile Link サーバ起動同期ユーザーズ・ガイド』   このマ

ニュアルでは、Mobile Link のサーバによって開始される同期に

ついて説明します。サーバによって開始される同期とは、統合
データベースから同期の開始を可能にする Mobile Link の機能で

す。
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SQL Anywhere Studio のマニュアル
•    『Mobile Link チュートリアル』   このマニュアルには、Mobile 
Link アプリケーションの設定と実行を行う方法を説明する

チュートリアルがいくつか用意されています。

•    『QAnywhere ユーザーズ・ガイド』   このマニュアルでは、

Mobile Link QAnywhere について説明します。Mobile Link 
QAnywhere は、従来のデスクトップ・クライアントやラップ

トップ・クライアントだけでなく、モバイル・クライアントや
無線クライアント用のメッセージング・アプリケーションの開
発と展開を可能にするメッセージング・プラットフォームです。

•    『Mobile Link およびリモート・データ・アクセスの ODBC ドラ

イバ 』   このマニュアルでは、Mobile Link 同期サーバから、ま

たは Adaptive Server Anywhere リモート・データ・アクセスに

よって、Adaptive Server Anywhere 以外の統合データベースにア

クセスするための ODBC ドライバの設定方法について説明しま

す。

•    『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』   このマニュアルでは、モ

バイル・コンピューティング用の SQL Remote データ・レプリ

ケーション・システムについて、あらゆる角度から説明します。
このシステムによって、Adaptive Server Anywhere または 
Adaptive Server Enterprise の単一データベースと Adaptive Server 
Anywhere の複数データベースの間で、電子メールやファイル転

送などの間接的リンクを使用したデータ共有が可能になります。

•    『SQL Anywhere Studio ヘルプ』   このマニュアルには、Sybase 
Central や Interactive SQL、その他のグラフィカル・ツールに関

するコンテキスト別のヘルプが含まれています。これは、製本
版マニュアル・セットには含まれていません。

•    『Ultra Light データベース・ユーザーズ・ガイド』   このマニュ

アルは、Ultra Light 開発者を対象としています。ここでは、Ultra 
Light データベース・システムの概要について説明します。ま

た、すべての Ultra Light プログラミング・インタフェースに共

通する情報を提供します。

•    Ultra Light のインタフェースに関するマニュアル   各 Ultra Light 
プログラミング・インタフェースには、それぞれに対応するマ
ニュアルを用意しています。これらのインタフェースは、RAD (
xvi



ラピッド・アプリケーション開発 ) 用の Ultra Light コンポーネン

トとして提供されているものと、C、C++、Java 開発用の静的イ

ンタフェースとして提供されているものがあります。

このマニュアル・セットの他に、PowerDesigner と InfoMaker には、独

自のオンライン・マニュアル ( 英語版 ) がそれぞれ用意されています。

マニュアルの形式 SQL Anywhere Studio のマニュアルは、次の形式で提供されています。

•    オンライン・マニュアル   オンライン・マニュアルには、

SQL Anywhere Studio の完全なマニュアルがあり、

SQL Anywhere ツールに関する印刷マニュアルとコンテキスト

別のヘルプの両方が含まれています。オンライン・マニュアル
は、製品のメンテナンス・リリースごとに更新されます。これ
は、 新の情報を含む も完全なマニュアルです。

Windows オペレーティング・システムでオンライン・マニュア

ルにアクセスするには、[ スタート ] － [ プログラム ] － [SQL 
Anywhere 9] － [ オンライン・マニュアル ] を選択します。オンラ

イン・マニュアルをナビゲートするには、左ウィンドウ枠で 
HTML ヘルプの目次、索引、検索機能を使用し、右ウィンドウ

枠でリンク情報とメニューを使用します。

UNIX オペレーティング・システムでオンライン・マニュアルに

アクセスするには、SQL Anywhere のインストール・ディレクト

リに保存されている HTML マニュアルを参照してください。

•    PDF 版マニュアル   SQL Anywhere の各マニュアルは、Adobe 
Acrobat Reader で表示できる PDF ファイルで提供されています。

PDF 版マニュアルは、オンライン・マニュアルまたは Windows 
の [ スタート ] メニューから利用できます。

•    製本版マニュアル   製本版マニュアルをご希望の方は、ご購入い

ただいた販売代理店または弊社営業担当までご連絡ください。
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表記の規則
表記の規則

この項では、このマニュアルで使用されている書体およびグラフィッ
ク表現の規則について説明します。

SQL 構文の表記規

則

SQL 構文の表記には、次の規則が適用されます。

•    キーワード   SQL キーワードはすべて次の例に示す ALTER 
TABLE のように大文字で表記します。

ALTER TABLE [ owner.]table-name

•    プレースホルダ   適切な識別子または式で置き換えられる項目

は、次の例に示す owner や table-name のように表記します。

ALTER TABLE [ owner.]table-name

•    繰り返し項目   繰り返し項目のリストは、次の例に示す column-
constraint のように、リストの要素の後ろに省略記号 ( ピリオド 
3 つ …) を付けて表します。

ADD column-definition [ column-constraint, … ]

複数の要素を指定できます。複数の要素を指定する場合は、各
要素間をカンマで区切る必要があります。

•    オプション部分   文のオプション部分は角カッコで囲みます。

RELEASE SAVEPOINT [ savepoint-name ]

この例では、角カッコで囲まれた savepoint-name がオプション

部分です。角カッコは入力しないでください。

•    オプション   項目リストから 1 つだけ選択するか、何も選択しな

くてもよい場合は、項目間を縦線で区切り、リスト全体を角
カッコで囲みます。

[ ASC | DESC ]

この例では、ASC と DESC のどちらか 1 つを選択しても、どち

らも選択しなくてもかまいません。角カッコは入力しないでく
ださい。
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•    選択肢   オプションの中の 1 つを必ず選択しなければならない場

合は、選択肢を中カッコで囲み、縦棒で区切ります。

[ QUOTES { ON | OFF } ]

QUOTES オプションを使用する場合は、ON または OFF のどち

らかを選択する必要があります。角カッコと中カッコは入力し
ないでください。

グラフィック・アイ
コン

このマニュアルでは、次のアイコンを使用します。

•    クライアント・アプリケーション

•    Sybase Adaptive Server Anywhere などのデータベース・サーバ

•    データベース。高度な図では、データベースとデータベースを

管理するデータ・サーバの両方をこのアイコンで表します。
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表記の規則
•    レプリケーションまたは同期のミドルウェア。ソフトウェアの

これらの部分は、データベース間のデータ共有を支援します。
たとえば、Mobile Link 同期サーバ、SQL Remote Message Agent 
などがあげられます。

•    プログラミング・インタフェース

API
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Adaptive Server Anywhere サンプル・データベース

このマニュアルでは、多くの例で Adaptive Server Anywhere サンプル・

データベースが使用されています。

サンプル・データベースは、asademo.db という名前のファイルに保存

され、SQL Anywhere ディレクトリに置かれています。

サンプル・データベースは小規模の企業の例です。データベースに
は、この企業の内部情報 ( 従業員、部署、経理 ) とともに、製品情報

や販売情報 ( 受注、顧客、連絡先 ) が入っています。データベースに

含まれる情報はすべて架空のものです。

次の図は、サンプル・データベース内のテーブルと各テーブル間の関
係を示しています。

fin_code

code     char(2)       <pk>
type     char(10)
description   char(50)

product

id         integer         <pk>
name         char(15)
description         char(30)
size         char(18)
color         char(6)
quantity         integer
unit_price         numeric (15,2)

asademo.db

contact

id          integer          <pk>
last_name         char(15)
first_name        char(15)
title          char(2)
street          char(30)
city          char(20)
state          char(2)
zip          char(5)
phone          char(10)
fax          char(10)

customer

id              integer      <pk>
fname              char(15)
lname              char(20)
address              char(35)
city              char(20)
state              char(2)
zip              char(10)
phone              char(20)
company_name    char(35)

fin_data

year char(4)   <pk>
quarter char(2)   <pk>
code char(2)   <pk,fk>
amount numeric(9)

sales_order

id       integer     <pk>
cust_id       integer     <fk>
order_date    date
fin_code_id   char(2)     <fk>
region       char(7)
sales_rep       integer      <fk>

sales_order_items

id       integer     <pk,fk>
line_id       smallint    <pk>
prod_id       integer      <fk>
quantity       integer
ship_date       date

department

dept_id           integer <pk>
dept_name         char(40)
dept_head_id     integer <fk>

Employee

emp_id integer    <pk>
manager_id integer
emp_fname char(20)
emp_lname char(20)
dept_id integer     <fk>
street char(40)
city char(20)
state char(4)
zip_code char(9)
phone char(10)
status char(1)
ss_number char(11)
salary numeric(20,3)
start_date date
termination_date date
birth_date date
bene_health_ins char(1)
bene_life_ins char(1)
bene_day_care char(1)
sex char(1)

id = prod_id

id = cust_id

id = id
emp_id = sales_rep

emp_id = dept_head_id

code = fin_code_id

dept_id = dept_id

code = code
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詳細情報の検索／フィードバックの提供
詳細情報の検索／フィードバックの提供

このマニュアルに関するご意見、ご提案、フィードバックをお寄せく
ださい。

マニュアルおよびソフトウェアに関するフィードバックは、SQL 
Anywhere のテクノロジについて議論するニュースグループを介して

お送りいただけます。ニュースグループは、ニュース・サーバ 
forums.sybase.com にあります ( ニュースグループにおけるサービスは

英語でのみの提供となります )。

以下のニュースグループがあります。

•    sybase.public.sqlanywhere.general

•    sybase.public.sqlanywhere.linux

•    sybase.public.sqlanywhere.mobilink

•    sybase.public.sqlanywhere.product_futures_discussion

•    sybase.public.sqlanywhere.replication

•    sybase.public.sqlanywhere.ultralite

•    ianywhere.public.sqlanywhere.qanywhere

ニュースグループに関するお断り
iAnywhere Solutions は、ニュースグループ上に解決策、情報、または

意見を提供する義務を負うものではありません。また、システム・オ
ペレータ以外のスタッフにこのサービスを監視させて、操作状況や可
用性を保証する義務もありません。

iAnywhere Solutions のテクニカル・アドバイザとその他のスタッフ

は、時間のある場合にかぎりニュースグループでの支援を行います。
こうした支援は基本的にボランティアで行われるため、解決策や情報
を定期的に提供できるとはかぎりません。支援できるかどうかは、ス
タッフの仕事量に左右されます。
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マニュアルに関するご意見、ご提案は、SQL Anywhere ドキュメン

テーション・チームの iasdoc@ianywhere.com 宛てに電子メールでお寄

せください。このアドレスに送信された電子メールに返信する責任は
負いませんが、お寄せ頂いたご意見、ご提案は必ず読ませて頂きま
す。
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第 １ 部 SQL

データ型、関数、文を含む、Adaptive Server Anywhere の 
SQL 言語について説明します。
1
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第 1章 

SQL 言語の要素

この章の内容 この章では、SQL 言語の要素と規則について説明します。
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キーワード
キーワード

各 SQL 文には 1 つまたは複数のキーワードが含まれています。SQL 
文のキーワードでは大文字と小文字を区別しませんが、このマニュア
ルではキーワードを大文字で表記します。

たとえば、次の文では SELECT と FROM がキーワードになります。

SELECT *
 FROM employee

次の文は、上の文と同等です。

Select *
From employee
select * from employee
sELECT * FRoM employee

キーワードの中には、二重引用符で囲まないと識別子として使用でき
ないものがあります。このようなキーワードを、予約語と呼びます。
二重引用符で囲む必要のないキーワード (DBA など ) もあり、これら

は予約語ではありません。

予約語

SQL キーワードには「予約語」として定義されているものがありま

す。SQL 文で予約語を識別子として使用するには、二重引用符で囲み

ます。SQL 文で使用するキーワードのうち、すべてではありませんが

その多くが予約語です。たとえば、次の構文を使用して、SELECT 
テーブルの内容を取り出します。

SELECT *
FROM "SELECT"

SQL はキーワードの大文字と小文字を区別しないため、次の各語は大

文字、小文字、またはその組み合わせで使用できます。次の語のいず
れかと、大文字／小文字の区別のみが違う文字列はすべて予約語とな
ります。
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     第 1 章   SQL 言語の要素
Embedded SQL を使用している場合、データベース・ライブラリ関数 
SQL_needs_quotes を使用すると文字列に二重引用符が必要かどうか

を判別できます。文字列が予約語であるか、または通常識別子に使用
できない文字が含まれている場合は、文字列に二重引用符を付けま
す。

Adaptive Server Anywhere の SQL キーワードは次のとおりです。

予約語 予約語 予約語 予約語

add all alter and

any as asc backup

begin between bigint binary

bit bottom break by

call capability cascade case

cast char char_convert character

check checkpoint close comment

commit conflict connect constraint

contains continue convert create

cross cube current current_timestamp

current_user cursor date dbspace

deallocate dec decimal declare

default delete deleting desc

distinct do double drop

dynamic else elseif encrypted

end endif escape except

exception exec execute existing

exists externlogin fetch first

float for force foreign

forward from full goto
5



キーワード
grant group having holdlock

identified if in index

index_lparen inner inout insensitive

insert inserting install instead

int integer integrated intersect

into iq is isolation

join key lateral left

like lock login long

match membership message mode

modify natural new no

noholdlock not notify null

numeric of off on

open option options or

order others out outer

over passthrough precision prepare

primary print privileges proc

procedure publication raiserror readtext

real reference references release

remote remove rename reorganize

resource restore restrict return

revoke right rollback rollup

save savepoint scroll select

sensitive session set setuser

share smallint some sqlcode

sqlstate start stop subtrans

予約語 予約語 予約語 予約語
6



     第 1 章   SQL 言語の要素
subtransaction synchronize syntax_error table

temporary then time timestamp

tinyint to top tran

trigger truncate tsequal unbounded

union unique uniqueidentifier unknown

unsigned update updating user

using validate values varbinary

varchar variable varying view

wait waitfor when where

while window with with_cube

with_lparen with_rollup within work

writetext

予約語 予約語 予約語 予約語
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識別子
識別子

機能 識別子は、ユーザ ID、テーブル、カラムなど、データベースのオブ

ジェクト名を表します。

説明 識別子の 大長は 128 バイトです。次のいずれかの条件と一致した場

合は、二重引用符または角カッコで囲みます。

•    識別子にスペースが含まれる

•    識別子の先頭文字がアルファベット文字ではない ( 以下を参照 )

•    識別子に予約語が含まれる

•    識別子にアルファベット文字や数字以外の文字が含まれる

「アルファベット文字」には、アルファベット、アンダースコア文字 
(_)、アット記号 (@)、シャープ記号 (#)、ドル記号 ($) が含まれます。

データベースの照合順は、どの文字がアルファベットまたは数字とし
て扱われるかを指定します。

次の文字は、識別子では使用できません。

•    " ( 二重引用符 )

•    制御文字 (0x20 未満の文字 )

•    \\ ( 二重円記号 )

1 つの円記号は、エスケープ文字として使用される場合のみ識別子で

使用できます。

QUOTED_IDENTIFIER データベース・オプションが OFF に設定され

ている場合は、SQL 文字列を二重引用符で区切ります。この SQL 文
字列は識別子としては使用できません。ただし角カッコは、
QUOTED_IDENTIFIER の設定に関わらず、どのような場合でも識別

子の区切りとして使用できます。QUOTED_IDENTIFIER オプション

のデフォルトは、Open Client 接続と jConnect 接続の場合は OFF、そ

れ以外の場合は ON に設定されています。
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識別子の中でアポストロフィ ( 一重引用符 ) を表すには、アポストロ

フィの後にもう 1 つアポストロフィを続けます。

参照 ◆ 予約語の完全なリストについては、「予約語」 4 ページを参照

してください。
◆ QUOTED_IDENTIFIER オプションの詳細については、『ASA 

データベース管理ガイド』 > 「QUOTED_IDENTIFIER オプ

ション [ 互換性 ]」 を参照してください。

例 次の識別子はすべて有効です。

Surname
 "Surname"
 [Surname]
 SomeBigName
 "Client Number"
9



文字列
文字列

文字列には次のタイプがあります。

•    リテラル文字列

•    CHAR データ型または VARCHAR データ型を持つ式

CHAR データ型を持つ式は、組み込み関数やユーザ定義関数、または

それ以外の使用可能な式に使用できます。

式の詳細については、「式」 18 ページを参照してください。

リテラル文字列とは、アポストロフィ (' 一重引用符 ') で囲まれ、任意

のシーケンスで並べられた文字のことです。文字データ型の SQL 変
数には、文字列を入れることができます。次は、簡単なリテラル文字
列の例です。

'This is a string.'

文字列中の特殊文字 文字列中の特殊文字を表すには、次のように、エスケープ・シーケン
スを使用します。

•    文字列内のアポストロフィを表すには、アポストロフィを 2 つ
続けて使用します。次に例を示します。

'John''s database'

•    文字列内に改行を表すには、円記号と n (\n) を使用します。次に

例を示します。

'First line:¥nSecond line:'

•    円記号を表すには、円記号を続けて 2 つ (\\) 使用します。次に

例を示します。

'c:¥¥temp'

•    16 進のエスケープ・シーケンスは、印刷できるかどうかに関係

なくあらゆる文字に使用できます。16 進のエスケープ・シーケ

ンスは、円記号とその後に x と 2 桁の 16 進数がある文字列です 
( たとえば、\x6d は、文字 m を表します )。次に例を示します。
10
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'¥x00¥x01¥x02¥x03'

参照 ◆ 動的に構築された SQL 文の文字列処理の詳細については、

「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ を参照してくだ

さい。

標準と互換性 Adaptive Server Enterprise との互換性を保つには、

QUOTED_IDENTIFIER データベース・オプションを OFF に設定しま

す。この設定では、文字列の先頭と末尾のマークに二重引用符を使用
することもできます。オプションのデフォルト設定は ON です。

QUOTED_IDENTIFIER オプションの詳細については、『ASA データ

ベース管理ガイド』 > 「QUOTED_IDENTIFIER オプション [ 互換性 ]」 
を参照してください。
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演算子
演算子

この項では、算術演算子、文字列演算子、ビット処理演算子について
説明します。比較演算子の詳細については、「探索条件」 26 ページの

項を参照してください。

一般的な演算子の優先度が適用されます。カッコ内の式が 初に評価
され、続いて乗算と除算、 後に加算と減算が評価されます。その
後、文字列の連結が行われます。

詳細については、「演算子の優先度」 16 ページを参照してください。

比較演算子

比較条件の構文は、次のとおりです。

expression compare expression

ここで、compare は比較演算子です。次の比較演算子を使用できま

す。

演算子 説明

= 等価

> より大きい

< より小さい

>= 大きいかまたは等価

<= 小さいかまたは等価

!= 等価ではない

<> 等価ではない

!> 以下

!< 以上
12
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大文字と小文字の区別
文字列の比較では、大文字と小文字を区別するようにデータベースを
作成しないかぎり、大文字と小文字を区別しません

標準と互換性 •    後続ブランク    Adaptive Server Enterprise で比較を行う場合、

文字データの後続ブランクは無視されます。文字列を比較する
とき、Adaptive Server Anywhere の動作は -b コマンド・ライン・

スイッチによって制御されます。このスイッチは、データベー
スの作成時に設定されます。

ブランクの埋め込みの詳細については、『ASA データベース管理

ガイド』 > 「初期化ユーティリティのオプション」を参照してく

ださい。

•    大文字と小文字の区別    デフォルトでは、Adaptive Server 
Anywhere データベースは大文字と小文字を区別しないように、

Adaptive Server Enterprise データベースでは区別するように作成

されます。比較処理は、該当のデータベースの文字の区別に合
わせて実行されます。Adaptive Server Anywhere データベースで

の大文字と小文字の区別は、データベースの作成時に -c コマン

ド・ライン・スイッチを使用して制御できます。

文字列の比較時の大文字と小文字の区別の詳細については、
『ASA データベース管理ガイド』 > 「初期化ユーティリティのオ

プション」を参照してください。

論理演算子

探索条件は AND、OR、NOT で結合できます。

AND を使用して、次のように条件を結合します。

condition1 AND condition2

両方の条件が TRUE の場合、結合した条件は TRUE になります。条件

のいずれかが FALSE の場合は FALSE、それ以外の場合は UNKNOWN 
になります。

OR を使用して、次のように条件を結合します。
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演算子
condition1 OR condition2

条件のいずれかが TRUE の場合、結合した条件は TRUE になります。

両方の条件が FALSE の場合は FALSE、それ以外の場合は UNKNOWN 
になります。

NOT 演算子の構文は、次のとおりです。

NOT condition

condition が FALSE の場合、NOT 条件は TRUE です。 condition が 
TRUE の場合は FALSE、condition が UNKNOWN の場合は 
UNKNOWN になります。

IS 演算子では、論理値をテストできます。IS 演算子の構文は、次の

とおりです。

expression IS [ NOT ] truth-value

expression が指定の truth-value (TRUE、FALSE、UNKNOWN、NULL 
のいずれか ) と評価されれば条件は TRUE になります。それ以外の場

合、値は FALSE です。

詳細については、「3 値的論理」 35 ページを参照してください。

標準と互換性 •    論理演算子は、Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server 
Enterprise 間で互換性があります。

算術演算子

expression + expression   加算。いずれかの式が NULL 値の場合、結果

は NULL 値になります。

expression - expression   減算。いずれかの式が NULL 値の場合、結果

は NULL 値になります。

-expression   反転。式が NULL 値の場合、結果は NULL 値になりま

す。

expression * expression   乗算。いずれかの式が NULL 値の場合、結果

は NULL 値になります。
14
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expression / expression   除算。いずれかの式が NULL の場合、または 
2 番目の式が 0 の場合、結果は NULL になります。

expression % expression   モジュロによる、2 つの整数での除算の余り 
( 整数 ) の算出。たとえば、21 を 11 で割ると商は 1、余りは 10 なの

で、21 % 11 = 10 になります。

標準と互換性 •    モジュロ   Adaptive Server Anywhere では、

PERCENT_AS_COMMENT オプションが OFF に設定されている

場合のみ、% 演算子を使用できます。デフォルト値は ON です。

文字列演算子

expression || expression   文字列連結 (2 本の縦線 )。いずれかの文字列

が NULL 値の場合、連結には空文字列として扱われます。

expression + expression   代替の文字列連結。+ 連結演算子を使用する

場合は、暗黙的データ変換を行わないで、必ずオペランドを文字デー
タ型に明示設定してください。

たとえば、次のクエリは整数値 579 を返します。

SELECT 123 + 456

これに対し、次のクエリは文字列 123456 を返します。

SELECT '123' + '456'

CAST または CONVERT 関数を使用すると、データ型を明示的に変換

できます。

標準と互換性 •    SQL/92   || 演算子は、SQL/92 の文字列連結演算子です。

•    Sybase   + 演算子は、Adaptive Server Enterprise でサポートされて

います。

Adaptive Server Enterprise では、|| 連結演算子をサポートしていま

せん。
15



演算子
ビット処理演算子

次の演算子は、Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server Enterprise 
で、integer データ型に使用できます。

ビット処理演算子 &、|、~ は、論理演算子 AND、OR、NOT で代用す

ることはできません。

例 たとえば、次の文は適切なビットが設定されているローを選択しま
す。

SELECT *
 FROM tableA
 WHERE (options & 0x0101) <> 0

ジョイン演算子

Adaptive Server Anywhere では、FROM 句にテーブル式を使用する 
SQL/92 のジョイン構文の他にも、Transact-SQL 外部ジョイン演算子 
*= と =* をサポートしています。

演算子の優先度

式における演算子の優先度は次のとおりです。リストの 上部にある
演算子から順に評価されます。

1. 単項演算子 (1 つのオペランドを必要とする演算子 )

2. &, | , ^, ~

演算子 説明

& ビット処理 AND

| ビット処理 OR

^ ビット処理の排他 OR

~ ビット処理 NOT
16
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3. *, /, %

4. +, -

5. ||

6. not

7. and

8. or

1 つの式に複数の演算子を使用する場合は、Adaptive Server Enterprise 
と Adaptive Server Anywhere で同一の演算子の優先度に依存せず、

カッコを使用して演算子の順序を明示指定することをおすすめしま
す。
17
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式

構文 expression:
  case-expression
 | constant
 | [correlation-name.]column-name
 | - expression
 | expression operator expression
 | ( expression )
 | function-name ( expression, … )
 | if-expression
 | special value
 | ( subquery )
 | variable-name

パラメータ case-expression:
 CASE expression
 WHEN expression
 THEN expression,…
 [ ELSE expression ]
 END

case-expression の代替フォーム :
 CASE
 WHEN search-condition
 THEN expression,…
 [ ELSE expression ]
 END

constant:
  integer  | number  | string | host-variable

special-value:
  CURRENT { DATE  |  TIME  |  TIMESTAMP  }
 | NULL
 | SQLCODE
 | SQLSTATE
 | USER

if-expression:
 IF condition
 THEN expression
 [ ELSE expression ]
 ENDIF
18
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operator:
 {  +  |  -  |  *  |  /  |  ||  |  % }

使用法 特に制限なし

権限 データベースに接続されている必要があります。

関連する動作 なし

説明 式は、数種類の要素で構成されます。以降の項で、これらの要素につ
いて説明します。

関数の詳細については、「SQL 関数」 111 ページを参照してください。

変数の詳細については、「変数」 45 ページを参照してください。

参照 ◆ 「式内の定数」 19 ページ

◆ 「特別値」 39 ページ

◆ 「式内のカラム名」 20 ページ

◆ 「SQL 関数」 111 ページ

◆ 「式内のサブクエリ」 20 ページ

◆ 「探索条件」 26 ページ

◆ 「SQL データ型」 63 ページ

◆ 「変数」 45 ページ

◆ 「CASE 式」 21 ページ

標準と互換性 •    Adaptive Server Enterprise では、IF 条件はサポートされません。

•    その他の相違点については、以降の項で説明する式の各クラス

の説明を参照してください。

式内の定数

定数とは、数値または文字列リテラルです。文字列定数は、アポスト
ロフィ (' 一重引用符 ') で囲まれています。文字列内にアポストロフィ

を表すには、アポストロフィを 2 つ続けて使用します。
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式内のカラム名

カラム名は、オプションの相関名の後に続く識別子です。( 相関名は、

通常はテーブル名です。相関名の詳細については、「FROM 句」 586
ページを参照してください )。カラム名に英字、数字、アンダースコ

ア以外の文字が使用されている場合は、二重引用符 ("") で囲んでくだ

さい。次の例は、有効なカラム名です。

employee.name
address
"date hired"
"salary"."date paid"

識別子の詳細については、「識別子」 8 ページを参照してください。

式内のサブクエリ

サブクエリとは、別の SELECT 文、INSERT 文、UPDATE 文、

DELETE 文、または別のサブクエリにネストされた SELECT 文のこと

です。

SELECT 文は、カッコで囲み、1 つの選択リスト項目のみを含めます。

式として使用すると、通常、サブクエリは 1 つの値だけを返します。

サブクエリは、カラム名を使用できれば、任意の位置で使用できま
す。たとえば、別の SELECT 文の select リストでも、サブクエリを使

用できます。

サブクエリのその他の使用法については、「探索条件内のサブクエリ」 
27 ページを参照してください。

IF 式

IF 式の構文は、次のとおりです。

IF condition
 THEN expression1
 [ ELSE expression2 ]
 ENDIF
20
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この式は次のように返します。

•    condition が TRUE の場合、IF 式は expression1 を返します。

•    condition が FALSE の場合、IF 式は expression2 を返します。

•    condition が FALSE で expression2 がない場合、IF 式は NULL を
返します。

•    条件が UNKNOWN の場合、IF 式は NULL を返します。

TRUE、FALSE、UNKNOWN の各条件の詳細については、「NULL 値」 
58 ページと「探索条件」 26 ページを参照してください。

IF 文は IF 式とは異なります。

IF 式の構文と IF 文の構文を混同しないでください。

IF 文の詳細については、「IF 文」 620 ページを参照してください。

CASE 式

CASE 式は条件付きの SQL 式を提供します。CASE 式は、式が使用で

きればどこでも使用できます。

CASE 式の構文は、次のとおりです。

CASE expression
 WHEN expression
 THEN expression, …
 [ ELSE expression ]
 END

CASE 文に続く式が WHEN 文に続く式と等しい場合、THEN 文の後の

式に復帰します。それ以外の場合、ELSE 文があればそれに続く式に

復帰します。

たとえば、次のコードでは CASE 式が SELECT 文の 2 番目の句として

使用されています。
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SELECT id,
     ( CASE name
         WHEN 'Tee Shirt' then 'Shirt'
         WHEN 'Sweatshirt' then 'Shirt'
         WHEN 'Baseball Cap' then 'Hat'
         ELSE 'Unknown'
     END ) as Type
FROM "DBA".Product

代替構文は、次のとおりです。

CASE
 WHEN search-condition
 THEN expression, …
 [ ELSE expression ]
 END

WHEN 文の後の探索条件が満たされた場合、THEN 文に続く式に復帰

します。それ以外の場合、ELSE 文があればそれに続く式に復帰しま

す。

たとえば、次の文では、CASE 式が SELECT 文の 3 番目の句として使

用され、探索条件と文字列を関連付けています。

SELECT id, name,
     ( CASE
         WHEN name='Tee Shirt' then 'Sale'
         WHEN quantity >= 50  then 'Big Sale'
         ELSE 'Regular price'
     END ) as Type
FROM "DBA".Product
 

省略形 CASE 式の 
NULLIF 関数

NULLIF 関数は、CASE 文を省略形で記述する方法の 1 つです。

NULLIF の構文は、次のとおりです。

NULLIF ( expression-1, expression-2 )

NULLIF は 2 つの式の値を比較します。1 番目の式と 2 番目の式が等

しい場合、NULLIF は NULL を返します。1 番目の式と 2 番目の式が

異なる場合、NULLIF は 1 番目の式を返します。
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CASE 文は CASE 式とは異なります。

CASE 文の構文と CASE 式の構文を混同しないでください。

CASE 文の詳細については、「CASE 文」 384 ページを参照してくださ

い。

式の互換性

次の表は、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere 間の

式と定数の互換性を示します。これらの表は、簡単な説明を目的とし
てまとめたものです。「両方」と記されていても、状況や目的に左右
されることなく、同じ方法で式を実行できるわけではありません。詳
細については、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere 
の各マニュアルに記載された個々の式の説明を参照してください。

次の表の expr は式、op は演算子を表します。

式 サポート

定数 (constant) 両方

カラム名 (column name) 両方

変数名 (variable name) 両方

関数 (function) (expr) 両方

- expr 両方

expr op expr 両方

( expr ) 両方

( subquery ) 両方

If 式 Adaptive Server Anywhere のみ

定数 サポート

integer 両方
23
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区切り文字列のデ
フォルト解釈

デフォルトでは、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server 
Anywhere の区切り文字列の意味は異なります。区切り文字列とは、

アポストロフィ ( 一重引用符 ) や引用符 ( 二重引用符 ) で囲まれた文

字列です。

Adaptive Server Anywhere では、アポストロフィで囲まれた文字列を定

数の式、二重引用符で囲まれた文字列を区切り識別子 ( データベー

ス・オブジェクト用の名前 ) とする SQL/92 の規則を採用しています。

Adaptive Server Enterprise では、二重引用符で囲まれた文字列が定数と

なります。デフォルトでは、区切り識別子を使用できません。文字列
として扱われます。

quoted_identifier オプション

Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere には、区切り文

字列の解釈を変更できる quoted_identifier オプションがあります。

quoted_identifier オプションのデフォルト設定は、Adaptive Server 
Enterprise では OFF に、Adaptive Server Anywhere では ON になってい

ます。

quoted_identifier が OFF の場合、SQL の予約語は識別子として使用で

きません。

予約語の完全なリストについては、「予約語」 4 ページを参照してくだ

さい。

オプションの設定 Transact-SQL の SET 文は、通常 Adaptive Server Enterprise 接続オプ

ション用にはサポートされていませんが、quoted_identifier オプショ

ン用にはサポートされています。

数値 (number) 両方

文字列 ('string') 両方

特殊定数 (special-constant) 両方

ホスト変数 (host-variable) Adaptive Server Anywhere

定数 サポート
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Adaptive Server Anywhere または Adaptive Server Enterprise では、次の

文で quoted_identifier オプションの設定を ON に変更します。

SET quoted_identifier ON

quoted_identifier オプションを ON に設定すると、Adaptive Server 
Enterprise では、テーブル、ビュー、カラム名を二重引用符で区切る

ことができます。他のオブジェクト名は、Adaptive Server Enterprise で
は区切ることができません。

Adaptive Server Anywhere または Adaptive Server Enterprise では、次の

文で quoted_identifier オプションの設定を OFF に変更します。

SET quoted_identifier OFF

区切り文字列の互換
性のある解釈

Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere の各 DBMS で 
quoted_identifier オプションが同じ値に設定されていれば、SQL/92 の
規則またはデフォルトの Transact-SQL の規則のどちらでも使用できま

す。

例 quoted_identifier オプションを ON (Adaptive Server Anywhere のデフォ

ルト設定 ) で動作するように選択した場合、SQL キーワード user を
指定した次の文はどちらの DBMS でも有効です。

CREATE TABLE "user" (
     col1 char(5)
 ) ;
 INSERT "user" ( col1 )
 VALUES ( 'abcde' ) ;

quoted_identifier オプションを OFF (Adaptive Server Enterprise のデ

フォルト設定 ) で作動するように選択した場合、次の文はいずれの 
DBMS でも有効です。

SELECT *
 FROM employee
 WHERE emp_lname = "Chin"
25
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探索条件

機能 WHERE 句、HAVING 句、CHECK 句、ジョインの ON 句、または IF 
式の探索条件を指定します。

構文 search-condition:
  expression compare expression
 | expression compare { [ ANY | SOME ] | ALL } ( subquery )
 | expression IS [ NOT ] NULL
 | expression [ NOT ] BETWEEN expression AND expression
 | expression [ NOT ]  LIKE expression [ ESCAPE expression ]
 | expression [ NOT ]  IN   ( { expression
      | subquery
      | value-expr1 , value-expr2 [ ,value-expr3 ] … } )
 | EXISTS ( subquery )
 | NOT condition
 | search-condition AND search-condition
 | search-condition OR search-condition
 | ( search-condition )
 | ( search-condition , estimate )
 |  search-condition IS [ NOT ] { TRUE | FALSE | UNKNOWN }
 | trigger-operation

パラメータ compare:
  =   |  >  |  <  |  >=  |  <=  |  <>  |  !=  |  !< |  !>

trigger-operation:
 INSERTING | DELETING
 | UPDATING( column-name-string ) | UPDATE( column-name )

使用法 特に制限なし

パーミッション データベースに接続されている必要があります。

関連する動作 なし

説明 探索条件は、テーブル内からローのサブセットを選択するか、または 
IF 文などの制御文でフローの制御を決めるために使用します。
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SQL では、すべての条件が TRUE、FALSE、または UNKNOWN のい

ずれかに評価されます。これは、3 値的論理といいます。比較される

値のいずれかが NULL の場合、比較結果は UNKNOWN になります。

3 値的論理で論理演算子がどのように結合されるかを示した表につい

ては、「3 値的論理」 35 ページの項を参照してください。

比較結果が TRUE のみの場合、ローは探索条件を満たします。条件が 
UKNKNOWN または FALSE のローは、探索条件を満たしません。

NULL の詳細については、「NULL 値」 58 ページを参照してください。

サブクエリは、多数の探索条件で使用される式の重要なクラスを構成
します。探索条件におけるサブクエリの詳細については、「探索条件
内のサブクエリ」 27 ページを参照してください。

以降の項で、異なるタイプの探索条件について説明します。

参照 ◆ 「式」 18 ページ

探索条件内のサブクエリ

1 つのカラムと、0 もしくは 1 つのローを確実に返すサブクエリは、

式の途中などカラム名を使用できる位置であれば SQL 文内のどこに

でも使用できます。

たとえば、サブクエリがローを 1 つだけ返すかぎりは、式を比較条件 
(「比較演算子」 12 ページを参照 ) 内のサブクエリと比較できます。サ

ブクエリ ( カラムは 1 つだけ ) がローを 1 つ返す場合、そのローの値

は式と比較されます。サブクエリがローを返さない場合、その値は 
NULL です。

1 カラムと任意の数のローを返すサブクエリは、IN 条件、ANY 条件、

ALL 条件で使用できます。任意の数のカラムとローを返すサブクエ

リは、EXISTS 条件で使用できます。以降の項で、これらの条件につ

いて説明します。

ALL または ANY 条件

ANY 条件の構文は、次のとおりです。
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expression compare ANY ( subquery )

ここで、compare は比較演算子です。

たとえば、等号演算子のある ANY 条件は次のとおりです。

expression = ANY ( subquery )

expression がサブクエリ結果のいずれかの値に等しい場合は TRUE、
式が NULL ではなく、サブクエリのいずれのカラムにも当てはまらな

い場合は FALSE です。expression が NULL 値の場合、サブクエリ結

果にローがあれば ANY 条件は UNKNOWN です。サブクエリ結果に

ローがなければ、条件は必ず FALSE になります。

ANY の代わりにキーワード SOME を使用できます。

ALL 条件の構文は、次のとおりです。

expression compare  ALL ( subquery )

ここで、compare は比較演算子です。

標準と互換性 •    ANY と ALL サブクエリは、Adaptive Server Enterprise と Adaptive 
Server Anywhere 間で互換性があります。ANY の同義語として 
SOME がサポートされているのは、Adaptive Server Anywhere の
みです。

BETWEEN 条件

BETWEEN 条件の構文は、次のとおりです。

expr [ NOT ] BETWEEN start-expr AND end-expr

BETWEEN 条件は TRUE、FALSE、または UNKNOWN として評価で

きます。NOT キーワードがない場合、expr が start-expr と end-expr 
の間にあれば、条件は TRUE と評価されます。NOT キーワードを使

用すると条件の意味が逆になりますが、UNKNOWN は変わりません。

BETWEEN 条件は、次のような 2 つの不等式の組み合わせに相当しま

す。
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[ NOT ] ( expr >= start-expr AND expr <= end-expr )

標準と互換性 •    BETWEEN 条件は、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server 
Anywhere 間で互換性があります。

LIKE 条件

LIKE 条件の構文は、次のとおりです。

expr [NOT] LIKE pattern [ESCAPE escape-expr]

LIKE 条件は TRUE、FALSE、または UNKNOWN として評価できま

す。

NOT キーワードがない場合、expr が pattern に一致すれば、条件は 
TRUE として評価できます。expr または pattern が NULL 値の場合、

この条件は UNKNOWN です。NOT キーワードを使用すると条件の意

味が逆になりますが、UNKNOWN は変わりません。

パターンには、任意の数のワイルドカードを指定できます。ワイルド
カードは次のとおりです。

その他すべての文字は正確に一致しなければなりません。

たとえば、次のような探索条件があるとします。

... name LIKE 'a%b_'

文字 a で始まり、末尾から 2 つ目の文字が b のローの場合、TRUE に
なります。

ワイルドカード 一致するもの

_ ( アンダースコ

ア )
任意の 1 文字

% ( パーセント記

号 )
0 個以上の文字からなる任意の文字列

[] 指定範囲内、または一連の指定文字の任意の 1 文字

[^] 指定範囲外、または一連の指定文字以外 の任意の 1 文字
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escape-expr が指定されている場合は、1 文字として評価されます。

その文字は、pattern 内のパーセント記号、アンダースコア、左側の

角カッコ、またはその他のエスケープ文字の前に置くことができま
す。これは、特殊文字が特別な意味を持たないようにするためです。
この方法でエスケープすると、パーセント記号はパーセント記号に一
致し、アンダースコアはアンダースコアに一致します。

長さ 126 文字以下のパターンは、すべてサポートされています。254 
文字よりも長いパターンは、サポートされていません。127 ～ 254 文
字の長さのパターンは、パターンの内容によってサポートされること
があります。

一連の文字の検索 検索対象の一連の文字は、角カッコ内にリストして指定します。たと
えば、次の条件は文字列 smith と smyth を検出します。

LIKE 'sm[iy]th'

範囲内の文字の検索 検索対象の文字範囲は、角カッコ内に範囲を書いて指定します。範囲
の始めと終わりの間にハイフンを書きます。たとえば、次の条件は、
文字列 bough と rough を検出しますが、tough は検出しません。

LIKE '[a-r]ough'

文字列の範囲 [a-r] は「a 以上 r 以下」と解釈され、データベースの照

合では、> と < 演算子が実行されます。照合内の文字の順序について

は、『ASA データベース管理ガイド』 > 「国際言語と文字セット」を

参照してください。

範囲は、まず小さい方の値、次に大きい方の値を指定してください。
たとえば、式 [z-a] がある LIKE 条件は、ローを返しません。これは、

[z-a] の範囲にいずれの文字も一致しないためです。

データベースが大文字と小文字を区別するように作成されていないか
ぎり、文字の範囲では大文字と小文字を区別しません。たとえば、次
の条件は、文字列 Bough、rough、TOUGH を検出します。

LIKE '[a-z]ough'

データベースが大文字と小文字を区別するように作成されている場合
は、探索条件でも大文字と小文字を区別します。大文字と小文字を区
別するデータベースで大文字と小文字を区別しない検索を実行するに
は、大文字と小文字を両方指定します。たとえば、次の条件は、文字
列 Bough、rough、TOUGH を検出します。
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LIKE '[a-zA-Z][oO][uU][gG][hH]'

文字範囲と一連の文
字検索の結合

角カッコ内で、文字範囲と一連の文字を結合できます。たとえば、次
の条件は、文字列 bough、rough、tough を検出します。

... LIKE '[a-rt]ough'

角カッコ [a-mpqs-z] は、「範囲 a ～ m 内にあるか、p、q、または s ～ 
z 内にある 1 文字」と解釈されます。

範囲外の 1 文字の検

索

脱字記号 (^) は、検索から除外する文字範囲を指定します。たとえば、

次の条件は文字列 tough を検出しますが、文字列 rough や bough は検

出しません。

... LIKE '[^a-r]ough'

脱字記号は、この記号以外のカッコ内の内容をすべて否定します。た
とえば、角カッコ [^a-mpqs-z] は、「範囲 a ～ m 内にあるか、p、q、
または s ～ z 内にある 1 文字」と解釈されます。

文字範囲と一連の文
字の特殊なケース

角カッコ内の任意の 1 文字は、その文字を指しています。たとえば、

[a] は、文字 a に一致します。[^] は脱字記号、[%] はパーセント記号 
( パーセント記号は、このコンテキストではワイルドカードになりま

せん )、[_] はアンダースコア文字に一致します。また、[[] は文字 [  
に一致します。

その他の特殊なケースには、次のものがあります。

•    式 [a-] は、文字 a  または - に一致します。

•    式 []  は、一致することがないのでローを返すことはありませ

ん。

•    式 [ または [abp-q  は、正しい式ではなく、構文エラーになりま

す。

•    角カッコ内ではワイルドカードは使用できません。式 [a%b] は、

a、%、または b を検出します。

•    脱字記号を使用しても、カッコ内の先頭になければ範囲を否定

できません。式 [a^b] は、a、^、または b を検出します。
31



探索条件
後続ブランクのある
探索パターン

探索パターンに後続ブランクが含まれる場合、Adaptive Server 
Anywhere ではブランクが含まれる値に対してのみパターンが一致し

ます。文字列へのブランクの埋め込みは行われません。たとえば、検
索されている値が幅 3 文字以上の char 型または varchar 型カラムに

あっても、'90 '、'90[ ]'、'90_' の探索パターンは、値 '90 ' には一致しま

すが、値 '90' には一致しません。

標準と互換性 •    ESCAPE 句がサポートされているのは、Adaptive Server Anywhere 
のみです。

IN 条件

IN 条件の構文は、次のとおりです。

expression [ NOT ] IN { ( subquery ) | ( expression2 ) | ( value-expr, … ) }

IN 条件は、NOT キーワードがない場合、次の規則に従って評価しま

す。

•    expression が NULL でなく、少なくとも 1 つの値に一致すれば、

TRUE になります。

•    expression が NULL で値リストが空でない場合、または少なく

とも 1 つの値が NULL で expression が他のいずれの値とも一致

しない場合は、UNKNOWN になります。

•    expression が NULL で subquery が値を返さない場合、または 
expression が NULL でなく、いずれの値も NULL でなく、

expression がいずれの値とも一致しない場合は、FALSE となり

ます。

NOT キーワードを使用すると、TRUE と FALSE の意味が逆になりま

す。

探索条件 expression IN ( values ) は、探索条件 expression = 
ANY ( values ) と同じです。探索条件 expression NOT IN ( values ) 
は、探索条件 expression <> ALL ( values ) と同じです。

value-expr 引数は、文字列、数値、日付、その他の SQL データ型な

どの単一の値を取る式です。
32



     第 1 章   SQL 言語の要素
標準と互換性 •    IN 条件は、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere 
間で互換性があります。

EXISTS 条件

EXISTS 条件の構文は、次のとおりです。

EXISTS( subquery )

EXISTS 条件は、サブクエリ結果にローが少なくとも 1 つあれば 
TRUE で、ローがなければ FALSE です。EXISTS 条件には、

UNKNOWN がありません。

標準と互換性 •    EXISTS 条件は、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server 
Anywhere 間で互換性があります。

IS NULL 条件

IS NULL 条件の構文は、次のとおりです。

expression IS [ NOT ] NULL

NOT キーワードがない場合、式が NULL 値なら IS NULL 条件は 
TRUE、それ以外の場合は FALSE です。NOT キーワードを使用する

と条件の意味が逆になります。

標準と互換性 •    IS NULL 条件は、Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server 
Anywhere 間で互換性があります。

真理値条件

真理値条件の構文は、次のとおりです。

IS [ NOT ] truth-value
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NOT キーワードがない場合、条件が指定された truth-value (TRUE、
FALSE、UNKNOWN のいずれか ) と評価されれば条件は TRUE になり

ます。それ以外の場合、値は FALSE です。NOT キーワードを使用す

ると条件の意味が逆になりますが、UNKNOWN は変わりません。

標準と互換性 •    ベンダ拡張。Adaptive Server Enterprise は、真理値条件をサポー

トしません。

トリガ・オペレーション条件

トリガ・オペレーション条件の構文は、次のとおりです。

trigger-operation:
 INSERTING | DELETING
 | UPDATING( column-name-string ) | UPDATE( column-name )

トリガ・オペレーション条件は、トリガのみで使用でき、トリガを起
動させたアクションの種類に応じてそれぞれ異なったアクションを実
行するために使用します。

UPDATING の引数は、引用符付きの文字列です ( たとえば、

UPDATING( 'mycolumn' ))。UPDATE の引数は、識別子です ( たとえ

ば、UPDATE( mycolumn ))。この 2 つのバージョンは相互運用可能

で、他のベンダが提供する DBMS の SQL ダイアレクトとの互換性の

ために用意されています。

UPDATING または UPDATE 関数を指定する場合は、CREATE 
TRIGGER 文で REFERENCING 句を指定して、構文エラーを回避して

ください。

例 次のトリガは、トリガを起動させたアクションを示すメッセージを表
示します。

CREATE TRIGGER tr BEFORE INSERT, UPDATE, DELETE
 ON sample_table
 REFERENCING OLD AS t1old
 FOR EACH ROW
 BEGIN
     DECLARE msg varchar(255);
     SET msg = 'This trigger was fired by an ';
     IF INSERTING THEN
         SET msg = msg || 'insert'
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     ELSEIF DELETING THEN
         set msg = msg || 'delete'
     ELSEIF UPDATING THEN
         set msg = msg || 'update'
     END IF;
     MESSAGE msg TO CLIENT
 END

3 値的論理

次の表は、3 値的論理で SQL の論理演算子 AND、OR、NOT、IS がど

のように機能するかを示します。

AND 演算子

OR 演算子

NOT 演算子

IS 演算子

AND TRUE FALSE UNKNOWN

TRUE TRUE FALSE UNKNOWN

FALSE FALSE FALSE FALSE

UNKNOWN UNKNOWN FALSE UNKNOWN

OR TRUE FALSE UNKNOWN

TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE TRUE FALSE UNKNOWN

UNKNOWN TRUE UNKNOWN UNKNOWN

TRUE FALSE UNKNOWN

FALSE TRUE UNKNOWN

IS TRUE FALSE UNKNOWN

TRUE TRUE FALSE FALSE
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探索条件
明示的な選択性推定

Adaptive Server Anywhere は、統計情報を基に各文の実行に も効率的

な方法を判別します。Adaptive Server Anywhere は、それらの統計を自

動的に収集、更新します。これらの統計は、データベースのシステ
ム・テーブル SYSCOLSTAT に永久的に格納されます。ある文の処理

中に収集された統計は、以降の文の効率的な実行方法を見いだすとき
に使用できます。

場合によっては、統計情報が不正確になったり、関連統計情報が使用
不能になったりすることがあります。このような状況がもっとも発生
しやすいのは、大量のデータが追加、更新、または削除されて以来実
行されたクエリが少ない場合です。このような場合は、CREATE 
STATISTICS を実行します。

特定の実行プランに問題がある場合は、オプティマイザに関するヒン
トを使用して、特定のインデックスの使用を要求できます。詳細につ
いては、「FROM 句」 586 ページを参照してください。

ただし、特異な状況では、この方法では効果的でないことがありま
す。そのような場合、明示的な選択性推定を指定することでパフォー
マンスを改善できることがあります。

オプティマイザは対象となる各テーブルについて、結果の一部となる
ローの数を推測します。条件の成功する確率がオプティマイザの推定
とは異なることがあらかじめ判明している場合、ユーザ推定を明示的
に探索条件として指定できます。

予測値はパーセントで表します。この値は、正の整数または小数で
す。

FALSE FALSE TRUE FALSE

UNKNOWN FALSE FALSE TRUE

IS TRUE FALSE UNKNOWN
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警告
進行ベースで使用される文には、できるかぎり明示的な推定を指定し
ないようにしてください。データが変更されると、明示的な推定が不
正確になり、オプティマイザが誤って不適切なプランを選択すること
があります。明示的な選択性推定を使用する場合は、数値が正確であ
ることを確認してください。たとえば、0% または 100% の値を指定

してインデックスを強制的に使用することはしないでください。

ユーザ推定を無効にするには、データベース・オプション 
USER_ESTIMATES を OFF に設定します。USER_ESTIMATES のデ

フォルト値は OVERRIDE-MAGIC です。これは、オプティマイザが

条件に MAGIC ( デフォルト ) 選択性値を使用する場合にのみ、ユー

ザ提供の選択性推定が使用されることを意味します。オプティマイザ
は、述部の選択性を正確に予測できない場合の 終手段として 
MAGIC 値を使用します。

ユーザ定義の選択性推定を無効にする方法の詳細については、『ASA 
データベース管理ガイド』 > 「USER_ESTIMATES オプション [ データ

ベース ]」 を参照してください。

統計の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「オプ

ティマイザの推定とヒストグラム」を参照してください。

例 •    次のクエリでは、ship_date 値の 1% が 01/6/30 より遅くなる予測

値を出力します。

SELECT  ship_date
      FROM  sales_order_items
WHERE ( ship_date > '2001/06/30', 1 )
ORDER BY ship_date DESC

•    次のクエリでは、ローの 0.5% が条件を満たす予測値を出力しま

す。

SELECT *
      FROM customer c, sales_order o
WHERE (c.id = o.cust_id, 0.5)

小数を使用すれば、特に大きなテーブルの場合、ジョインのユーザ予
測値はさらに正確になります。
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探索条件
標準と互換性 •    Adaptive Server Enterprise では、明示的な予測値はサポートされ

ていません。
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特別値

特別値は、式や、テーブル作成時のカラムのデフォルトに使用できま
す。

クエリに使用できる特別値もありますが、カラムのデフォルト値だけ
に使用できる特別値もあります。たとえば、user、last user、
timestamp、UTC timestamp は、デフォルト値だけに使用できます。

CURRENT DATABASE 特別値

機能 CURRENT DATABASE は、現在のデータベースの名前を返します。

データ型 STRING

参照 ◆ 「式」 18 ページ

CURRENT DATE 特別値

機能 CURRENT DATE は、現在の年、月、日を返します。

データ型 DATE

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 「TIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

CURRENT PUBLISHER 特別値

機能 CURRENT PUBLISHER は、SQL Remote レプリケーション用データ

ベースのパブリッシャ・ユーザ ID を含む文字列を返します。

データ型 STRING

CURRENT PUBLISHER は文字データ型のカラムでデフォルト値とし

て使用できます。
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特別値
参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server 
Anywhere の SQL Remote 設計」

CURRENT TIME 特別値

機能 現在の時、分、秒 ( 小数位あり ) で構成される時刻を返します。

データ型 TIME

説明 秒は小数第 6 位まで格納されます。現在時刻の精度はシステム・ク

ロックの精度によって制限されます。

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 「TIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

CURRENT TIMESTAMP 特別値

機能 CURRENT DATE と CURRENT TIME を結合して、TIMESTAMP 値を

形成します。年、月、日、時、分、秒、秒の小数位で構成されます。
秒は小数第 3 位まで格納されます。精度はシステム・クロックの精度

によって制限されます。

CURRENT TIMESTAMP が返す情報は、GETDATE 関数と NOW 関数

が返す情報と同じです。

CURRENT_TIMESTAMP は、CURRENT TIMESTAMP と同じです。

データ型 TIMESTAMP

参照 ◆ 「CURRENT TIME 特別値」 40 ページ

◆ 「式」 18 ページ

◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

◆ 「GETDATE 関数 [ 日付と時刻 ]」 191 ページ

◆ 「NOW 関数 [ 日付と時刻 ]」 232 ページ
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CURRENT USER 特別値

機能 CURRENT USER は、現在の接続のユーザ ID を含む文字列を返しま

す。

データ型 STRING

CURRENT USER は文字データ型のカラムでデフォルト値として使用

できます。

説明 UPDATE 時には、CURRENT USER のデフォルト値の入ったカラムは

変更されません。CURRENT_USER は、CURRENT USER と同じです。

参照 ◆ 「式」 18 ページ

CURRENT UTC TIMESTAMP 特別値

機能 CURRENT DATE と CURRENT TIME を組み合わせ、サーバのタイム

ゾーン調整値で調整すると、年、月、日、時、分、秒、秒の小数位で
構成される協定世界時 (UTC: Coordinated Universal Time) TIMESTAMP 
値が得られます。この機能により、データが入力されたタイムゾーン
に関係なく、入力データに一貫した時間基準を適用することができま
す。

データ型 TIMESTAMP

参照 ◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

◆ 「UTC TIMESTAMP 特別値」 44 ページ

◆ 「CURRENT TIMESTAMP 特別値」 40 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 
「TRUNCATE_TIMESTAMP_VALUES オプション [ データベー

ス ]」

LAST USER 特別値

機能 ローを 後に更新したユーザの名前を返します。
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特別値
データ型 STRING

LAST USER は文字データ型のカラムでデフォルト値として使用でき

ます。

説明 INSERT の場合、この定数は CURRENT USER と同じ効果があります。

UPDATE では、LAST USER のデフォルト値を持つカラムが明示的に

変更されていなければ、現在のユーザ名に変更されます。

DEFAULT TIMESTAMP と結合すると、LAST USER のデフォルト値を

使用して、ローを 後に変更したユーザと日時の両方を記録できます 
( ただし、別々のローに記録されます )。

参照 ◆ 「CURRENT USER 特別値」 41 ページ

◆ 「CURRENT TIMESTAMP 特別値」 40 ページ

◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

SQLCODE 特別値

機能 現在の SQLCODE 値を返します。

データ型 STRING

説明 SQLCODE 値は各文の後に設定されます。SQLCODE をチェックし

て、文の実行が成功したかどうかを確認することができます。

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 『ASA エラー・メッセージ』 > 「ASA エラー・メッセージ」.

SQLSTATE 特別値

機能 現在の SQLSTATE 値を返します。

データ型 STRING

説明 SQLSTATE 値は各文の後に設定されます。SQLSTATE をチェックし

て、文の実行が成功したかどうかを確認することができます。
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参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 『ASA エラー・メッセージ』 > 「ASA エラー・メッセージ」

TIMESTAMP 特別値

機能 TIMESTAMP は、テーブルの各ローが 後に修正された時刻を示しま

す。カラムの宣言に DEFAULT TIMESTAMP が指定されている場合

は、ローを挿入するとタイムスタンプのデフォルト値が割り付けられ
ます。この値は、ローが更新されるたびに現在の日付と時刻に基づい
て更新されます。

データ型 TIMESTAMP

説明 DEFAULT TIMESTAMP で宣言されたカラムにはユニークな値が入り

ます。これにより、アプリケーションは、ほぼ同時に行われた同じ
ローの更新を検出できます。現在のタイムスタンプ値が直前の値と同
じ場合は、DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプションの値が加

えられます。

DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプションに基づいて、

Adaptive Server Anywhere のタイムスタンプ値を自動的にトランケート

できます。これは、記録されるタイムスタンプ値の精度が低い他の
データベース・ソフトウェアとの互換性を維持する場合に便利です。

グローバル変数 @@dbts は、DEFAULT TIMESTAMP を使用するカラ

ムの 後に生成された値を表す TIMESTAMP 値を返します。

参照 ◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

◆ 「CURRENT UTC TIMESTAMP 特別値」 41 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 
「DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプション [ データ

ベース ]」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 

「TRUNCATE_TIMESTAMP_VALUES オプション [ データベー

ス ]」
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特別値
USER 特別値

機能 USER は、現在の接続のユーザ ID を含む文字列を返します。

データ型 STRING

USER は文字データ型のカラムでデフォルト値として使用できます。

説明 UPDATE 時には、USER のデフォルト値の入ったカラムは変更されま

せん。

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 「CURRENT USER 特別値」 41 ページ

◆ 「LAST USER 特別値」 41 ページ

UTC TIMESTAMP 特別値

機能 UTC TIMESTAMP は、テーブルの各ローが 後に修正されたときの協

定世界時 (UTC) を示します。

データ型 TIMESTAMP

参照 ◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

◆ 「CURRENT UTC TIMESTAMP 特別値」 41 ページ

◆ 「TIMESTAMP 特別値」 43 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 
「DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプション [ データ

ベース ]」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 

「TRUNCATE_TIMESTAMP_VALUES オプション [ データベー

ス ]」
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変数

Adaptive Server Anywhere では、次の 3 レベルの変数がサポートされて

います。

•    ローカル変数   DECLARE 文を使用して、プロシージャまたは

バッチ内の複合文で定義します。これらは、複合文内にのみ指
定できます。

•    接続レベル変数   CREATE VARIABLE 文で定義します。現在の

接続に属し、データベース接続を切断するか、または DROP 
VARIABLE 文を使用すると消去されます。

•    グローバル変数   システム定義の値を保有する、システム定義の

変数。グローバル変数の名前は、すべて 2 つのアット・マーク 
(@) で始まります。たとえば、グローバル変数 @@version の値

は、データベース・サーバの現在のバージョン番号です。ユー
ザはグローバル変数を定義できません。

ローカル変数と接続レベル変数は、ユーザが宣言します。これらは、
プロシージャや SQL 文のバッチで使用され、情報を保持します。グ

ローバル変数は、システム定義の値を指定したシステム定義の変数で
す。

参照 ◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

◆ 「CREATE VARIABLE 文」 511 ページ

ローカル変数

ローカル変数は DECLARE 文で宣言し、複合文 (BEGIN キーワードと 
END キーワードで囲まれたブロック ) の中でのみ使用できます。変数

の初期設定値は NULL です。変数の値は、SET 文で設定するか、

INTO 句のある SELECT 文で割り当てることができます。

DECLARE 文の構文は、次のとおりです。

DECLARE variable-name data-type

ローカル変数は、プロシージャが複合文中から呼び出されるかぎり、
プロシージャへ引数として引き渡すことができます。
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例 •    次のバッチは、ローカル変数の使用例を示します。

BEGIN
     DECLARE local_var INT;
     SET local_var = 10;
     MESSAGE 'local_var = ', local_var TO CLIENT;
 END

Interactive SQL からこのバッチを実行すると、[Interactive SQL 
メッセージ ] ウィンドウ枠にメッセージ local_var = 10 が表示

されます。

•    変数 local_var は、変数が宣言された複合文の外側には存在しま

せん。次のバッチは無効で、「カラムが見つかりません」エラーに
なります。

-- This batch is invalid.
 BEGIN
     DECLARE local_var INT;
     SET local_var = 10;
 END;
 MESSAGE 'local_var = ', local_var TO CLIENT;

•    次の例は、INTO 句のある SELECT 文を使用してローカル変数を

設定する方法を示します。

BEGIN
     DECLARE local_var INT;
     SELECT 10 INTO local_var;
     MESSAGE 'local_var = ', local_var TO CLIENT;
 END

Interactive SQL からこのバッチを実行すると、サーバ・ウィンド

ウにメッセージ local_var = 10 が表示されます。

標準と互換性 •    名前   ローカル変数は、Adaptive Server Enterprise と Adaptive 
Server Anywhere の両方でサポートされています。Adaptive Server 
Enterprise では、すべての変数名の先頭にアット・マーク (@) が
付いています。Adaptive Server Anywhere では、プレフィクス @ 
はオプションです。互換性のある SQL 文を書く場合は、変数名

の先頭に必ずアット・マーク (@) を付けます。
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•    スコープ   Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server Enterprise 
では、ローカル変数のスコープが異なります。Adaptive Server 
Anywhere では、DECLARE 文の使用がサポートされているため、

バッチ内にローカル変数を宣言できます。ただし、DECLARE 
が複合文で実行される場合、スコープは複合文に制限されます。

•    宣言   Adaptive Server Anywhere では、各 DECLARE 文で宣言で

きる変数は 1 つのみです。Adaptive Server Enterprise の場合は、1 
つの文中に複数の変数を宣言できます。

バッチとローカル変数のスコープの詳細については、『ASA SQL ユー

ザーズ・ガイド』 > 「Transact-SQL プロシージャの中の変数」を参照

してください。

接続レベル変数

接続レベル変数は、CREATE VARIABLE 文で宣言します。接続レベル

変数は、プロシージャにパラメータとして引き渡すことができます。

CREATE VARIABLE 文の構文は、次のとおりです。

CREATE VARIABLE variable-name data-type

変数が作成されると、値は NULL に初期設定されます。SET 文または 
INTO 句のある SELECT 文を使用すると、接続レベル変数はローカル

変数と同じ方法で設定できます。

接続レベル変数は、接続が終了するまで、または DROP VARIABLE 
文を使用して変数が明示的に削除されるまで存在します。次の文で変
数 con_var を削除します。

DROP VARIABLE con_var

標準と互換性 •    Adaptive Server Enterprise では、接続レベル変数はサポートされ

ていません。

例 •    次の SQL 文のバッチは、接続レベル変数の使用例を示します。

CREATE VARIABLE con_var INT;
 SET con_var = 10;
 MESSAGE 'con_var = ', con_var TO CLIENT;
47



変数
Interactive SQL からこのバッチを実行すると、サーバ・ウィンド

ウにメッセージ local_var = 10 が表示されます。

グローバル変数

グローバル変数は、データベース・サーバで設定された値を持ってい
ます。たとえば、グローバル変数 @@version の値は、データベース・

サーバの現在のバージョン番号です。

グローバル変数は、名前の先頭に付けられた 2 つのアット・マーク 
(@) で、ローカル変数や接続レベル変数と区別されます。たとえば、

@@error や @@rowcount はグローバル変数です。ユーザはグローバ

ル変数を定義できません。また、グローバル変数の値は直接更新でき
ません。

一部のグローバル変数 (@@identity など ) は、接続に固有の情報と値

を保持します。その他の変数 (@@connections など ) は、すべての接

続に共通の値を保持します。

グローバル変数と特
殊定数

特殊定数 (CURRENT DATE、CURRENT TIME、USER、SQLSTATE な
ど ) は、グローバル変数に類似しています。

次の文は、バージョン・グローバル変数を呼び出します。

SELECT @@version

プロシージャとトリガでは、グローバル変数は変数リストから選択で
きます。次のプロシージャでは、ver パラメータ内にあるサーバの

バージョン番号を返します。

CREATE PROCEDURE VersionProc (OUT ver
                 VARCHAR(100))
 BEGIN
     SELECT @@version
     INTO ver;
 END

Embedded SQL の場合、グローバル変数はホスト変数リストから選択

できます。

グローバル変数のリ
スト

次の表は、Adaptive Server Anywhere で使用できるグローバル変数のリ

ストです。
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変数名 意味

@@dbts DEFAULT TIMESTAMP で定義されたすべてのカラ

ムの 後に生成された値を表す TIMESTAMP 値

@@error 通常、直前に実行された文のエラー・ステータス (
成功または失敗 ) のチェックに使用する。前のトラ

ンザクションが成功した場合、値は 0。それ以外の

場合は、システムが生成した 新のエラー番号。エ
ラーが発生した場合、if @@error != 0 return のような

文によって終了する。すべての SQL 文は @@error 
をリセットするため、ステータス・チェックは成功
したかどうかを調査する文の直後に行う。

@@fetch_status 後のフェッチ文によって得られたステータス情報
を保持する。@@fetch_status は、次のいずれかの値

を格納する。
  

•    0 フェッチ文は正常終了した。

•    -1 フェッチ文エラーになった。

•    -2 結果セットには、これ以上データがない。

  
この機能は、異なった値を返す以外は、@@sqlstatus 
と同じ。Microsoft SQL Server との互換性のために用

意されている。

@@identity INSERT 文または SELECT INTO 文によって 
IDENTITY カラムまたは DEFAULT 
AUTOINCREMENT カラムに挿入された 新の値
  
詳細については、「@@identity グローバル変数」 
55 ページを参照してください。

@@isolation 現在の独立性レベル。@@isolation は、アクティブ・

レベルの値をとる。

@@procid 現在実行中のプロシージャのストアド・プロシー
ジャ ID
49



変数
標準と互換性 次のリストには、Adaptive Server Anywhere でサポートされている、

Adaptive Server Enterprise のグローバル変数がすべて記載されていま

す。リストにない Adaptive Server Enterprise グローバル変数は、

Adaptive Server Anywhere ではサポートされていません。上記のテーブ

ルと対照的に、このリストには値を返すグローバル変数がすべて記載
されています。固定値 NULL、1、-1、または 0 を持つグローバル変

数がありますが、この値には意味がない場合があります。

@@rowcount 後の文の影響を受けるローの数。@@rowcount の
値は、文の直後に確認する。
  
INSERT、UPDATE、DELETE は、@@rowcount を影

響されたローの数に設定する。
  
カーソルを使用する場合、@@rowcount は、 後の

フェッチ要求までに、カーソル結果セットからクラ
イアントに返されたローの累積数を表す。
  
Adaptive Server Enterprise の場合とは異なり、IF 文の

ようにローに影響を及ぼさない文によって、
@@rowcount が 0 にリセットされることはない。

@@servername 現在のデータベース・サーバの名前 

@@sqlstatus 後のフェッチ文によって得られたステータス情報
を保持する。@@sqlstatus は、次のいずれかの値を

格納する。
  

•    0 フェッチ文は正常終了した。

•    1 フェッチ文エラーになった。

•    2 結果セットには、これ以上データがない。

@@version Adaptive Server Anywhere の現在のバージョン番号

変数名 意味

グローバル変数 戻り値

@@char_convert 0 を返す
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@@client_csname Adaptive Server Enterprise では、クライアントの文字

セット名。クライアントの文字セットが一度も初期化
されていない場合は、NULL に設定する。それ以外の

場合は、直前に使用された文字セットの名前が入る。
Adaptive Server Anywhere では、NULL を返す。

@@client_csid Adaptive Server Enterprise では、クライアントの文字

セット ID。クライアントの文字セットが一度も初期

化されていない場合は、-1 に設定する。それ以外の場

合は、直前に使用された文字セットの ID を syscharsets 
から設定する。Adaptive Server Anywhere では -1 を返

す。

@@connections 後のサーバ起動後に行われたログインの数

@@cpu_busy Adaptive Server Enterprise では、 後に Adaptive Server 
Enterprise が起動されて以来 CPU が Adaptive Server 
Enterprise の作業に費やした時間数 ( チック単位 ) を示

す。Adaptive Server Anywhere では、0 を返す。

@@error 通常、直前に実行された文のエラー・ステータス ( 成
功または失敗 ) のチェックに使用する。前のトランザ

クションが成功した場合、値は 0。それ以外の場合は、

システムが生成した 新のエラー番号。次のような文
の場合、
  

if @@error != 0 return
  
エラーが発生すると終了する。PRINT 文や IF テスト

などを含む、すべての SQL 文は @@error をリセット

するため、エラーのステータス・チェックは成功した
かどうかを調査する文の直後に行う。

@@identity INSERT または SELECT INTO 文によって IDENTITY 
カラムに挿入された 新の値
  
詳細については、「@@identity グローバル変数」 55
ページを参照してください。

グローバル変数 戻り値
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@@idle Adaptive Server Enterprise では、 後に Adaptive Server 
Enterprise が起動されて以来、アイドル状態になった

時間数 ( チック単位 ) を示す。Adaptive Server 
Anywhere では、0 を返す。

@@io_busy Adaptive Server Enterprise では、 後に Adaptive Server 
Enterprise が起動されて以来、Adaptive Server Enterprise 
の入出力操作に費やした時間数 ( チック単位 ) を示す。

Adaptive Server Anywhere では、0 を返す。

@@isolation 接続の現在の独立性レベル。Adaptive Server Enterprise 
では、@@isolation はアクティブ・レベルの値をとる。

@@langid 現在の接続で使用中の言語のユニークな言語 ID を返

す。

@@language 接続で使用中の言語の名前を返す。

@@maxcharlen Adaptive Server Enterprise では、デフォルト文字セット

の 大長 ( バイト単位 )。Adaptive Server Anywhere で
は、1 を返す。

@@max_ 
connections

パーソナル・サーバの場合、サーバへの同時接続 大
数。値は 10。
  
ネットワーク・サーバの場合、アクティブ・クライア

ントの 大数 ( 各クライアントが複数の接続をサポー

トできるため、データベース接続とは異なる )。
  
Adaptive Server Enterprise では、サーバへの接続 大

数。

@@ncharsize Adaptive Server Enterprise では、各国の文字が持つ平均

の長さ ( バイト単位 )。Adaptive Server Anywhere では、

1 を返す。

@@nestlevel Adaptive Server Enterprise では、現在の実行のネスト・

レベル ( 初期値 0)。ストアド・プロシージャまたはト

リガが別のストアド・プロシージャまたはトリガを呼
び出すたびに、ネスト・レベルが増加する。Adaptive 
Server Anywhere では、-1 を返す。

グローバル変数 戻り値
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@@pack_received Adaptive Server Enterprise では、 後に起動して以来読

み込んだ入力パケットの数。Adaptive Server Anywhere 
では、0 を返す。

@@pack_sent Adaptive Server Enterprise では、 後に起動して以来書

き込んだ出力パケットの数。Adaptive Server Anywhere 
では、0 を返す。

@@packet_errors Adaptive Server Enterprise では、パケットの送受信中に

発生したエラーの数。Adaptive Server Anywhere では、

0 を返す。

@@procid 現在実行中のプロシージャのストアド・プロシージャ 
ID

@@rowcount 後の文から影響を受けるローの数。Adaptive Server 
Enterprise では、IF 文のようにローを返さないコマン

ドによって @@rowcount が 0 に設定される。Adaptive 
Server Anywhere では、このような文によって 
@@rowcount がリセットされることはない。カーソル

を使用する場合、@@rowcount は、 後のフェッチ要

求までに、カーソル結果セットからクライアントに返
されたローの累積数を表す。

@@servername ローカル Adaptive Server Enterprise または Adaptive 
Server Anywhere サーバの名前

@@spid Adaptive Server Enterprise では、現在のプロセスのサー

バ・プロセス ID。Adaptive Server Anywhere では、現

在の接続の接続ハンドル。これは、sa_conn_info プロ

シージャによって表示されるものと同じ値。

@@sqlstatus 後のフェッチ文によって得られたステータス情報を
保持する。@@sqlstatus は、次のいずれかの値を格納

する。
  

•    0 フェッチ文は正常終了した。

•    1 フェッチ文エラーになった。

•    2 結果セットには、これ以上データがない。

グローバル変数 戻り値
53



変数
@@textsize SET TEXTSIZE オプションの現在の値。select 文に

よって返される text または image データの 大長 ( バ
イト単位 )。デフォルト設定は 32765。これは、

READTEXT を使用して返すことができる 長のバイ

ト文字列。この値は、SET 文によって設定できる。

@@thresh_hysteresis Adaptive Server Enterprise では、スレッショルドのアク

ティブ化に必要な空き領域の変更。Adaptive Server 
Anywhere では、0 を返す。

@@timeticks Adaptive Server Enterprise では、1 チックあたりのマイ

クロ秒数。1 チックのあたりの時間は、マシンによっ

て異なる。Adaptive Server Anywhere では、0 を返す。

@@total_errors Adaptive Server Enterprise では、読み込み中または書き

込み中に発生したエラーの数。Adaptive Server 
Anywhere では、0 を返す。

@@total_read Adaptive Server Enterprise では、 後に起動されてから

行われたディスク読み込みの回数。Adaptive Server 
Anywhere では、0 を返す。

@@total_write Adaptive Server Enterprise では、 後に起動されて以来

実行されたディスク書き込みの回数。Adaptive Server 
Anywhere では、0 を返す。

@@tranchained Transact-SQL プログラムの現在のトランザクション・

モード。@@tranchained は、非連鎖の場合 0、連鎖の

場合 1 を返す。

@@trancount トランザクションのネスト・レベル。バッチ内の 
BEGIN TRANSACTION ごとに、トランザクション・

カウントが増加する。

@@transtate Adaptive Server Enterprise では、文の実行後のトランザ

クションの現在の状態。Adaptive Server Anywhere で
は、-1 を返す。

@@version Adaptive Server Enterprise または Adaptive Server 
Anywhere に関する現在のバージョン情報。

グローバル変数 戻り値
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@@identity グローバル変数

@@identity 変数には、IDENTITY カラムまたは DEFAULT 
AUTOINCREMENT カラムに挿入された 新の値が設定されます。

新の挿入が、このようなカラムがないテーブルに対して行われた場合
は 0 になります。

@@identity の値は、接続に固有です。ローがテーブルに挿入される

と、@@identity の値は必ずリセットされます。文が複数のローを挿入

した場合、@@identity には 後に挿入されたローの IDENTITY 値が

反映されます。文が IDENTITY カラムがないテーブルに影響を及ぼす

と、@@identity に 0 が設定されます。

INSERT または SELECT INTO 文の実行に失敗したり、@@identity の
値が保持されるトランザクションのロールバックがあっても、
@@identity の値には影響を及ぼしません。挿入された文のコミットが

失敗しても、@@identity には IDENTITY カラムに 後に挿入された

値が保持されます。

@@identity とトリ

ガ

挿入の実行によって、参照整合性アクションが起きたり、トリガが起
動されたりすると、@@identity はスタックのように動作します。たと

えば、テーブル T1 (IDENTITY カラムまたは AUTOINCREMENT カラ

ムがあるテーブル ) に対する挿入によってトリガが起動し、テーブル 
T2 (IDENTITY カラムまたは AUTOINCREMENT カラムがあるテーブ

ル ) にローが 1 つ挿入された場合、挿入を実行したアプリケーション

やプロシージャには、T1 に挿入された値が返されます。トリガ内で

は、T2 への挿入前には T1 の値が、挿入後には T2 の値が @@identity 
に入ります。トリガが両方の値にアクセスする場合、トリガはそれら
の値をローカル変数にコピーできます。
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コメント

コメントは、SQL 文または文ブロックに説明テキストを付加するため

に使用します。データベース・サーバは、コメントを実行しません。

Adaptive Server Anywhere では、次の数種類のコメント・インジケータ

を使用できます。

•    -- ( 二重ハイフン )   データベース・サーバは、この行の残りの

文字を無視します。これは、SQL/92 のコメント・インジケータ

です。

•    // ( 二重スラッシュ )   二重スラッシュは、二重ハイフンと同じ意

味です。

•    /* … */ ( スラッシュ － アスタリスク )   2 つのコメント・マーカ

の間にある文字は、すべて無視されます。2 つのコメント・マー

カは、同じ行にあっても、別の行にあってもかまいません。こ
のスタイルで示されたコメントは、ネストできます。このスタ
イルは、C スタイル・コメントとも呼ばれます。

•    % ( パーセント記号 )   パーセント記号は、

PERCENT_AS_COMMENT オプションが ON に設定されていれ

ば、二重ハイフンと同じ意味になります。% を、コメント・イ

ンジケータとして使用しないことをおすすめします。

標準と互換性 •    二重ハイフンとスラッシュ － アスタリスクのコメント・スタイ

ルは、Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 •    次に、二重ハイフンのコメントの使用例を示します。

CREATE FUNCTION fullname (firstname CHAR(30),
             lastname CHAR(30))
 RETURNS CHAR(61)
 -- fullname concatenates the firstname and 
lastname
 -- arguments with a single space between.
 BEGIN
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     DECLARE name CHAR(61);
     SET name = firstname || ' ' || lastname;
     RETURN ( name );
 END
 

•    次に、C スタイル・コメントの使用例を示します。

/*
     Lists the names and employee IDs of employees
     who work in the sales department.
 */
 CREATE VIEW SalesEmployee AS
 SELECT emp_id, emp_lname, emp_fname
 FROM "DBA".employee
 WHERE dept_id = 200
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NULL 値
NULL 値

機能 不定または該当なしの値を指定します。

構文 NULL

使用法 特に制限なし

パーミッション データベースに接続されている必要があります。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 「探索条件」 26 ページ

説明 NULL 値は、あらゆるデータ型の有効な値とは異なる特別な値です。

ただし、NULL 値はすべてのデータ型で使用できます。NULL 値は、

情報が不足または不適切であることを表すために使用します。次に示
すとおり、NULL が使用される 2 つのケースは、独立していて、性質

が異なります。

SQL では、NOT NULL 制限を使用してカラムを作成できます。この

カラムには NULL 値を挿入できません。

NULL 値によって、SQL に 3 値的論理の概念が導入されました。

NULL 値をどのような値 (NULL 値を含む ) や比較演算子を使用して比

較しても、結果は "UNKNOWN" です。この場合、TRUE を返す唯一

の探索条件は IS NULL 述部です。SQL では、WHERE 句の探索条件が 
TRUE と評価された場合のみ、ローが選択されます。UNKNOWN ま
たは FALSE と評価されたローは、選択されません。

状況 説明

不足 フィールドには値があるが、不定である

不適切 フィールドは、この特定のローには適さない
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IS [ NOT ] truth-value 句は、NULL 値があるローを選択するために使

用します (truth-value は TRUE、FALSE、または UNKNOWN のいずれ

かです )。この句の詳細については、「探索条件」 26 ページを参照して

ください。

次の例では、カラム Salary が NULL 値を持っています。

2 つの異なるテーブルのカラムを比較する場合、同じ規則が適用され

ます。そのため、2 つのテーブルを結合すると、比較したカラムに 
NULL 値があるローは選択されません。

数値式で使用する場合も、NULL 値は特別な性質を持っています。

NULL 値が含まれる数値式は、すべて 結果は NULL 値になります。

NULL 値を数値に加算しても結果は NULL 値であり、数値にはなりま

せん。NULL 値を 0 として扱う場合は、ISNULL (expression, 0 ) 関数

を使用します (「SQL 関数」 111 ページを参照してください )。

SQL クエリの作成で生じるエラーの多くは、NULL の性質によるもの

です。注意して、このような問題を避けるようにしてください。探索
条件の結合における 3 値的論理の影響の詳細については、「探索条件」 
26 ページを参照してください。

条件 真理値 選択

Salary = NULL UNKNOWN NO

Salary <> NULL UNKNOWN NO

NOT (Salary = NULL) UNKNOWN NO

NOT (Salary <> NULL) UNKNOWN NO

Salary = 1000 UNKNOWN NO

Salary IS NULL TRUE YES

Salary IS NOT NULL FALSE NO

Salary = expression IS UNKNOWN TRUE YES
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セット演算子と 
DISTINCT 句

セット演算 (UNION、INTERSECT、EXCEPT) と DISTINCT 演算では、

探索条件の場合と NULL の扱いが異なります。ローに NULL が含ま

れる場合、それ以外の場合でローが同じ場合、ローはこれらの演算の
目的に対して同様に扱われます。

たとえば、テーブル T1 で、redundant というカラムのすべてのローに 
NULL が含まれる場合、次の文は 1 つのローを返します。

SELECT DISTINCT redundant
 FROM T1

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise では、一部のコンテキストで 
NULL が値として扱われますが、Adaptive Server Anywhere では

値として扱われません。たとえば、Adaptive Server Anywhere の
場合、次の WHERE 句では、NULL であるカラム c1 のローはク

エリの結果に含まれません。これは、条件に値 UNKNOWN があ

るためです。

WHERE NOT( C1 = NULL )

Adaptive Server Enterprise の場合は、条件が TRUE と評価され、

カラムのローが返されます。互換性を保つには、比較演算子で
はなく IS NULL を使用してください。

Adaptive Server Anywhere のユニーク・インデックスは、エント

リに NULL があってもよい点を除き、Adaptive Server Enterprise 
の場合と同じです。Adaptive Server Enterprise では、そのような

エントリをユニーク・インデックスに入れることはできません。

jConnect を使用する場合、TDS_EMPTY_STRING_IS_NULL オプ

ションは、空文字列が NULL 文字列または 1 つのブランク文字

を含む文字列として返されるかどうかを制御できます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「TDS_EMPTY_STRING_IS_NULL オプション [ データベース ]」 
を参照してください。

例 •    次の INSERT 文は、Borrowed_book テーブルの date_returned カラ

ムに NULL を挿入します。
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INSERT
 INTO Borrowed_book
 ( date_borrowed, date_returned, book )
 VALUES ( CURRENT DATE, NULL, '1234' )
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第 2章 

SQL データ型

この章の内容 この章では、Adaptive Server Anywhere がサポートするデータ型につい

て説明します。
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文字データ型

機能 文字、数字、記号などの文字列を格納します。

説明 Adaptive Server Anywhere は、CHAR、VARCHAR、LONG VARCHAR 
の各カラムをすべて同じ型として処理します。254 文字までの値は、

先頭に長さフィールドが付いた短い文字列として格納されます。255 
バイトより長い値は、長い文字列と見なされます。255 番目のバイト

より後の文字は、長い文字列値を含むローとは別に格納されます。

255 文字目以降の文字列の部分を無視する関数がいくつかあります 
(「SQL 関数」 111 ページを参照してください )。それらは、

SOUNDEX、SIMILAR、すべての日付関数です。長い文字列を数字に

変換する計算は、 初の 255 文字だけに実行されます。これらの制限

事項のどれか 1 つでもはずれて実行すると、異常な状態になります。

その他の関数や演算子はすべて、長い文字列のフルレングスで動作し
ます。

文字セットとコー
ド・ページ

アプリケーションから渡される正確なバイナリ表現を使ってデータ
ベースの中に文字データを配置します。つまり、通常、文字データは
現在の「コード・ページ」のバイナリ表現を使ってデータベースの中
に格納されます。コード・ページは、IBM 互換機によって使用される

文字セット表現です。オペレーティング・システムに添付されている
コード・ページに関するマニュアルを参照してください。

ほとんどのコード・ページでは、 初の 128 文字は同じです。コー

ド・ページの上位の半分から特殊文字 ( アクセントが付いた国際文字

) を使う場合、データベースに注意してください。特に、異なる種類

のコード・ページを使っている別のマシンにデータベースをコピーす
る場合、これらの特殊文字は元のコード・ページ表現を使用して、コ
ピーしたデータベースから取得されます。表示には新しいコード・
ページが使われるため、これらの文字は画面上に異なる文字で表示さ
れます。

2 つのクライアントが同じマルチユーザ・サーバを使っていて、異な

るコード・ページを使っている場合にも、このような問題が生じま
す。1 つのクライアントが挿入または更新したデータは、もう 1 つの

クライアントには異なった形で表示されます。
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この問題は、データベースが異なるプラットフォーム上で使用される
ときにも発生します。PowerBuilder と他の多くの Windows アプリケー

ションは、標準 ANSI 文字セットのデータベースにデータを挿入しま

す。非 Windows アプリケーションがこのデータを使おうとしても、

それは正しく表示されないか、拡張文字を更新します。

この問題は非常に複雑です。アプリケーションで上位の半分のコー
ド・ページの拡張文字を使う場合は、データベースを使用中のすべて
のクライアントとすべてのマシンが同じまたは互換性のあるコード・
ページを使うようにしてください。

注意 1 より小さいデータ型の長さは使用できません。

互換性 •    CHAR に対する CHARACTER (n) の代用は、Adaptive Server 
Enterprise ではサポートされていません。

•    Adaptive Server Anywhere は、Adaptive Server Enterprise で提供さ

れる NCHAR と NVARCHAR データ型をサポートしません。

CHAR データ型 [ 文字 ]

機能 大長さ max-length バイトの文字データです。

構文 { CHAR | CHARACTER } [ ( max-length ) ]

使用法 max-length のデフォルト値は 1 です。

長さが 254 バイトまでの文字列の場合、必要記憶域は、文字列に 1 バ
イトを追加したバイト数です。これより長い文字列の場合は、オーバ
ヘッドが大きくなります。

マルチバイト文字の文字列は CHAR データ型として格納されますが、

max-length は、文字ではなくバイトで格納します。

パラメータ max-length   文字列のバイト単位での 大長。 大値は 32767 です。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。Adaptive 
Server Enterprise では、CHAR データ型の必要記憶域は、常に 
max-length です。Adaptive Server Enterprise の 大 max-length は 
255 です。

•    他のデータベース・システム   他の多くのデータベース管理シス

テムでは、Adaptive Server Anywhere とは異なり、CHAR データ

型は文字列の長さの全体にブランクを埋め込みます。したがっ
て、実際の文字列の長さに関係なく max-length バイトの記憶領

域が必要になります。

参照 ◆ 「CHARACTER VARYING (VARCHAR) データ型 [ 文字 ]」 66
ページ

◆ 「LONG VARCHAR データ型 [ 文字 ]」 67 ページ

CHARACTER VARYING (VARCHAR) データ型 [ 文字 ]

機能 CHAR と同じです。

構文 { VARCHAR | CHARACTER VARYING } [ ( max-length ) ]

使用法 max-length のデフォルト値は 1 です。

長さが 254 バイトまでの文字列の場合、必要記憶域は、文字列に 1 バ
イトを追加したバイト数です。これより長い文字列の場合は、オーバ
ヘッドが大きくなります。

マルチバイト文字の文字列は CHAR データ型として格納されますが、

max-length は、文字ではなくバイトで格納されることに注意してく

ださい。

パラメータ max-length    文字列のバイト単位での 大長。 大値は 32767 です。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。Adaptive 
Server Enterprise の 大 max-length は 255 です。

参照 ◆ 「CHAR データ型 [ 文字 ]」 65 ページ
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◆ 「LONG VARCHAR データ型 [ 文字 ]」 67 ページ

LONG VARCHAR データ型 [ 文字 ]

機能 任意の長さの文字データです。

構文 LONG VARCHAR

使用法 任意の長さの文字列です。 大値はデータベース・ファイルのサイズ
の 大値によって制限されます ( 現在は、2 GB)。

文字列そのものの長さに加え、記憶域のオーバヘッドがいくらかあり
ます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CHAR データ型 [ 文字 ]」 65 ページ

◆ 「CHARACTER VARYING (VARCHAR) データ型 [ 文字 ]」 66
ページ

TEXT データ型 [ 文字 ]

機能 これはドメインです。NULL 入力可能な LONG VARCHAR として実装

されます。

構文 TEXT

使用法 任意の長さの文字列です。使用法は LONG VARCHAR と同じです。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「LONG VARCHAR データ型 [ 文字 ]」 67 ページ
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UNIQUEIDENTIFIERSTR データ型 [ 文字 ]

機能 これはドメインです。CHAR( 36 ) として実装されます。

構文 UNIQUEIDENTIFIERSTR

使用法 リモート・データ・アクセスに使用され、SQL Server の 
uniqueidentifier カラムをマッピングする際に利用できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「データ型変換：Microsoft 
SQL Server」

◆ 「STRTOUUID 関数 [ 文字列 ]」 284 ページ

XML データ型 [ 文字 ]

機能 LONG VARCHAR として実装されたドメインです。

構文 XML

使用法 XML は、XML ドキュメントを Adaptive Server Anywhere データベー

スに格納する際に使用します。リレーショナル・データから要素内容
を生成する場合、XML データ型は引用符で囲まれません。

文字列へのキャストまたは文字列からのキャストが可能な他のデータ
型と XML データ型の間で、キャストができます。ただし、文字列を 
XML にキャストした場合、適確であるかどうかの検証は行われない

ことに注意してください。

XML 要素を生成するときの XML データ型の使用の詳細については、

『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リレーショナル・データベース

における XML 文書の格納」を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/XML ドラフト・スタンダードのパート。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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参照 ◆ 「LONG VARCHAR データ型 [ 文字 ]」 67 ページ
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数値データ型

機能 数値データを格納します。

注意 •    NUMERIC データ型、DECIMAL データ型、さまざまな種類の 
INTEGER データ型は「真数値」データ型と呼ぶこともありま

す。これと対照的なのが、「概数値」データ型である FLOAT、
DOUBLE、REAL です。

真数値データ型は、精度と小数点以下の桁数の値を指定できる
型です。一方、概数値データ型は事前に定義された方法で格納
されます。真数値データだけが、算術演算後に指定した 少有
効桁数に対して正確性が保証されます。

•    5.5 よりも前のバージョンでは、4 バイトを超える 16 進の定数は

文字列定数として扱われ、その他のものは整数として扱われて
いました。5.5 の新しいデフォルト設定では、これらの定数はバ

イナリ型の定数として扱われます。これまでの動作が必要な場
合は、TSQL_HEX_CONSTANTS データベース・オプションを 
OFF に設定します。

•    1 より小さいデータ型の長さと精度は使用できません。

互換性 •    Transact-SQL identity カラムでは、scale = 0 の NUMERIC データ型

のみ使用できます。

•    NUMERIC データ型と DECIMAL データ型では、デフォルトの精

度と位取り設定を使用しないでください。これは、Adaptive 
Server Anywhere と Adaptive Server Enterprise で設定内容が異なる

ためです。Adaptive Server Anywhere では、デフォルト精度は 
30、デフォルト位取りは 6 です。Adaptive Server Enterprise では、

デフォルト精度が 18、デフォルト位取りが 0 です。

•    FLOAT ( p ) データ型は、p の値によって、REAL か DOUBLE の
どちらかの同義語です。Adaptive Server Enterprise では、REAL 
は 15 以下の p に使用され、DOUBLE は 15 を超える p に使用さ

れます。Adaptive Server Anywhere では、REAL になるか 
DOUBLE になるかはプラットフォームによって異なりますが、

カットオフ値はすべてのプラットフォームで 15 より大きい値で

す。
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データベース・オプションの設定によるデフォルトの変更について
は、『ASA データベース管理ガイド』 > 「PRECISION オプション 
[ データベース ]」 と 『ASA データベース管理ガイド』 > 「SCALE オプ

ション [ データベース ]」 を参照してください。

BIGINT データ型 [ 数値 ]

機能 8 バイトの記憶領域を必要とする整数です。

構文 [ UNSIGNED ] BIGINT

使用法 BIGINT データ型は真数値データ型です。精度は算術演算の後で保存

されます。

BIGINT 値には 8 バイトの記憶領域が必要です。

符号付き BIGINT 値の範囲は、-263 ～ 263 - 1、または -
9223372036854775808 ～ 9223372036854775807 です。

符号なし BIGINT 値の範囲は、0 ～ 264 - 1、または 0 ～ 
18446744073709551615 です。

デフォルトでは、このデータ型は符号付きです。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「INT または INTEGER データ型 [ 数値 ]」 74 ページ

◆ 「TINYINT データ型 [ 数値 ]」 77 ページ

◆ 「SMALLINT データ型 [ 数値 ]」 76 ページ

DECIMAL データ型 [ 数値 ]

機能 総桁数の precision と小数点以下の桁数の scale を持つ 10 進数です。

構文 { DECIMAL | DEC } [ ( precision [ , scale ] ) ]
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使用法 DECIMAL データ型は真数値データ型です。精度は、算術演算の後、

小の有効桁数まで保存されます。

10 進数に必要な記憶領域は次のように計算できます。

2 + int( (before + 1)/2 ) + int( (after + 1)/2 )

関数 int は引数の整数部分であり、before と after は小数点の前後の有

効桁数です。記憶領域の計算の基準は、カラムの中で使われている
大精度と小数点以下の桁数ではなく、格納されている値を使います。

パラメータ precision   式の中での桁数を指定する整数式。デフォルト設定値は 30 
です。

scale   小数点以下の桁数を指定する整数式。デフォルト設定値は 6 で
す。

デフォルトは、データベース・オプションを指定することによって変
更できます。詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 

「PRECISION オプション [ データベース ]」 と 『ASA データベース管

理ガイド』 > 「SCALE オプション [ データベース ]」 を参照してくださ

い。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「FLOAT データ型 [ 数値 ]」 73 ページ

◆ 「REAL データ型 [ 数値 ]」 76 ページ

◆ 「DOUBLE データ型 [ 数値 ]」 72 ページ

DOUBLE データ型 [ 数値 ]

機能 倍精度の浮動小数点数です。

構文 DOUBLE [ PRECISION ]
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使用法 DOUBLE データ型は、倍精度の浮動小数点数を保持します。これは

概数値データ型です。算術演算後の丸め誤差がでます。概数値という 
DOUBLE 値の性質により、通常、DOUBLE 値を比較するときは等号

を使用するクエリを避けてください。

DOUBLE 値には 8 バイトの記憶領域が必要です。

値の範囲は 2.22507385850721e-308 ～ 1.79769313486231e+308 です。

DOUBLE として保持される値は、厳密には 15 有効桁数ですが、15 桁
を超えると丸め誤差が出ます。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「FLOAT データ型 [ 数値 ]」 73 ページ

◆ 「REAL データ型 [ 数値 ]」 76 ページ

◆ 「DECIMAL データ型 [ 数値 ]」 71 ページ

FLOAT データ型 [ 数値 ]

機能 単精度または倍精度の浮動小数点数です。

構文 FLOAT [ ( precision ) ]

使用法 FLOAT (precision) データ型を使ってカラムを作成すると、すべての

プラットフォームのカラムには、少なくとも指定した 小精度で値が
格納されることが保証されます。一方、REAL と DOUBLE の場合、

プラットフォームに依存しない 小精度は保証されません。

precision を指定しない場合、FLOAT データ型は単精度の浮動小数点

数です。これは REAL データ型と等価で、4 バイトの記憶領域を必要

とします。

precision を指定する場合、FLOAT データ型は指定した精度の値に

よって、単精度か倍精度のいずれかになります。REAL になるか 
DOUBLE になるかは、プラットフォームによって異なります。単精

度の FLOAT は、4 バイトの記憶領域を必要とし、倍精度の FLOAT 
は、8 バイトを必要とします。
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FLOAT データ型は概数値データ型です。算術演算後の丸め誤差がで

ます。概数値という FLOAT 値の性質により、通常、FLOAT 値を比較

するときは等号を使用するクエリを避けてください。

パラメータ precision   仮数部の桁数を指定する整数式。仮数部は、常用対数の小

数部です。たとえば、対数 5.63428 の仮数は 0.63428 です。IEEE 標準 
754 による浮動小数点精度は、次のとおりです。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    Sybase   『ASA データベース管理ガイド』 > 
「FLOAT_AS_DOUBLE オプション [ 互換性 ]」 を使用して、

Adaptive Server Enterprise との互換性に対する FLOAT データ型の

動作を調節できます。

参照 ◆ 「DECIMAL データ型 [ 数値 ]」 71 ページ

◆ 「REAL データ型 [ 数値 ]」 76 ページ

◆ 「DOUBLE データ型 [ 数値 ]」 72 ページ

INT または INTEGER データ型 [ 数値 ]

機能 4 バイトの記憶領域を必要とする整数です。

構文 [ UNSIGNED ] { INT | INTEGER }

使用法 INTEGER データ型は真数値データ型で、精度は算術演算の後で保存

されます。

UNSIGNED を指定した場合、整数に負の数を割り当てることはでき

ません。デフォルトでは、このデータ型は符号付きです。

提供されている
精度値

10 進数精度 等価の SQL データ型 記憶サイズ

1-24 7 桁 REAL 4 バイト

25-53 15 桁 DOUBLE 8 バイト
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符号付き整数の範囲は、-231 ～ 231 - 1、または -2147483648 
～ 2147483647 です。

符号なし整数の範囲は、0 ～ 232 - 1、または 0 ～ 4294967295 です。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。UNSIGNED キーワードは

ベンダ拡張です。

•    Sybase   符号付きデータ型は、Adaptive Server Enterprise と互換性

があります。Adaptive Server Enterprise では、UNSIGNED データ

型をサポートしていません。

参照 ◆ 「BIGINT データ型 [ 数値 ]」 71 ページ

◆ 「TINYINT データ型 [ 数値 ]」 77 ページ

◆ 「SMALLINT データ型 [ 数値 ]」 76 ページ

NUMERIC データ型 [ 数値 ]

機能 DECIMAL と同じです。

構文 NUMERIC [ ( precision [ , scale ] ) ]

使用法 NUMERIC データ型は真数値データ型です。精度は、算術演算の後、

小の有効桁数まで保存されます。

10 進数を格納するために必要なバイト数は、次のように計算できま

す。

2 + int( (before+1)/2 ) + int( (after+1)/2 )

関数 int は引数の整数部分であり、before と after は小数点の前後の有

効桁数です。記憶領域の計算の基準は、カラムの中で使われている
大精度と小数点以下の桁数ではなく、格納されている値を使います。

パラメータ precision   式の中での桁数を指定する整数式。デフォルト値は 30 で
す。

scale   小数点以下の桁数を指定する整数式。デフォルト値は 6 です。
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デフォルトは、データベース・オプションを指定することによって変
更できます。詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 

「PRECISION オプション [ データベース ]」 と 『ASA データベース管

理ガイド』 > 「SCALE オプション [ データベース ]」 を参照してくださ

い。

標準と互換性 •    SQL/92   SCALE オプションが 0 に設定されている場合、SQL/92 
と互換性があります。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「FLOAT データ型 [ 数値 ]」 73 ページ

◆ 「REAL データ型 [ 数値 ]」 76 ページ

◆ 「DOUBLE データ型 [ 数値 ]」 72 ページ

REAL データ型 [ 数値 ]

機能 4 バイトで格納される単精度浮動小数点数。

構文 REAL

使用法 REAL データ型は概数値データ型です。算術演算後に丸め誤差がでま

す。

値の範囲は -3.402823e+38 ～ 3.402823e+38 であり、ゼロに も近い

小の数値は 1.175495e-38 です。REAL として保持される値は、厳密に

は 10 有効桁数ですが、6 桁を越えると丸め誤差が出ます。

概数値という REAL 値の性質により、通常、REAL 値を比較するとき

は等号を使用するクエリを避けてください。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

SMALLINT データ型 [ 数値 ]

機能 2 バイトの記憶領域を必要とする整数です。
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構文 [ UNSIGNED ] SMALLINT

使用法 SMALLINT データ型は真数値データ型です。精度は算術演算の後で

保存されます。2 バイトの記憶領域を必要とします。

符号付き SMALLINT 値の範囲は、-215 ～ 215 - 1、または -32768 
～ 32767 です。

符号なし SMALLINT 値の範囲は、0 ～ 216 - 1、または 0 ～ 65535 で
す。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。UNSIGNED キーワードは

ベンダ拡張です。

•    Sybase   符号付きデータ型は、Adaptive Server Enterprise と互換性

があります。Adaptive Server Enterprise では、UNSIGNED データ

型をサポートしていません。

参照 ◆ 「INT または INTEGER データ型 [ 数値 ]」 74 ページ

◆ 「TINYINT データ型 [ 数値 ]」 77 ページ

◆ 「BIGINT データ型 [ 数値 ]」 71 ページ

TINYINT データ型 [ 数値 ]

機能 1 バイトの記憶領域を必要とする符号なし整数です。

構文 [ UNSIGNED ] TINYINT

使用法 TINYINT データ型は真数値データ型です。精度は算術演算の後で保

存されます。

明示的に TINYINT を UNSIGNED として指定できますが、この型は必

ず符号なしであるため、UNSIGNED 変更子は効力を持ちません。

TINYINT 値の範囲は、0 ～ 28 - 1、または 0 ～ 255 です。

Embedded SQL では、TINYINT カラムを char または unsigned char と定

義された変数にフェッチしないでください。これは、カラムの値を文
字列に変換し、 初のバイトをプログラムの変数に割り当てようとす
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ることになるからです。TINYINT カラムは 2 バイトまたは 4 バイト

整数にフェッチしてください。また、TINYINT 値を C で書かれたア

プリケーションからデータベースに送るには、C 変数の型に整数を指

定してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「BIGINT データ型 [ 数値 ]」 71 ページ

◆ 「TINYINT データ型 [ 数値 ]」 77 ページ

◆ 「SMALLINT データ型 [ 数値 ]」 76 ページ
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通貨データ型

機能 通貨データを格納します。

MONEY データ型 [ 通貨 ]

機能 このデータ型は通貨データを保存するのに便利で、Adaptive Server 
Enterprise の MONEY データ型と互換性があります。

構文 MONEY

使用法 MONEY データ型はドメイン NUMERIC(19,4) として実装され、NULL 
が入力できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Anywhere の通貨データ型は、ドメイン

として実装され、主に Adaptive Server Enterprise との互換に使用

されます。

参照 ◆ 「SMALLMONEY データ型 [ 通貨 ]」 79 ページ

SMALLMONEY データ型 [ 通貨 ]

機能 このデータ型はあまり大きくない通貨データを保存するのに便利で、
Adaptive Server Enterprise の SMALLMONEY データ型と互換性があり

ます。

構文 SMALLMONEY

使用法 SMALLMONEY データ型は、NULL 入力可能なドメイン 
NUMERIC(10,4) として Adaptive Server Anywhere に実装されています。

SMALLMONEY 値の範囲は、-214 748.3648 ～ 214 748.3647 です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Anywhere の通貨データ型は、ドメイン

として実装され、主に Adaptive Server Enterprise との互換に使用

されます。

参照 ◆ 「MONEY データ型 [ 通貨 ]」 79 ページ
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BIT データ型

機能 ブール値 (0 または 1) を格納します。

構文 BIT

使用法 デフォルトでは、BIT データ型のカラムには NULL を入力できませ

ん。この動作は他のデータ型とは異なります。必要に応じて、明示的
に NULL 入力を可能にできます。

指定可能な値は 0 と 1 です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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日付と時刻データ型

機能 日付と時刻を格納します。

日付と時刻をデータベースに送信する

次のいずれかの方法で、日付と時刻をデータベースに送信します。

•    インタフェースを使うときは、文字列として

•    ODBC を使うときは、TIMESTAMP 構造体として

•    Embedded SQL を使うときは、TIMESTAMP 構造体として

時刻をデータベースに文字列 (TIME データ型用 ) または文字列の一部 
(TIMESTAMP データ型または DATE データ型用 ) として送信する場

合、時間、分、秒をコロンで区切って hh:mm:ss.sss フォーマット

にする必要はありますが、文字列中のどこにでも置けます。次に、時
刻を指定する場合の有効で明瞭な文字列を示します。

21:35 -- am または pm を指定しない場合 24 時間制

10:00pm -- pm を指定する場合は 12 時間制

10:00 -- pm がない場合は 10:00am

10:23:32.234 -- 秒と秒以下を含めた時刻

データベースに日付を文字列として送信する場合、日付の変換は自動
的に行われます。文字列は、次の 2 つの方法のいずれかで送信しま

す。

•    データベースに確実に解釈される yyyy/mm/dd または yyyy-mm-
dd のいずれかの文字列として

•    DATE_ORDER データベース・オプションに従って解釈される文

字列として

文字列から日付／時刻への変換の Transact-SQL 互換性

文字列を日付と時刻データ型に変更する場合、Adaptive Server 
Anywhere と Adaptive Server Enterprise 間の動作にいくつかの相違があ

ります。
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時刻値だけ ( 日付なし ) の文字列を日時／時刻データ型に変換する場

合、Adaptive Server Enterprise は 1900 年 1 月 1 日のデフォルト日付を

使用しますが、Adaptive Server Anywhere は現在の日付を使用します。

時刻のミリ秒の部分が 3 桁より小さい場合、Adaptive Server Enterprise 
では、その前にピリオドが付くのかコロンが付くのかによって異なる
解釈をします。コロンの場合、値は 1000 分の 1 秒を意味します。ピ

リオドの場合、1 桁は 1/10 秒、2 桁は 1/100 秒、3 桁は 1/1000 秒を意

味します。Adaptive Server Anywhere では、セパレータに関係なく値を

同じ方法で解釈します。

例 Adaptive Server Enterprise は以下のように値を変換します。各例の 2 行
目は、ピリオドではなくコロンを使っている点が 1 行目と異なりま

す。

12:34:56.7 は 12:34:56.700 に変換

12:34:56:7 は 12:34:56.007 に変換

12.34.56.78 は 12:34:56.780 に変換

12.34.56:78 は 12:34:56.078 に変換

12:34:56.789 は 12:34:56.789 に変換

12:34:56:789 は 12:34:56.789 に変換

Adaptive Server Anywhere は、どちらの場合でも Adaptive Server 
Enterprise がピリオドの付いた値を変換するときと同じ方法で、ミリ

秒の値を変換します。

12:34:56.7 to 12:34:56.700
12:34:56:7 to 12:34:56.700
12.34.56.78 to 12:34:56.780
12.34.56:78 to 12:34:56.780
12:34:56.789 to 12:34:56.789
12:34:56:789 to 12:34:56.789

データベースから日付と時刻を取得する

次のいずれかの方法で、日付と時刻をデータベースから検索します。

•    インタフェースを使うときは、文字列として

•    ODBC を使うときは、TIMESTAMP 構造体として
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•    Embedded SQL を使うときは、SQLDATETIME 構造体として

日付または時刻を文字列として検索する場合は、データベース・オプ
ション DATE_FORMAT、TIME_FORMAT、TIMESTAMP_FORMAT に
よって指定されているフォーマットで検索します。これらのオプショ
ンの説明については、「SET OPTION 文」 738 ページを参照してくださ

い。

日付と時刻を扱う関数の詳細については、「日付と時刻関数」 114 ペー

ジを参照してください。日付については次の算術演算子を使います。

•    timestamp + integer   日付またはタイムスタンプに指定日数を加

算する。

•    timestamp - integer    日付またはタイムスタンプから指定日数を

減算する。

•    date - date   2 つの日付またはタイムスタンプの間の日数を計算

する。

•    date + time    与えられた日付と時刻を結合するタイムスタンプ

を作成する。

データベース内の日付と時刻を比較する

デフォルトでは、DATE として格納された値には時または分の値が含

まれていないため、日付の比較は単純です。

TRUNCATE_DATE_VALUES オプションを OFF に設定すると、DATE 
データ型には時刻も含まれるため、日付の比較が複雑になります。日
付をデータベースに入力するときに時刻を指定しない場合、時刻のデ
フォルトは 0:00 または 12:00am ( 真夜中 ) になります。このオプショ

ンを設定した場合、日付の比較には必ず日付とともに時刻も含めま
す。'1999-05-23 10:00' のデータベース日付値は、定数 '1999-05-23' と
は一致しません。DATEFORMAT 関数または日付関数の 1 つを使って

日付と時刻フィールドの部分を比較します。次に例を示します。

DATEFORMAT(invoice_date,'yyyy/mm/dd') = '1999/05/23'
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データベース・カラムに日付だけが必要な場合、クライアント・アプ
リケーション側で、データベースへデータを入力するときに時刻を指
定しないようにしてください。このようにすると、日付だけの文字列
による比較が目的どおりに行われます。

日付を文字列として 比較する場合は、DATEFORMAT 関数または 
CAST 関数を使って日付を文字列に変換してから比較してください。

あいまいさのない日付と時刻の使用

yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd フォーマットの日付は、

DATE_ORDER 設定がされているかどうかに関わらず、日付として常

に正確に認識されます。セパレータとして "/" または "-" を使う代わり

に、他の文字を使うこともできます ( たとえば、"?"、スペース、"," 
など )。別のユーザが異なる DATE_ORDER 設定をしているコンテキ

ストの中では、このフォーマットを使うようにしてください。たとえ
ば、ストアド・プロシージャでは、あいまいさのない日付フォーマッ
トを使えば、ユーザの DATE_ORDER 設定に従った日付が間違って解

釈されることはありません。

また、hh:mm:ss.sss の形式の文字列は、あいまいさのない時刻とし

て解釈されます。

日付と時刻を組み合わせる場合は、あいまいさのない日付と時刻を組
み合わせることにより、結果的にあいまいさのない日付／時刻として
評価されます。次にフォームを示します。

YYYY-MM-DD HH.MM.SS.SSS

あいまいさのない日付／時刻値です。ピリオドは、日付と組み合わせ
た時刻に対してのみ使用できます。

他のコンテキストでは、より柔軟性のある日付フォーマットを使用で
きます。Adaptive Server Anywhere は、広い範囲の文字列を日付として

解釈します。この解釈は、DATE_ORDER データベース・オプション

に左右されます。DATE_ORDER データベース・オプションは、値に 
MDY、YMD、DMY を取ります (「SET OPTION 文」 738 ページを参照

してください )。たとえば、次の文は、DATE_ORDER オプションを 
DMY に設定します。

SET OPTION DATE_ORDER = 'DMY' ;
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デフォルトの DATE_ORDER 設定は 'YMD' です。ODBC ドライバは、

接続されるときに必ず DATE_ORDER オプションを 'YMD' に設定しま

す。値は SET TEMPORARY OPTION 文を使って変更できます。

データベース・オプション DATE_ORDER は、文字列 10/11/12 がデー

タベースで 2010 年 11 月 12 日、2012 年 10 月 11 日、または 2012 年 11 
月 10 日のいずれとして解釈されるのかを決定します。日付文字列の

年、月、日を記号 ( たとえば /、-、またはスペース ) で区切り、

DATE_ORDER オプションで指定されている順序で表してください。

年は 2 桁または 4 桁で指定できます。オプション 
NEAREST_CENTURY の値は、2 桁の年数の解釈に影響します。

NEAREST_CENTURY 未満の値には 2000 が追加され、その他のすべ

ての値には 1900 が追加されます。このオプションのデフォルト値は 
50 です。したがって、デフォルトで 50 は 1950、49 は 2049 と解釈さ

れます。

月は月の名前または数字です。時間と分はコロンで区切りますが、文
字列のどこにでも置けます。

注意 •    年は常に 4 桁フォーマットで指定することをおすすめします。

西暦 2000 年問題のへ対応の詳細については、「西暦 2000 年問題

への対応」 104 ページを参照してください。

•    DATE_ORDER の適切な設定を使った次の文字列は、すべて有効

な日付です。

99-05-23 21:35
99/5/23
1999/05/23
May 23 1999
23-May-1999
Tuesday May 23, 1999 10:00pm

•    文字列に部分的な日付指定だけがある場合、デフォルト値を

使って日付が満たされます。次のデフォルトを使います。

•    年   今年

•    月   デフォルトなし
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•    日   1 ( 月のフィールドに対して便利です。たとえば、1999 
年 5 月は、日付 1999-05-01 00:00 となります )

•    時、分、秒、秒以下   0

DATE データ型 [ 日付と時刻 ]

機能 年、月、日などの暦日です。

構文 DATE

使用法 年の値の範囲は 0001 ～ 9999 です。Adaptive Server Anywhere の 小日

付は 0001-01-01 00:00:00 です。

歴史的な理由から、TRUNCATE_DATE_VALUES オプションが OFF に
設定されている場合、DATE カラムに時と分を含めることができま

す。時と分を含むデータには、TIMESTAMP データ型の使用をおすす

めします。

アプリケーションが DATE 値を取得するときのフォーマットは、

DATE_FORMAT の設定によって決まります。たとえば、2003 年 7 月 
19 日を表す日付値は、2003/07/19、Jul 19, 2003 など、さまざまな

フォーマットで返されます。

データベース・サーバが文字列を解釈する方法は、DATE_ORDER オ
プションによって決まります。たとえば、アプリケーションが DATE 
値として渡した値 02/05/2002 は、DATE_ORDER オプションの設定

によって、5 月 2 日または 2 月 5 日と解釈されます。

DATE 値には 4 バイトの記憶領域が必要です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise 12.5.1 以降でサポートされてい

ます。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DATE_FORMAT オプ

ション [ 互換性 ]」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DATE_ORDER オプショ

ン [ 互換性 ]」
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◆ 「DATETIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 88 ページ

◆ 「SMALLDATETIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 88 ページ

◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 
「TRUNCATE_DATE_VALUES オプション [ データベース ] ( 旧
式 )」

DATETIME データ型 [ 日付と時刻 ]

機能 TIMESTAMP として実装されたドメインです。

構文 DATETIME

使用法 DATETIME は主に Adaptive Server Enterprise と互換するために用意さ

れています。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。例外につ

いては、「文字列から日付／時刻への変換の Transact-SQL 互換

性」 82 ページを参照してください。

参照 ◆ 「DATE データ型 [ 日付と時刻 ]」 87 ページ

◆ 「SMALLDATETIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 88 ページ

◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

SMALLDATETIME データ型 [ 日付と時刻 ]

機能 TIMESTAMP として実装されたドメインです。

構文 SMALLDATETIME

使用法 SMALLDATETIME は主に Adaptive Server Enterprise と互換するために

用意されています。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。例外につ

いては、「文字列から日付／時刻への変換の Transact-SQL 互換

性」 82 ページを参照してください。

参照 ◆ 「DATE データ型 [ 日付と時刻 ]」 87 ページ

◆ 「DATETIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 88 ページ

◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

TIME データ型 [ 日付と時刻 ]

機能 時、分、秒、秒以下で構成される時間です。

構文 TIME

使用法 秒以下は 6 桁まで格納されます。TIME 値には 8 バイトの記憶領域が

必要です (ODBC 規格では、TIME データ型の精度を秒単位までに制

限しています )。このため、WHERE 句の比較に、秒の単位より高い

精度に依存する TIME データ型を使用しないでください )。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise 12.5.1 以降でサポートされてい

ます。

参照 ◆ 「TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ

TIMESTAMP データ型 [ 日付と時刻 ]

機能 年、月、日、時、分、秒、秒以下で構成される時刻です。

構文 TIMESTAMP

使用法 秒以下は 6 桁まで格納されます。TIMESTAMP 値には 8 バイトの記憶

領域が必要です。
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TIMESTAMP データ型では、DATE 型と同じく 0001 ～ 9999 年の日付

を格納でき、さらに 1600-02-28 23:59:59 ～ 7911-01-01 00:00:00 も格納

できます。TIMESTAMP では、この範囲より前または後の時刻を正し

く表せない場合があります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「TIME データ型 [ 日付と時刻 ]」 89 ページ
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バイナリ・データ型

機能 データベースに認識されないイメージやその他の情報を含めたバイナ
リ・データを格納します。

BINARY データ型 [ バイナリ ]

機能 指定した 大長 ( バイト単位 ) のバイナリ・データです。

構文 BINARY [ ( max-length ) ]

使用法 max-length のデフォルト値は 1 です。

許容 大サイズは 32767 です。BINARY データ型は、比較に使われる

とき以外は CHAR データ型と同じです。BINARY 値は正確に比較さ

れます。一方、CHAR 値はデータベースの照合順に基づいて比較され

ます。

パラメータ max-length  式の 大長を指定する整数式。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は 255 までの max-length をサ

ポートします。

参照 ◆ 「LONG BINARY データ型 [ バイナリ ]」 91 ページ

◆ 「VARBINARY データ型 [ バイナリ ]」 94 ページ

LONG BINARY データ型 [ バイナリ ]

機能 任意の長さのバイナリ・データです。

構文 LONG BINARY

使用法 大値は 2 GB です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「BINARY データ型 [ バイナリ ]」 91 ページ

◆ 「VARBINARY データ型 [ バイナリ ]」 94 ページ

IMAGE データ型 [ バイナリ ]

機能 NULL を入力できる LONG BINARY データです。

構文 IMAGE

使用法 IMAGE は、Adaptive Server Anywhere において NULL を入力できるド

メイン LONG BINARY として実装されます。主に Adaptive Server 
Enterprise に互換するために用意されています。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

UNIQUEIDENTIFIER データ型 [ バイナリ ]

機能 UUID (GUID とも呼ばれる ) の値を格納します。

構文 UNIQUEIDENTIFIER

使用法 UNIQUEIDENTIFIER データ型は、通常は、ローをユニークに識別す

る UUID ( ユニバーサル・ユニーク識別子 ) 値を保持するために、プ

ライマリ・キーまたはその他のユニーク・カラムに使用されます。
NEWID 関数では、あるコンピュータで生成される UUID 値が他のコ

ンピュータで生成される UUID と一致しないように UUID 値が生成さ

れます。したがって、NEWID を使用して生成された 
UNIQUEIDENTIFIER 値は、同期環境でキーとして使用できます。

次に例を示します。

CREATE TABLE T1 ( 
     pk UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
     c1 INT )
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UUID 値は、GUID ( グローバル・ユニーク識別子 ) とも呼ばれます。

Adaptive Server Anywhere は、必要に応じて UNIQUEIDENTIFIER 値を

文字列値とバイナリ値の間で自動的に変換します。

UNIQUEIDENTIFIER 値は、BINARY(16) として格納されますが、ク

ライアント・アプリケーションには BINARY(36) として示されます。

このため、クライアントが値を文字列としてフェッチした場合に、結
果に対して十分な領域が割り付けられることが保証されます。ODBC 
クライアント・アプリケーションでは、uniqueidentifier 値が 
SQL_GUID 型として示されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

•    下位互換   バージョン 9.0.2 より前に作成されたデータベースで

は、UNIQUEIDENTIFIER は BINARY(16) を使用してユーザ定義

データ型として実装されていました。BINARY(16) 表現と文字列

表現の間で値を変換するには STRTOUUID 関数と UUIDTOSTR 
関数が必要でした。ネイティブの UNIQUEIDENTIFIER データ

型をサポートするバージョン 9.0.2 以降で作成されたデータベー

スでは、STRTOUUID 関数と UUIDTOSTR 関数は不要です。

データベースがネイティブの UNIQUEIDENTIFER データ型をサ

ポートしていることを確認するには、[Sybase Central データベー

スのプロパティ ] シートの [ 詳細情報 ] タブの UniqueIdentifier プ
ロパティが ON であること、または次のクエリで ON が返される

ことをチェックします。

select db_property('UniqueIdentifier')

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「NEWID デフォルト」

◆ 「NEWID 関数 [ その他 ]」 227 ページ

◆ 「UUIDTOSTR 関数 [ 文字列 ]」 295 ページ

◆ 「STRTOUUID 関数 [ 文字列 ]」 284 ページ
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VARBINARY データ型 [ バイナリ ]

機能 BINARY と同じです。

構文 VARBINARY [ ( max-length ) ]

使用法 可変長のバイナリ文字列です。max-length のデフォルト値は 1 です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「BINARY データ型 [ バイナリ ]」 91 ページ

◆ 「LONG BINARY データ型 [ バイナリ ]」 91 ページ
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ドメイン

機能 「ドメイン」は、適切な位置に精度や小数点以下の桁数を含み、さら
にオプションとしてデフォルト値や CHECK 条件などを含んでいる、

組み込みデータ型のエイリアスです。ドメインには、通貨データ型の
ように Adaptive Server Anywhere が事前に定義したものもありますが、

ユーザが独自のドメインを追加することもできます。

ドメインは「ユーザ定義データ型」とも呼ばれ、データベース全体を
通して、カラムを同じ NULL または NOT NULL 条件、同じ DEFAULT 
設定、同じ CHECK 条件を持つ同じデータ型に自動的に定義できま

す。ドメインはデータベース全体の一貫性を高め、特定の種類のエ
ラーを防止するのに役立ちます。

簡単なドメイン ドメインは、CREATE DOMAIN 文を使用して作成します。構文の詳

細については、「CREATE DOMAIN 文」 414 ページを参照してくださ

い。

次の文は street_address という名前の、35 文字の文字列のデータ型を

作成します。

CREATE DOMAIN street_address CHAR( 35 )

CREATE DOMAIN の代わりに CREATE DATATYPE を使用することも

できますが、CREATE DOMAIN は草案の SQL/3 規格で使用されてい

る構文のため、CREATE DATATYPE の使用はおすすめしません。

データ型を作成するにはリソース権限が必要です。データ型を一度作
成すると、CREATE DOMAIN 文を実行したユーザ ID がそのデータ型

の所有者となります。このデータ型はすべてのユーザが使用できま
す。他のデータベース・オブジェクトとは異なり、所有者名をデータ
型名の前に置きません。

カラムを定義する場合は、street_address データ型を他のデータ型と

まったく同じように使用します。たとえば、2 つのカラムがある次の

テーブルでは、2 番目のカラムが street_address カラムです。

CREATE TABLE twocol (
     id INT,
     street street_address
)
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DROP DOMAIN 文を使って、その所有者または DBA がドメインを削

除できます。

DROP DOMAIN street_address

この文を実行できるのは、このデータ型をデータベースのどのテーブ
ルでも使用していないときだけです。使用中のドメインを削除しよう
とすると、「テーブル 'SYSUSERTYPE' のプライマリ・キーは他のテー

ブルから参照されています。」とメッセージが表示されます。

ドメインの制約とデ
フォルト

NULL 入力可や DEFAULT 値の設定など、カラムに関連する属性の多

くをドメインに組み込むことができます。データ型上で定義されたカ
ラムは、NULL 設定、CHECK 条件、DEFAULT 値を自動的に継承しま

す。このため、データベース全体を通してカラムに同じような意味を
持たせ、統一性をとることができます。

たとえば、サンプル・データベース内の多くのプライマリ・キー・カ
ラムは、ID 番号を保持する整数カラムです。次の文は、このような

カラムに有効なデータ型を作成します。

CREATE DOMAIN id INT
NOT NULL
DEFAULT AUTOINCREMENT
CHECK( @col > 0 )

データ型 id を使って作成されたカラムは、NULL 値を保持できないの

で、デフォルトで値を自動的に増やし、必ず整数を保持しています。
どのような識別子も @col 変数の中の col の代わりに使用できます。

カラムに対して明示的に属性を提供すると、必要に応じて、データ型
の属性を上書きできます。データ型 id 上で作成されたカラムに明示

的に NULL が許可されると、id データ型の設定に関わらず NULL を
使用できます。

互換性 •    名前を付けた制約とデフォルト    Adaptive Server Anywhere では、

ドメインをベース・データ型で作成し、オプションとして 
NULL または NOT NULL 条件、デフォルト値、CHECK 条件を

含めます。名前付き制約と名前付きデフォルトはサポートしま
せん。
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•    データ型を作成する   Adaptive Server Anywhere では、sp_addtype 
システム・プロシージャを使って、ドメインを追加したり、
CREATE DOMAIN 文を使用したりできます。Adaptive Server 
Enterprise では、必ず sp_addtype を使用してください。
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データ型変換

型の変換は自動的に発生することもあれば、CAST または CONVERT 
関数を使って明示的に型変換が要求されることもあります。

数値式の中、あるいは引数として数値が期待される関数への引数とし
て文字列を使う場合は、文字列は数字に変換されます。

文字列式の中、あるいは文字列関数の引数として数字を使う場合は、
数字は文字列に変換されてから使用されます。

すべての日付定数は文字列として指定されます。文字列は、自動的に
日付に変換されてから使用されます。

自動的なデータベース変換が適切ではない場合があります。

'12/31/90' + 5
'a' > 0

自動データ型変換はここで失敗します。CAST または CONVERT 関数

を使用すると、データ型を強制的に変換できます。CAST 関数と 
CONVERT 関数については、「データ型変換関数」 113 ページを参照し

てください。

次の関数を使うことによっても、強制的に型変換できます (「SQL 関
数」 111 ページを参照してください )。

•    DATE( value )    式を日付に変換し、時間、分、秒を削除します。

そして、変換エラーをレポートします。

•    STRING( value )   CAST( value AS LONG VARCHAR ) と同じで

す。

STRING 関数の詳細については、「STRING 関数 [ 文字列 ]」 284
ページ を参照してください。

•    VALUE+0.0   CAST ( value AS DECIMAL) と同じです。

CAST 関数の詳細については、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136 ペー

ジ を参照してください。
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比較演算子を使用した変換

データ型の異なる引数の間で比較 (= など ) を行う場合、1 つのデータ

型で比較ができるように、一方または両方の引数を変換します。
CAST または CONVERT を使用して引数の 1 つを明示的に変換するの

が適切な場合もあります。

Adaptive Server Anywhere では、次の規則を使用して比較が実行されま

す ( 規則はリストされている順序で検証され、 初に適用される規則

が使用されます )。

1. いずれかの引数のデータ型が TIME の場合は、両方を TIME に変

換してから比較を行う。

2. 一方の引数が TINYINT 型で、もう一方の引数が INTEGER 型の場

合は、両方を INTEGER に変換してから比較を行う。

3. 一方の引数が TINYINT 型で、もう一方の引数が SMALLINT 型の

場合は、両方を SMALLINT に変換してから比較を行う。

4. 一方の引数が UNSIGNED SMALLINT 型で、もう一方の引数が 
INTEGER 型の場合は、両方を INTEGER に変換してから比較を行

う。

5. 引数のデータ型に共通のスーパー・タイプがある場合、その共通
のスーパー・タイプ・データ型に変換してから比較を行う。スー
パー・タイプは、次の各リストの 終的なデータ型です。

•    BIT→TINYINT→UNSIGNED SMALLINT→UNSIGNED 
INTEGER→UNSIGNED BIGINT→NUMERIC

•    SMALLINT→INTEGER→BIGINT→NUMERIC

•    REAL→DOUBLE

•    CHAR→LONG VARCHAR

•    BINARY→LONG BINARY

•    DATE→TIMESTAMP

たとえば、2 つの引数が BIT 型と TINYINT 型である場合、これら

の引数は NUMERIC 型に変換されます。
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6. いずれかのデータ型が DATE または TIMESTAMP の場合は、両方

を TIMESTAMP に変換してから比較を行う。

たとえば、2 つの引数が REAL 型と DATE 型の場合、これらの引

数は TIMESTAMP に変換されます。

7. いずれかの引数のデータ型が UNIQUEIDENTIFIER の場合は、両

方を UNIQUEIDENTIFIER に変換してから比較を行う。

8. 一方の引数が CHARACTER データ型で、もう一方の引数が 
BINARY データ型の場合は、両方を BINARY に変換してから比較

を行う。

9. 一方の引数が NUMERIC 型で、もう一方の引数が FLOAT 型の場

合は、両方を DOUBLE に変換してから比較を行う。

10. NUMERIC 型に変換してから比較を行う。

たとえば、2 つの引数が REAL 型と CHAR 型の場合、これらの引

数はいずれも NUMERIC 型に変換されます。

注意 •    引数を明示的に別のデータ型にキャストして、これらの規則を

上書きすることができます。たとえば、DATE 型と CHAR 型の

引数を CHAR 型として比較するには、DATE を CHAR に明示的

にキャストしてください。

詳細については、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136 ページ を参

照してください。

•    規則 1、6、10 の場合、変換が失敗することがあります。
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Java と SQL のデータ型変換

Java 型と SQL 型の間のデータ型変換は、Java ストアド・プロシー

ジャと JDBC アプリケーションの両方で必要です。Java から SQL、
SQL から Java へのデータ型変換は、JDBC 標準に準拠して行われま

す。次の表で変換について説明します。

Java から SQL のデータ型変換

Java 型 SQL 型

String CHAR

String VARCHAR

String TEXT

java.math.BigDecimal NUMERIC

java.math.BigDecimal MONEY

java.math.BigDecimal SMALLMONEY

boolean BIT

byte TINYINT

Short SMALLINT

Int INTEGER

long INTEGER

float REAL

double DOUBLE

byte[ ] VARBINARY

byte[ ] IMAGE

java.SQL.Date DATE

java.SQL.Time TIME
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SQL から Java のデータ型変換

java.SQL.Timestamp TIMESTAMP

java.lang.Double DOUBLE

java.lang.Float REAL

java.lang.Integer INTEGER

java.lang.Long INTEGER

void this1

1. このメソッドはオブジェクトそのものを返します。

Java 型 SQL 型

SQL 型 Java 型

CHAR String

VARCHAR String

TEXT String

NUMERIC java.math.BigDecimal

DECIMAL java.math.BigDecimal

MONEY java.math.BigDecimal

SMALLMONEY java.math.BigDecimal

BIT boolean

TINYINT byte

SMALLINT short

INTEGER int

BIGINT long

REAL float
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FLOAT double

DOUBLE double

BINARY byte[ ]

VARBINARY byte[ ]

LONG VARBINARY byte[ ]

IMAGE byte[ ]

DATE java.SQL.Date

TIME java.SQL.Time

TIMESTAMP java.SQL.Timestamp

SQL 型 Java 型
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西暦 2000 年問題への対応
西暦 2000 年問題への対応

日付の処理、特に 2000 年以降の年の値の処理に関する問題は、コン

ピュータ産業にとって大きな課題でした。

この項では、Adaptive Server Anywhere の 2000 年問題への対応につい

て説明します。Adaptive Server Anywhere 内での日付の値の処理方法

や、年を表す 2 桁の文字列値の変換などのあいまいな日付情報の処理

方法について説明します。

Sybase Adaptive Server Anywhere とそれ以前のバージョンのユーザは、

20 世紀から 21 世紀への移行による影響を受けない方法で、日付を内

部的に処理し、格納することができます。

Adaptive Server Anywhere では、2000 年問題に次のように対応してい

ます。

•    Adaptive Server Anywhere は、算出した値が別の世紀にかかるか

どうかに関わらず、日付に関する有効な算術や論理演算に常に
正しい値を返します。

•    Adaptive Server Anywhere の日付の内部記憶領域は常に、年の値

の世紀にあたる部分を明示的にインクルードします。

•    Adaptive Server Anywhere の操作は、現在の日付を含むどのよう

な戻り値にも左右されません。

•    日付の値は、いつでも 4 桁の西暦で出力できます。

この項で簡単に紹介した日付の問題については、マニュアルの他の部
分で詳しく説明します。

日付の格納方法

年の値を含む日付は、次のいずれかのデータ型を使用して、Adaptive 
Server Anywhere データベースの内部で使用され格納されます。
104



     第 2 章   SQL データ型
Adaptive Server Anywhere の日付と時刻データ型の詳細については、

「日付と時刻データ型」 82 ページを参照してください。

日付値の送信と取得

日付値は、Adaptive Server Anywhere 内に DATE データ型または 
TIMESTAMP データ型として格納されますが、Adaptive Server 
Anywhere から取得するとき、または渡されるときには次のいずれか

の方法を使用します。

•    Adaptive Server Anywhere プログラミング・インタフェースを使

用する場合は、文字列として

•    ODBC を使用する場合は、TIMESTAMP 構造体として

•    Embedded SQL を使用する場合は、SQLDATETIME 構造体として

日付値を含む文字列はあいまいさのない文字列と見なされ、次の
フォーマットを使用して渡す場合は、DATE データ型または 
TIMESTAMP データ型に自動的に変換され、間違って解釈されること

はありません。 yyyy-mm-dd ( ダッシュ "-" は、使用できるセパレータ

の 1 つです )。

データ型 内容 記憶領域 指定できる値の範囲

DATE 暦日 ( 年、月、日 ) 4 バイト 0001-01-01 ～ 9999-12-
31

TIMESTAMP タイムスタンプ ( 年、

月、日、時、分、秒、
秒以下 (6 桁まで ))

8 バイト 0001-01-01 ～ 9999-12-
31 (TIMESTAMP の時

間の精度については、
1600-02-28 23:59:59 よ
り前と 7911-01-01 
00:00:00 より後の部分

は削除される )
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関連項目 yyyy-mm-dd 以外の日付フォーマットは、DATE_FORMAT データベー

ス・オプションを設定すると使用できます。詳細については、『ASA 
データベース管理ガイド』 > 「DATE_FORMAT オプション [ 互換性 ]」 
を参照してください。

あいまいさのない日付フォーマットの詳細については、「あいまいさ
のない日付と時刻の使用」 85 ページを参照してください。

ODBC TIMESTAMP 構造体の詳細については、「Microsoft Open 
Database Connectivity SDK」または「日付と時刻をデータベースに送

信する」 82 ページを参照してください。

C 言語でのプログラム開発で使用される Embedded SQL の 
SQLDATETIME 構造体の年の値は、16 ビットの符号付き整数です。

SQLDATETIME データ型の詳細については、『ASA プログラミング・

ガイド』 > 「Embedded SQL のデータ型」を参照してください。

閏年

2000 年は、2 月が 1 日多い閏年でもあります。Adaptive Server 
Anywhere では、広く認められているアルゴリズムを使用して閏年の

決定を行います。このアルゴリズムを使用すると、4 で割り切れる年

は閏年と見なされます。1900 年などの世紀にあたる年の場合は、400 
で割り切れれば閏年となります。

Adaptive Server Anywhere ではすべての閏年を正確に処理します。たと

えば、次の SQL 文は "Tuesday" という値を返します。

SELECT DAYNAME('2000-02-29')

Adaptive Server Anywhere は閏年 2000 年 2 月 29 日を日付として認め、

この日付を考慮して曜日を判断します。

ただし、次の文は Adaptive Server Anywhere では拒否されます。

SELECT DAYNAME('2001-02-29')

エラー・メッセージ「値 '2001-02-29' を日付に変換できません」が表

示されます。これは、2 月 29 日が 2001 年には存在しないためです。
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あいまいな文字列から日付への変換

Adaptive Server Anywhere では、期待値が日付の値であれば、年が 2 桁
の文字列だけで表されている場合でも、文字列を日付に自動的に変換
します。

年の値の世紀を表す部分が省略されている場合は、
NEAREST_CENTURY データベース・オプションによって変換方法が

決まります。

NEAREST_CENTURY データベース・オプションは、日付値 19YY と
日付値 20YY の間を区切る数値です。

NEAREST_CENTURY 値よりも小さい 2 桁の年は 20yy に変換され、

NEAREST_CENTURY 値以上の年は 19yy に変換されます。

このオプションを設定しないと、デフォルト設定の 50 が使用されま

す。したがって、2 桁の年文字列は 1950 ～ 2049 として認識されます。

この NEAREST_CENTURY オプションは、SQL Anywhere バージョン 
5.5 から導入されました。バージョン 5.5 では、デフォルト設定は 0 で
した。

あいまいな日付の変
換例

次の文は、Adaptive Server Anywhere でのあいまいな日付情報の変換を

表すのに使用されるテーブルを作成します。

CREATE TABLE T1 (C1 DATE);

table T1 は、DATE 型の 1 カラム C1 を含みます。

次の文は、カラム C1 に日付の値を挿入します。Adaptive Server 
Anywhere ではあいまいな年の値を含む文字列は、年だけを表して世

紀を表さない 2 桁の値に自動的に変換されます。

INSERT INTO T1 VALUES('00-01-01');

デフォルトでは、NEAREST_CENTURY オプションは 50 に設定され

ているので、Adaptive Server Anywhere では、文字列を 2000-01-01 と
いう日付に変換します。次の文は、この挿入の結果を確認します。

SELECT * FROM T1;
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次の文を使用して NEAREST_CENTURY オプションを変更すると、変

換処理が変更されます。

SET OPTION NEAREST_CENTURY = 0;

NEAREST_CENTURY オプションが 0 に設定されている場合、同じ文

を使用して直前の挿入を実行すると、異なる日付の値が作成されま
す。

INSERT INTO T1 VALUES('00-01-01');

上の文を実行すると、1900-01-01 という日付が挿入されます。次の文

を使用して結果を確認します。

SELECT * FROM T1;

日付から文字列への変換

Adaptive Server Anywhere には、Adaptive Server Anywhere の日付と時

刻の値をさまざまな文字列や式に変換するための機能が数多く用意さ
れています。データ値を文字列に変換する場合は、年の 初の 2 桁を

削除して残りの 2 桁で年を表すことができます。

間違った世紀の値 次の文は、正しく文字列に変換できなかった例です。データベース・
エラーは発生しませんが、日付が January 1 2000 ではなく January 1, 
1900 という日付を表す文字列に変換されています。

SELECT DATEFORMAT (
             DATEFORMAT('2000-01-01', 'Mmm dd/yy' ),
             'yyyy-Mmm-dd' )
     AS Wrong_year;

Adaptive Server Anywhere は自動的にあいまいな日付文字列 2000-01-01 
を正しい日付値に変換します。ただし、内部またはネストされた 
DATEFORMAT 関数の 'Mmm dd/yy' フォーマットは、文字列に再び変

換され、外部の DATEFORMAT 関数に渡されるときに 初の 2 桁が削

除されます。

この場合、データベース・オプション NEAREST_CENTURY が 0 に設

定されているため、外部の DATEFORMAT 関数は、2 桁で年を表す文

字列を 1900 ～ 1999 年の間の年を表す値に変換します。
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日付と時刻関数の詳細については、「日付と時刻関数」 114 ページを参

照してください。
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第 3章 

SQL 関数

この章の内容 関数は、データベースの情報を返すために使用します。式を使用でき
るところでは必ず関数を使用できます。

NULL パラメータ

特に明記しないかぎり、NULL をパラメータとして受け取る関数は、

NULL を返します。

この章では、関数をタイプ別に分類し、アルファベット順の一覧を示
します。
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関数のタイプ

この項では、使用可能な関数をタイプ別に分類します。

集合関数

集合関数は、データベースから選択されたロー・グループのデータを
要約します。グループは、SELECT 文の GROUP BY 句を使用して形

成されます。集合関数は、select リストと、SELECT 文の HAVING 句
と ORDER BY 句でのみ使用できます。

関数のリスト 次の集合関数を使用できます。

•    「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ

•    「COS 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

•    「COVAR_POP 関数 [ 集合 ]」 152 ページ

•    「COVAR_SAMP 関数 [ 集合 ]」 153 ページ

•    「COUNT 関数 [ 集合 ]」 151 ページ

•    「GROUPING 関数 [ 集合 ]」 195 ページ

•    「LIST 関数 [ 集合 ]」 213 ページ

•    「MAX 関数 [ 集合 ]」 220 ページ

•    「MIN 関数 [ 集合 ]」 221 ページ

•    「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

•    「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

•    「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

•    「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

•    「REGR_R2 [ 集合 ]」 256 ページ
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•    「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

•    「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

•    「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

•    「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

•    「STDDEV 関数 [ 集合 ]」 280 ページ

•    「STDDEV_POP 関数 [ 集合 ]」 280 ページ

•    「STDDEV_SAMP 関数 [ 集合 ]」 282 ページ

•    「SUM 関数 [ 集合 ]」 288 ページ

•    「VAR_POP 関数 [ 集合 ]」 297 ページ

•    「VAR_SAMP 関数 [ 集合 ]」 298 ページ

•    「VARIANCE 関数 [ 集合 ]」 299 ページ

RANK 関数

RANK 関数により、クエリで指定した順番に基づいて、結果セットに

ある各ローのランク値を計算できます。

•    「CUME_DIST 関数 [ 集合 ]」 156 ページ

•    「DENSE_RANK 関数 [ 集合 ]」 172 ページ

•    「PERCENT_RANK 関数 [ 集合 ]」 242 ページ

•    「RANK 関数 [ 集合 ]」 250 ページ

•    「ROW_NUMBER 関数 [ 集合 ]」 268 ページ

データ型変換関数

データ型変換関数を使用して、引数のデータ型を他のデータ型に変換
したり、変換が可能かどうかをテストしたりします。
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互換性 •    現在、Adaptive Server Anywhere の cast 関数は、Adaptive Server 
Enterprise ではサポートされていません。

関数のリスト 次のデータ型変換関数を使用できます。

•    「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136 ページ

•    「CONVERT 関数 [ データ型変換 ]」 146 ページ

•    「HEXTOINT 関数 [ データ型変換 ]」 197 ページ

•    「INTTOHEX 関数 [ データ型変換 ]」 207 ページ

•    「ISDATE 関数 [ データ型変換 ]」 208 ページ

•    「ISNUMERIC 関数 [ その他 ]」 209 ページ

日付と時刻関数

日付と時刻関数は、date データ型と time データ型の操作を行ったり、

日付または時刻の情報を返したりします。

この章では、「日時」を日付、時刻、またはタイムスタンプを意味す
る用語として使用しています。特定のデータ型 DATETIME を示す場

合は、DATETIME を使用します。

DATETIME データ型の詳細については、「日付と時刻データ型」 82
ページを参照してください。

関数のリスト 次の日付と時刻関数を使用できます。

•    「DATE 関数 [ 日付と時刻 ]」 158 ページ

•    「DATEADD 関数 [ 日付と時刻 ]」 158 ページ

•    「DATEDIFF 関数 [ 日付と時刻 ]」 159 ページ

•    「DATEFORMAT 関数 [ 日付と時刻 ]」 161 ページ

•    「DATENAME 関数 [ 日付と時刻 ]」 162 ページ

•    「DATEPART 関数 [ 日付と時刻 ]」 163 ページ
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•    「DATETIME 関数 [ 日付と時刻 ]」 163 ページ

•    「DAY 関数 [ 日付と時刻 ]」 164 ページ

•    「DAYNAME 関数 [ 日付と時刻 ]」 164 ページ

•    「DAYS 関数 [ 日付と時刻 ]」 165 ページ

•    「DOW 関数 [ 日付と時刻 ]」 175 ページ

•    「GETDATE 関数 [ 日付と時刻 ]」 191 ページ

•    「HOUR 関数 [ 日付と時刻 ]」 197 ページ

•    「HOURS 関数 [ 日付と時刻 ]」 198 ページ

•    「MINUTE 関数 [ 日付と時刻 ]」 222 ページ

•    「MINUTES 関数 [ 日付と時刻 ]」 222 ページ

•    「MONTH 関数 [ 日付と時刻 ]」 224 ページ

•    「MONTHNAME 関数 [ 日付と時刻 ]」 225 ページ

•    「MONTHS 関数 [ 日付と時刻 ]」 225 ページ

•    「NOW 関数 [ 日付と時刻 ]」 232 ページ

•    「QUARTER 関数 [ 日付と時刻 ]」 248 ページ

•    「SECOND 関数 [ 日付と時刻 ]」 270 ページ

•    「SECONDS 関数 [ 日付と時刻 ]」 270 ページ

•    「TODAY 関数 [ 日付と時刻 ]」 290 ページ

•    「WEEKS 関数 [ 日付と時刻 ]」 300 ページ

•    「YEAR 関数 [ 日付と時刻 ]」 309 ページ

•    「YEARS 関数 [ 日付と時刻 ]」 309 ページ

•    「YMD 関数 [ 日付と時刻 ]」 311 ページ
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日付の単位

日付関数の多くは、「日付の単位」で構成される日付を使用します。
次の表は、使用できる日付の単位の値を示します。

日付の単位 省略形 値の範囲

Year yy 1-9999

Quarter qq 1-4

Month mm 1-12

Week wk 1 ～ 54。日曜日を週の 初の日とします。

Day dd 1-31

Dayofyear dy 1-366

Weekday dw 1 ～ 7 ( 日曜日 = 1、…、土曜日 = 7)

Hour hh 0-23

Minute mi 0-59

Second ss 0-59

Millisecond ms 0-999

Calyearofweek cyr 整数。その週が何年に開始したかを示しま
す。週に年の 初の数日が含まれている場
合は、その年の 初の曜日に応じて、週の
初の日が前年になる場合があります。年

の 初の曜日が月曜日～木曜日の場合は、
前年に属する日がその年に含まれることは
ありませんが、年の 初の曜日が金曜日～
日曜日の場合、年の 初の週はその年の
初の月曜日から開始します。

Calweekofyear cwk 1 ～ 54。指定した日付がその年の第何週で

あるかを示します。

Caldayofweek cdw 1 ～ 7 ( 日曜日 = 1、…、土曜日 = 7)
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Java ユーザ定義関数と SQL ユーザ定義関数

Adaptive Server Anywhere には、ユーザ定義関数を作成する 2 つのメカ

ニズムがあります。SQL 言語を使用して関数を記述するか、Java を使

用できます。

SQL のユーザ定義

関数

「CREATE FUNCTION 文」 432 ページを使用して、独自の SQL 関数を

実装できます。CREATE FUNCTION 文中の RETURN 文によって、関

数のデータ型が決まります。

一度 SQL ユーザ定義関数を作成すると、同じデータ型の組み込み関

数が使用されている任意の場所でその関数を使用できます。

SQL 関数の作成の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 
> 「プロシージャ、トリガ、バッチの使用」を参照してください。

Java のユーザ定義

関数

Java クラスを使用すると、必要に応じて関数をデータベース・サーバ

からクライアント・アプリケーションに移動できるという追加の利点
があるため、より強力で柔軟性に富んだユーザ定義関数を実装できま
す。

インストールされた Java クラスの「クラス・メソッド」は、同じ

データ型の組み込み関数が使用されているところでは必ずユーザ定義
関数として使用できます。

インスタンス・メソッドは、クラスの特定のインスタンスと関連して
いるため、標準のユーザ定義関数とは動作が異なります。

Java クラス作成とクラス・メソッドの詳細については、『ASA プログ

ラミング・ガイド』 > 「Java セミナー」を参照してください。

その他の関数

その他の関数は、算術式、文字列式、日付／時刻式、他の関数の戻り
値に対して操作を実行します。

関数のリスト 次の各種関数を使用できます。

•    「ARGN 関数 [ その他 ]」 129 ページ

•    「COALESCE 関数 [ その他 ]」 139 ページ
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•    「COMPRESS 関数 [ 文字列 ]」 141 ページ

•    「CONFLICT 関数 [ その他 ]」 143 ページ

•    「DECOMPRESS 関数 [ 文字列 ]」 169 ページ

•    「DECRYPT 関数 [ 文字列 ]」 170 ページ

•    「ENCRYPT 関数 [ 文字列 ]」 175 ページ

•    「ERRORMSG 関数 [ その他 ]」 177 ページ

•    「ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 178 ページ

•    「ESTIMATE_SOURCE 関数 [ その他 ]」 179 ページ

•    「EXPERIENCE_ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 186 ページ

•    「EXPLANATION 関数 [ その他 ]」 186 ページ

•    「EXPRTYPE 関数 [ その他 ]」 188 ページ

•    「GET_IDENTITY 関数 [ その他 ]」 189 ページ

•    「GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]」 191 ページ

•    「GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 193 ページ

•    「GREATER 関数 [ その他 ]」 194 ページ

•    「HASH 関数 [ 文字列 ]」 196 ページ

•    「IDENTITY 関数 [ その他 ]」 204 ページ

•    「IFNULL 関数 [ その他 ]」 205 ページ

•    「INDEX_ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 206 ページ

•    「ISNULL 関数 [ データ型変換 ]」 209 ページ

•    「LESSER 関数 [ その他 ]」 212 ページ

•    「LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 218 ページ
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•    「NEWID 関数 [ その他 ]」 227 ページ

•    「NULLIF 関数 [ その他 ]」 232 ページ

•    「NUMBER 関数 [ その他 ]」 233 ページ

•    「PLAN 関数 [ その他 ]」 243 ページ

•    「REWRITE 関数 [ その他 ]」 264 ページ

•    「SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 271 ページ

•    「SQLDIALECT 関数 [ その他 ]」 279 ページ

•    「TRACEBACK 関数 [ その他 ]」 290 ページ

•    「TRANSACTSQL 関数 [ その他 ]」 291 ページ

•    「VAREXISTS 関数 [ その他 ]」 299 ページ

•    「WATCOMSQL 関数 [ その他 ]」 300 ページ

数値関数

数値関数は、数値データ型の算術演算を実行したり、数値情報を返し
たりします。

関数のリスト 次の数値関数を使用できます。

•    「ABS 関数 [ 数値 ]」 128 ページ

•    「ACOS 関数 [ 数値 ]」 128 ページ

•    「ASIN 関数 [ 数値 ]」 130 ページ

•    「ATAN 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

•    「ATN2 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

•    「CEILING 関数 [ 数値 ]」 136 ページ

•    「COS 関数 [ 数値 ]」 150 ページ
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•    「COT 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

•    「DEGREES 関数 [ 数値 ]」 172 ページ

•    「EXP 関数 [ 数値 ]」 185 ページ

•    「FLOOR 関数 [ 数値 ]」 189 ページ

•    「LOG 関数 [ 数値 ]」 217 ページ

•    「LOG10 関数 [ 数値 ]」 218 ページ

•    「MOD 関数 [ 数値 ]」 223 ページ

•    「PI 関数 [ 数値 ]」 243 ページ

•    「POWER 関数 [ 数値 ]」 245 ページ

•    「RADIANS 関数 [ 数値 ]」 249 ページ

•    「RAND 関数 [ 数値 ]」 249 ページ

•    「REMAINDER 関数 [ 数値 ]」 261 ページ

•    「ROUND 関数 [ 数値 ]」 267 ページ

•    「SIGN 関数 [ 数値 ]」 272 ページ

•    「SIN 関数 [ 数値 ]」 274 ページ

•    「SQRT 関数 [ 数値 ]」 280 ページ

•    「TAN 関数 [ 数値 ]」 289 ページ

•    「TRUNCATE 関数 [ 数値 ]」 292 ページ

•    「TRUNCNUM 関数 [ 数値 ]」 293 ページ

HTTP 関数

HTTP 関数は、Web サービス内の HTTP 要求処理を容易にします。
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関数のリスト 次の関数を使用できます。

•    「HTML_DECODE 関数」 199 ページ

•    「HTML_ENCODE 関数」 200 ページ

•    「HTTP_DECODE 関数 [HTTP]」 201 ページ

•    「HTTP_ENCODE 関数 [HTTP]」 202 ページ

•    「HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]」 204 ページ

•    「NEXT_HTTP_HEADER 関数 [HTTP]」 230 ページ

•    「NEXT_HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]」 231 ページ

文字列関数

文字列関数は、文字列に対して変換、抽出、操作の演算を実行した
り、文字列に関する情報を返したりします。

マルチバイト文字セットを操作する場合は、使用する関数が文字とバ
イトのどちらの情報を返すかを十分に確認してください。

関数のリスト 次の文字列関数を使用できます。

•    「ASCII 関数 [ 文字列 ]」 130 ページ

•    「BASE64_DECODE 関数 [ 文字列 ]」 133 ページ

•    「BASE64_ENCODE 関数 [ 文字列 ]」 133 ページ

•    「BYTE_LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 134 ページ

•    「BYTE_SUBSTR 関数 [ 文字列 ]」 135 ページ

•    「CHAR 関数 [ 文字列 ]」 137 ページ

•    「CHARINDEX 関数 [ 文字列 ]」 138 ページ

•    「CHAR_LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 139 ページ
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•    「COMPARE 関数 [ 文字列 ]」 140 ページ

•    「COMPRESS 関数 [ 文字列 ]」 141 ページ

•    「CSCONVERT 関数 [ 文字列 ]」 154 ページ

•    「DECOMPRESS 関数 [ 文字列 ]」 169 ページ

•    「DECRYPT 関数 [ 文字列 ]」 170 ページ

•    「DIFFERENCE 関数 [ 文字列 ]」 174 ページ

•    「ENCRYPT 関数 [ 文字列 ]」 175 ページ

•    「HASH 関数 [ 文字列 ]」 196 ページ

•    「INSERTSTR 関数 [ 文字列 ]」 207 ページ

•    「LCASE 関数 [ 文字列 ]」 210 ページ

•    「LEFT 関数 [ 文字列 ]」 211 ページ

•    「LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 212 ページ

•    「LOCATE 関数 [ 文字列 ]」 216 ページ

•    「LOWER 関数 [ 文字列 ]」 219 ページ

•    「LTRIM 関数 [ 文字列 ]」 220 ページ

•    「OPENXML 関数 [ 文字列 ]」 235 ページ

•    「PATINDEX 関数 [ 文字列 ]」 241 ページ

•    「REPEAT 関数 [ 文字列 ]」 262 ページ

•    「REPLACE 関数 [ 文字列 ]」 262 ページ

•    「REPLICATE 関数 [ 文字列 ]」 264 ページ

•    「RIGHT 関数 [ 文字列 ]」 266 ページ

•    「RTRIM 関数 [ 文字列 ]」 269 ページ
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•    「SIMILAR 関数 [ 文字列 ]」 273 ページ

•    「SORTKEY 関数 [ 文字列 ]」 274 ページ

•    「SOUNDEX 関数 [ 文字列 ]」 278 ページ

•    「SPACE 関数 [ 文字列 ]」 279 ページ

•    「STR 関数 [ 文字列 ]」 283 ページ

•    「STRING 関数 [ 文字列 ]」 284 ページ

•    「STRTOUUID 関数 [ 文字列 ]」 284 ページ

•    「STUFF 関数 [ 文字列 ]」 286 ページ

•    「SUBSTRING 関数 [ 文字列 ]」 286 ページ

•    「TRIM 関数 [ 文字列 ]」 291 ページ

•    「UCASE 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

•    「UPPER 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

•    「UUIDTOSTR 関数 [ 文字列 ]」 295 ページ

•    「XMLAGG 関数 [ 文字列 ]」 302 ページ

•    「XMLCONCAT 関数 [ 文字列 ]」 303 ページ

•    「XMLELEMENT 関数 [ 文字列 ]」 304 ページ

•    「XMLFOREST 関数 [ 文字列 ]」 306 ページ

•    「XMLGEN 関数 [ 文字列 ]」 307 ページ

システム関数

システム関数は、システム情報を返します。

関数のリスト 次のシステム関数を使用できます。
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•    「CONNECTION_PROPERTY 関数 [ システム ]」 142 ページ

•    「DATALENGTH 関数 [ システム ]」 157 ページ

•    「DB_ID 関数 [ システム ]」 166 ページ

•    「DB_NAME 関数 [ システム ]」 167 ページ

•    「DB_EXTENDED_PROPERTY 関数 [ システム ]」 167 ページ

•    「DB_PROPERTY 関数 [ システム ]」 169 ページ

•    「EVENT_CONDITION 関数 [ システム ]」 181 ページ

•    「EVENT_CONDITION_NAME 関数 [ システム ]」 182 ページ

•    「EVENT_PARAMETER 関数 [ システム ]」 182 ページ

•    「NEXT_CONNECTION 関数 [ システム ]」 228 ページ

•    「NEXT_DATABASE 関数 [ システム ]」 229 ページ

•    「PROPERTY 関数 [ システム ]」 246 ページ

•    「PROPERTY_DESCRIPTION 関数 [ システム ]」 245 ページ

•    「PROPERTY_NAME 関数 [ システム ]」 247 ページ

•    「PROPERTY_NUMBER 関数 [ システム ]」 247 ページ

互換性 次の表は、Adaptive Server Enterprise のシステム関数とそれらの 
Adaptive Server Anywhere でのステータスを示します。

関数 ステータス

Col_length 実装済み

Col_name 実装済み

Curunreservedpgs 未実装

Data_pgs 未実装

Datalength 実装済み
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注意 •    一部のシステム関数は、ストアド・プロシージャとして Adaptive 
Server Anywhere に実装されます。

•    db_id、db_name、datalength は、組み込み関数として実装されま

す。

次の表は、実装されたシステム関数を示します。

Db_id 実装済み

Db_name 実装済み

Host_id 未実装

Host_name 未実装

Index_col 実装済み

Lct_admin 未実装

Object_id 実装済み

Object_name 実装済み

Proc_role 常に 0 を返す

Reserved_pgs 未実装

Rowcnt 未実装

Show_role 常に NULL を返す

Suser_id 実装済み

Suser_name 実装済み

Tsequal 実装済み

Used_pgs 未実装

User_id 実装済み

User_name 実装済み

Valid_name 未実装

Valid_user 未実装

関数 ステータス
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テキスト関数とイメージ関数

テキスト関数とイメージ関数は、text データ型と image データ型に対

して作用します。Adaptive Server Anywhere がサポートするテキストと

イメージ関数は、textptr のみです。

システム関数 説明

Col_length( table-name, column-
name )

定義されたカラムの長さを返す

Col_name( table-id, column-id [, 
database-id] )

カラムの名前を返す

Datalength( expression ) 式の長さを返す ( バイト )

Db_id( [ database-name ] ) データベース ID 番号を返す

Db_name( [ database-id ] ) データベースの名前を返す

Index_col (table-name, index-id, 
key_# [, userid] )

インデックス・カラムの名前を
返す

Object_id (object-name ) オブジェクト ID を返す

Object_name ( object-id [, 
database-id ] )

オブジェクトの名前を返す

Suser_id( [user-name] ) 整数のユーザ ID 番号を返す

Suser_name( [user-id] ) ユーザ ID (Adaptive Server 
Enterprise のサーバ・ユーザ名 ) 
を返す

Tsequal (timestamp, timestamp2 ) タイムスタンプの値を比較して、
選択されてから変更されたロー
の更新を防止する

User_id( [ user-name] ) 整数のユーザ ID 番号を返す。

Adaptive Server Anywhere のユー

ザ ID は返しません。

User_name( [user-id] ) ユーザ ID (Adaptive Server 
Enterprise のユーザ名 ) を返す
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互換性 •    現在、Adaptive Server Anywhere は、Adaptive Server Enterprise の 
textvalid 関数をサポートしていません。

関数のリスト 次のテキストとイメージ関数を使用できます。

•    「TEXTPTR 関数 [ テキストとイメージ ]」 289 ページ
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アルファベット順の関数リスト

関数を 1 つずつリストし、その右側に関数のタイプ ( 数値、文字など

) を示します。

特定のタイプのすべての関数へのリンクについては、「関数のタイプ」 
112 ページを参照してください。

ABS 関数 [ 数値 ]

機能 数値式の絶対値を返します。

構文 ABS ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression    絶対値が返される数値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 66 を返します。

SELECT ABS( -66 )

ACOS 関数 [ 数値 ]

機能 数値式のアークコサインをラジアンで返します。

構文 ACOS ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度のコサイン

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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参照 ◆ 「ASIN 関数 [ 数値 ]」 130 ページ

◆ 「ATAN 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

◆ 「ATN2 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

◆ 「COS 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

例 次の文は、値 1.023945 を返します。

SELECT ACOS( 0.52 )

ARGN 関数 [ その他 ]

機能 引数リストから選択された引数を返します。

構文 ARGN ( integer-expression, expression [ , …] )

パラメータ integer-expression   式リスト内での引数の位置

expression   関数に渡される任意のデータ型の式。すべて同じデータ

型の式を指定してください。

使用法 integer-expression の値に n を使用すると、残りの引数リストから n 番
目の引数 (1 から開始 ) が返されます。式のデータ型は任意ですが、す

べて同じデータ型にしてください。integer-expression は、1 からリス

ト内の式の数までの範囲内で指定してください。範囲外の値を指定す
ると、NULL が返されます。複数の式は、カンマで区切って指定しま

す。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 6 を返します。

SELECT ARGN( 6, 1,2,3,4,5,6 )
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ASCII 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列式の 初のバイトの ASCII 値を整数で返します。

構文 ASCII ( string-expression )

パラメータ string-expression   文字列

使用法 文字列が空の場合は、0 を返します。リテラル文字列は、引用符で囲

んで指定します。データベース文字セットがマルチバイトであり、パ
ラメータ文字列の 初の文字が複数バイトから構成される場合、結果
は NULL です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 90 を返します。

SELECT ASCII( 'Z' )

ASIN 関数 [ 数値 ]

機能 数値式のアークサインをラジアンで返します。

構文 ASIN ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度のサイン

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「ACOS 関数 [ 数値 ]」 128 ページ

◆ 「ATAN 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

◆ 「ATN2 関数 [ 数値 ]」 131 ページ
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◆ 「SIN 関数 [ 数値 ]」 274 ページ

例 次の文は、値 0.546850 を返します。

SELECT ASIN( 0.52 )

ATAN 関数 [ 数値 ]

機能 数値式のアークタンジェントをラジアンで返します。

構文 ATAN ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度のタンジェント

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「ACOS 関数 [ 数値 ]」 128 ページ

◆ 「ASIN 関数 [ 数値 ]」 130 ページ

◆ 「ATN2 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

◆ 「TAN 関数 [ 数値 ]」 289 ページ

例 次の文は、値 0.479519 を返します。

SELECT ATAN( 0.52 )

ATN2 関数 [ 数値 ]

機能 2 つの数の比率のアークタンジェントをラジアンで返します。

構文 { ATN2 | ATAN2 } ( numeric-expression-1, numeric-expression-2 )

パラメータ numeric-expression-1   アークタンジェントが計算される比率の分子

numeric-expression-2   アークタンジェントが計算される比率の分母
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   ATN2 は Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

ATAN2 は Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 「ACOS 関数 [ 数値 ]」 128 ページ

◆ 「ASIN 関数 [ 数値 ]」 130 ページ

◆ 「ATAN 関数 [ 数値 ]」 131 ページ

◆ 「TAN 関数 [ 数値 ]」 289 ページ

例 次の文は、値 0.008666 を返します。

SELECT ATAN2( 0.52, 060 )

AVG 関数 [ 集合 ]

機能 対象となるロー・セットの、数値式または設定されたユニークな値の
平均値を計算します。

構文 AVG ( numeric-expression | DISTINCT column-name )

パラメータ numeric-expression   ロー・セットで平均値を計算する対象の式

DISTINCT column-name   column-name のユニークな値の平均値を計

算します。このパラメータは実用性が限られていますが、万全を期す
ために含まれています。

使用法 この平均値には、numeric-expression が NULL 値のローは含まれま

せん。グループにローが含まれていない場合は、NULL 値を返しま

す。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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参照 ◆ 「SUM 関数 [ 集合 ]」 288 ページ

◆ 「COUNT 関数 [ 集合 ]」 151 ページ

例 次の文は、値 49988.6 を返します。

SELECT AVG( salary ) FROM employee

BASE64_DECODE 関数 [ 文字列 ]

機能 MIME base64 フォーマットを使用してデータを復号化し、文字列を 
LONG VARCHAR として返します。

構文 BASE64_DECODE ( string-expression )

パラメータ string-expression   復号化される文字列。文字列は base64 エンコード

である必要があることに注意してください。

標準と互換性 SQL/92   ベンダ拡張。

SQL/99   ベンダ拡張。

Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「BASE64_ENCODE 関数 [ 文字列 ]」 133 ページ

例 次の例は、Embedded SQL プログラムからイメージ・テーブルにイ

メージを挿入します。入力データ ( ホスト変数 ) は base64 エンコード

である必要があります。

EXEC SQL INSERT INTO images ( image_data ) VALUES ( 
BASE64_DECODE ( :img ) )

BASE64_ENCODE 関数 [ 文字列 ]

機能 MIME base64 フォーマットを使用してデータをエンコードし、その

データを 7 ビット ASCII 文字列として返します。

構文 BASE64_ENCODE ( string-expression )
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パラメータ string-expression   エンコードされる文字列。

標準と互換性 SQL/92   ベンダ拡張。

SQL/99   ベンダ拡張。

Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「BASE64_DECODE 関数 [ 文字列 ]」 133 ページ

例 次の例は、イメージを含むテーブルからデータを取り出し、ASCII 
フォーマットで返します。結果として返される文字列は電子メール・
メッセージに埋め込まれ、元のイメージを取り出すために受信者に
よって復号化されます。

SELECT BASE64_ENCODE ( image_data ) FROM IMAGES

BYTE_LENGTH 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列のバイト数を返します。

構文 BYTE_LENGTH ( string-expression )

パラメータ string-expression   長さが計算される文字列

使用法 後続空白スペースは、返される長さに含まれます。

NULL 文字列の戻り値は NULL です。

マルチバイト文字セットの文字列の場合、BYTE_LENGTH の値は、

CHAR_LENGTH で返される文字数と異なります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CHAR_LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 139 ページ

◆ 「DATALENGTH 関数 [ システム ]」 157 ページ

◆ 「LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 212 ページ
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例 次の文は、値 12 を返します。

SELECT BYTE_LENGTH( 'Test Message' )

BYTE_SUBSTR 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の部分文字列を返します。部分文字列は、文字ではなくバイト
を使用して計算されます。

構文 BYTE_SUBSTR ( string-expression, start  [, length ] )

パラメータ string-expression   部分文字列が取得される文字列

start   部分文字列の開始位置を示す整数式。正の整数の場合、文字列

の先頭から開始します。先頭文字の位置は 1 です。負の整数の場合、

文字列の末尾から開始します。 後の文字の位置は -1 です。

length   部分文字列の長さを示す整数式。正の length は、取得するバ

イト数が開始位置から開始することを指定します。負の length は、

開始位置から 大 length バイト左側のバイトを返します。

使用法 length を指定すると、部分文字列は指定したバイト数に制限されま

す。start と length には、正または負の値を指定できます。負の数と

正の数を適切に組み合わせて使用すると、文字列の先頭または末尾の
どちらからでも部分文字列を取得できます。

start が 0 で length が負でない場合は、1 の start 値が使用されます。

start が 0 で length が負の場合は、-1 の start 値が使用されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「SUBSTRING 関数 [ 文字列 ]」 286 ページ

例 次の文は、値 Test を返します。

SELECT BYTE_SUBSTR( 'Test Message',1,4 )
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CAST 関数 [ データ型変換 ]

機能 指定されたデータ型に変換した式の値を返します。

構文 CAST ( expression AS data type )

パラメータ expression   変換される式

data type   ターゲットのデータ型

使用法 文字列型の長さを指定しない場合は、データベース・サーバによって
適切な長さが選択されます。DECIMAL 変換で精度も位取りも指定し

ない場合は、データベース・サーバによって適切な値が選択されま
す。

標準と互換性 •    SQL/92   この関数は SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CONVERT 関数 [ データ型変換 ]」 146 ページ

例 次の関数は、文字列を日付として使用することを保証します。

SELECT CAST( '2000-10-31' AS DATE )

式 1 + 2 の値を計算し、その結果を 1 文字の文字列にキャストしま

す。

SELECT CAST( 1 + 2 AS CHAR )

次のように CAST 関数を使用して、文字列を短縮できます。

SELECT CAST( 'Surname' AS CHAR(5) )

CEILING 関数 [ 数値 ]

機能 数値の切り上げ値 ( 値以上の 小整数値 ) を返します。

構文 CEILING ( numeric-expression )
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パラメータ numeric-expression   切り上げ値を計算する対象の数値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「FLOOR 関数 [ 数値 ]」 189 ページ

例 次の文は、値 60 を返します。

SELECT CEILING( 59.84567 )

CHAR 関数 [ 文字列 ]

機能 数値の ASCII 値を持つ文字を返します。

構文 CHAR ( integer-expression )

パラメータ integer-expression   ASCII 文字に変換される数値。0 ～ 255 の範囲内の

数を指定します。

使用法 返される文字は、バイナリ・ソート順に従って、現在のデータベース
の文字セットの指定した数値式に対応しています。

整数式の値が 255 より大きいか、0 より小さい場合、CHAR は NULL 
を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 Y を返します。

SELECT CHAR( 89 )
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CHARINDEX 関数 [ 文字列 ]

機能 ある文字列内でのもう 1 つの文字列の位置を返します。

構文 CHARINDEX ( string-expression-1, string-expression-2 )

パラメータ string-expression-1   検索する文字列

string-expression-2   検索される文字列

使用法 string-expression-1 の先頭文字の位置を 1 とします。検索される文字列

内に、検索する文字列のインスタンスが複数存在する場合、
CHARINDEX は 初のインスタンスの位置を返します。

検索される文字列内に、検索する文字列が存在しない場合、
CHARINDEX は 0 を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「SUBSTRING 関数 [ 文字列 ]」 286 ページ

例 次に例を示します。

SELECT emp_lname, emp_fname
FROM employee
WHERE CHARINDEX('K', emp_lname ) = 1

次の値を返します。

emp_lname emp_fname

Klobucher James

Kuo Felicia

Kelly Moira
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CHAR_LENGTH 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の文字数を返します。

構文 CHAR_LENGTH ( string-expression )

パラメータ string-expression   長さが計算される文字列

使用法 後続空白スペースは、返される長さに含まれます。

NULL 文字列の戻り値は NULL です。

マルチバイト文字セットの文字列の場合、CHAR_LENGTH の値は、

BYTE_LENGTH で返されるバイト数と異なります。

標準と互換性 •    SQL/92   この関数は SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「BYTE_LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 134 ページ

例 次の文は、値 8 を返します。

SELECT CHAR_LENGTH( 'Chemical' )

COALESCE 関数 [ その他 ]

機能 リストの中から NULL でない 初の式を返します。

構文 COALESCE ( expression, expression [ , …] )

パラメータ expression   任意の式

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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例 次の文は、値 34 を返します。

SELECT COALESCE( NULL, 34, 13, 0 )

COMPARE 関数 [ 文字列 ]

機能 代替照合規則に基づいて 2 つの文字列を直接比較できます。

構文 COMPARE (
 string-expression-1,
 string-expression-2
 [ , collation-name | , collation-id ] )

パラメータ string-expression-1   初の文字列式

string-expression-2    2 番目の文字列式

文字列式には、データベースの文字セットでエンコードされた文字の
みを指定できます。

collation-name   使用するソート順の名前を指定する文字列または文

字変数。有効な照合名のリストについては、「SORTKEY 関数 [ 文字列

]」 274 ページ を参照してください。

collation-id   使用するソート順を指定する変数または定数 ( 整数 )。
collation-id は、組み込みの照合にのみ使用できます。詳細について

は、「SORTKEY 関数 [ 文字列 ]」 274 ページ を参照してください。

照合名または照合 ID を指定しない場合のデフォルトは、デフォル

ト・ユニコード・マルチ言語です。

使用法 選択した照合規則に基づいて、COMPARE 関数は次の値を返します。

値 意味

1 string-expression-1 が string-expression-2 より大きい

0 string-expression-1 と string-expression-2 が等しい

-1 string-expression-1 が string-expression-2 より小さい
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COMPARE 関数は、データベースのブランク埋め込みが有効になって

いる場合でも、空の文字列とスペースだけの文字列を同等とみなしま
せん。COMPARE 関数は SORTKEY 関数を使用して、比較に使用する

照合キーを生成します。したがって、空の文字列、1 つのスペースを

持った文字列、2 つのスペースを持った文字列は、等しいとみなされ

ません。

string-expression-1 または string-expression-2 が null の場合、結果は 
null です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「SORTKEY 関数 [ 文字列 ]」 274 ページ

COMPRESS 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列を圧縮し、LONG BINARY を返します。

構文 COMPRESS( string-expression [, algorithm ]

パラメータ string-expression   圧縮される文字列。この関数にはバイナリ値を渡す

ことができます。大文字と小文字を区別しないデータベース定義で
あっても、パラメータの大文字と小文字は区別されます。

algorithm   現在サポートされているアルゴリズムは zip だけであり、

アルゴリズムが指定されていない場合は zip が使用されます。

使用法 COMPRESS 関数は、関数に渡されたバイナリ文字列よりも短い 
LONG BINARY 値を返します。この値は判読できません。返された値

が元の文字列より長い場合、その 大サイズは元の文字列 + 12 バイ

トよりも 0.1% を超えて大きくなることはありません。DECOMPRESS 
関数を使用して、圧縮された string-expression を解凍できます。

圧縮された値をテーブルに格納する場合は、文字セット変換がデータ
に対して実行されないように、カラムを BINARY または LONG 
BINARY にしてください。
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「DECOMPRESS 関数 [ 文字列 ]」 169 ページ

例 次の例では、COMPRESS 関数を使用して、次に示す product_xml_info 
テーブルのデータを圧縮します。

product 302 の prod_info カラムに対して圧縮された値を取得します。

SELECT COMPRESS('prod_info')
FROM product_xml_info
WHERE prod_id = '302'

CONNECTION_PROPERTY 関数 [ システム ]

機能 特定の接続プロパティの値を文字列で返します。

prod_id prod_info

301 <product_info>
  <item_name>Tee Shirt
  </item_name>
  <quantity_left>54
  </quantity_left>
  <description>Medium Orange Tee 
Shirt
  </description>
 </product_info>

302 <product_info>
  <item_name>Tee Shirt 
  </item_name>
  <quantity_left>75
  </quantity_left>
  <description>One size fits all 
Black Tee Shirt
  </description>
 </product_info>
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構文 CONNECTION_PROPERTY (
 { integer-expression-1 | string-expression }
 [ , integer-expression-2 ] )

パラメータ integer-expression-1    ほとんどの場合は、文字列式を 初の引数とし

て指定する方が便利です。integer-expression を指定する場合は、接続

プロパティ ID を使用します。この ID は PROPERTY_NUMBER 関数

を使用して調べることができます。

string-expression   接続プロパティの名前。プロパティ ID またはプロ

パティ名のどちらかが指定されている必要があります。

接続プロパティのリストについては、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「接続レベルのプロパティ」を参照してください。

integer-expression-2   現在のデータベース接続の接続 ID。この引数を

省略すると、現在の接続が使用されます。

使用法 2 番目の引数を省略すると、現在の接続が使用されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパ

ティ」
◆ 「PROPERTY_NUMBER 関数 [ システム ]」 247 ページ

例 次の文は、管理されている準備文の数を返します。

SELECT connection_property( 'PrepStmt' )

CONFLICT 関数 [ その他 ]

機能 カラムが、SQL Remote 環境で統合データベースに対して実行される 
UPDATE の競合の原因であるかどうかを示します。

構文 CONFLICT ( column-name )
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パラメータ column-name   競合をテストされるカラムの名前

使用法 カラムが SQL Remote Message Agent によって実行される UPDATE 文
の VERIFY リストにあり、またその文の VALUES リストで提供され

ている値が更新されるローのカラムの元の値と一致しない場合に 
TRUE を返します。それ以外の場合は、FALSE を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CREATE TRIGGER 文」 500 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「競合の管理」

例 CONFLICT 関数は、エラー・メッセージを回避するために、SQL 
Remote RESOLVE UPDATE トリガで使用します。CONFLICT 関数の使

用法を示すために、次のテーブルについて考えます。

CREATE TABLE Admin (
   PKey bigint NOT NULL DEFAULT GLOBAL AUTOINCREMENT,
   TextCol CHAR(20) NULL,
   PRIMARY KEY (PKey)
);

統合データベースとリモート・データベースの両方で、Admin テーブ

ルに次のローがあると想定します。

1, 'Initial'

ここで、統合データベースでローを次のように更新します。

UPDATE Admin 
SET TextCol = 'Consolidated Update' 
WHERE PKey = 1;

リモート・データベースで、ローを次のように別の値に更新します。

UPDATE Admin 
SET TextCol = 'Remote Update' 
WHERE PKey = 1;
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次に、リモート・データベースで dbremote を実行します。これに

よって、統合データベースで実行される次の文を含むメッセージ・
ファイルが生成されます。

UPDATE cons.Admin
   SET TextCol='Remote Update',
VERIFY (TextCol)
VALUES ('Initial')
WHERE PKey=1

SQL Remote Message Agent を統合データベースで実行し、この 
UPDATE 文を適用すると、Adaptive Server Anywhere は、VERIFY 句と 
VALUES 句を使用して、RESOLVE UPDATE トリガが起動するかどう

かを決定します。RESOLVE UPDATE トリガは、統合データベースに

対して SQL Remote Message Agent から更新が実行された場合にのみ起

動します。次に、RESOLVE UPDATE トリガを示します。

CREATE TRIGGER ResolveUpdateAdmin 
RESOLVE UPDATE ON cons.Admin
REFERENCING OLD AS OldConsolidated
    NEW AS NewRemote 
    REMOTE as OldRemote
FOR EACH ROW BEGIN
   MESSAGE 'OLD';
   MESSAGE OldConsolidated.PKey || ',' || 
OldConsolidated.TextCol;
   MESSAGE 'NEW';
   MESSAGE NewRemote.PKey || ',' || NewRemote.TextCol;
   MESSAGE 'REMOTE';
   MESSAGE OldRemote.PKey || ',' || OldRemote.TextCol;
END;

統合データベースの TextCol カラムの現在の値 ('Consolidated 
Update') は、関連付けられているカラムの VALUES 句の値 
('Initial') と一致しないため、RESOLVE UPDATE トリガが起動し

ます。

PKey カラムはリモートで実行された UPDATE 文で修正されず、この

トリガからアクセスできる OldRemote.PKey 値がないため、このトリ

ガは失敗します。

CONFLICT 関数は、次の値を返すことによってこのエラーの回避に役

立ちます。
145



アルファベット順の関数リスト
•    OldRemote.PKey 値がない場合は、FALSE を返します。

•    OldRemote.PKey 値があっても OldConsolidated.PKey と一致する

場合は、FALSE を返します。

•    OldRemote.PKey 値があり、OldConsolidated.PKey と異なる場合

は、TRUE を返します。

CONFLICT 関数を使用して、トリガを次のように書き直し、エラーを

回避できます。

CREATE TRIGGER ResolveUpdateAdmin
RESOLVE UPDATE ON cons.Admin
REFERENCING OLD AS OldConsolidated
    NEW AS NewRemote
    REMOTE as OldRemote
FOR EACH ROW BEGIN

   message 'OLD';
   message OldConsolidated.PKey || ',' || 
OldConsolidated.TextCol;
   message 'NEW';
   message NewRemote.PKey || ',' || NewRemote.TextCol;
   message 'REMOTE';
   if CONFLICT( PKey ) then
     message OldRemote.PKey;
   end if;
   if CONFLICT( TextCol ) then
     message OldRemote.TextCol;
   end if;
END;

CONVERT 関数 [ データ型変換 ]

機能 指定されたデータ型に変換した式を返します。

構文 CONVERT ( data type, expression [ , format-style ] )

パラメータ data type   変換後の式のデータ型

expression   変換される式
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format-style   文字列を date データ型または time データ型に変換 ( ま
たはその逆に変換 ) する場合、format-style は使用する日付フォー

マット文字列を表すスタイル・コード番号です。format-style 引数の

値には、次の意味があります。

100 以上の位なし 
(yy)

100 以上の位

あり (yyyy) 出力

- 0 または 100 Mmm dd yyyy hh:nn:ss:sss AM ( または 
PM)

1 101 mm/dd/yy[yy]

2 102 [yy]yy.mm.dd

3 103 dd/mm/yy[yy]

4 104 dd.mm.yy[yy]

5 105 dd-mm-yy[yy]

6 106 dd Mmm yy[yy]

7 107 Mmm dd, yy[yy]

8 108 hh:nn:ss

- 9 または 109 Mmm dd yyyy hh:nn:ss:sssAM ( または 
PM)

10 110 mm-dd-yy[yy]

11 111 [yy]yy/mm/dd

12 112 [yy]yymmdd

13 113 dd Mmm yyy hh:nn:ss:sss (24 時間表記、

ヨーロッパのデフォルト、ミリ秒、4 桁
の年 )

14 114 hh:nn:ss:sss (24 時間表記 )

20 120 yyyy-mm-dd hh:nn:ss:sss (24 時間表記、

ODBC 標準、4 桁の年 )

21 121 yyyy-mm-dd hh:nn:ss.sss (24 時間表記、

ODBC 標準、ミリ秒、4 桁の年 )
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format-style 引数を指定しない場合は、スタイル・コード 0 が使用さ

れます。

各出力記号 (Mmm など ) が出力するスタイルの詳細については、

『ASA データベース管理ガイド』 > 「DATE_FORMAT オプション [ 互
換性 ]」 を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136 ページ

例 次の文は、フォーマット・スタイルの使用方法を示します。

SELECT CONVERT( CHAR( 20 ), order_date, 104 )
FROM sales_order

SELECT CONVERT( CHAR( 20 ), order_date, 7 )
FROM sales_order

order_date

16.03.2000

20.03.2000

23.03.2000

25.03.2000

…

order_date

Mar 16, 00

Mar 20, 00

Mar 23, 00

Mar 25, 00
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次の文は、整数への変換を示し、値 5 を返します。

SELECT CONVERT( integer, 5.2 )

CORR 関数 [ 集合 ]

機能 数値のペアのセットの相関係数を返します。

構文 CORR ( dependent-expression, independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

dependent-expression と independent-expression はどちらも数値で

す。関数は、dependent-expression または independent-expression 
が null であるペアを除外した後で、(dependent-expression, 
independent-expression) のセットに適用されます。次の計算が行わ

れます。

COVAR_POP ( x, y ) / STDDEV_POP ( x ) * STDDEV_POP ( y )

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「集合関数」 112 ページ

◆ 「COVAR_POP 関数 [ 集合 ]」 152 ページ

…

order_date
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◆ 「STDDEV_POP 関数 [ 集合 ]」 280 ページ

例 次の例は、年齢が所得レベルに関連付けられているかどうかを検出す
るために相関を実行します。この関数は、値 0.44022675645995957 を
返します。

SELECT CORR (salary, (year(now()) - year(birth_date))) 
FROM employee

COS 関数 [ 数値 ]

機能 数値のコサインを返します。

構文 COS ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度 ( ラジアン )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「ACOS 関数 [ 数値 ]」 128 ページ

◆ 「COT 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

◆ 「SIN 関数 [ 数値 ]」 274 ページ

◆ 「TAN 関数 [ 数値 ]」 289 ページ

例 次に例を示します。

SELECT COS( 0.52 )

この文は、値 0.86781 を返します。

COT 関数 [ 数値 ]

機能 数値のコタンジェントを返します。

構文 COT ( numeric-expression )
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パラメータ numeric-expression   角度 ( ラジアン )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「COS 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

◆ 「SIN 関数 [ 数値 ]」 274 ページ

◆ 「TAN 関数 [ 数値 ]」 289 ページ

例 次の文は、値 1.74653 を返します。

SELECT COT( 0.52 )

COUNT 関数 [ 集合 ]

機能 指定されたパラメータに従って、グループのロー数をカウントしま
す。

構文 COUNT (
 *
 | expression
 |  DISTINCT { expression | column-name } )

パラメータ *   各グループの中のロー数を返します。

expression   expression が null 値でないグループのそれぞれのロー数

を返します。

DISTINCT expression または column-name   式中の異なる値の数、ま

たは column-name という名前のカラムを返します。値が NULL 値の

ローは、カウントに含まれません。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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参照 ◆ 「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ

◆ 「SUM 関数 [ 集合 ]」 288 ページ

例 次の文は、ユニークな各都市と、その都市の値を持つロー数を返しま
す。

SELECT city , Count(*)
FROM employee
GROUP BY city

COVAR_POP 関数 [ 集合 ]

機能 数値のペアのセットの母共分散を返します。

構文 COVAR_POP ( dependent-expression, independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

dependent-expression と independent-expression はどちらも数値で

す。関数は、dependent-expression または independent-expression 
が NULL であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression, 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。その後、

次の計算が行われます。

(SUM ( x * y ) - SUM ( y ) * SUM ( x ) * SUM ( x ) / n) / n

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「COVAR_SAMP 関数 [ 集合 ]」 153 ページ
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◆ 「SUM 関数 [ 集合 ]」 288 ページ

例 次の例は、従業員の年齢と給与間の関連の強さを測定します。この関
数は、値 73785.84005866687 を返します。

SELECT COVAR_POP (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
FROM employee 
 

COVAR_SAMP 関数 [ 集合 ]

機能 数値のペアのセットの標本共分散を返します。

構文 COVAR_SAMP ( dependent-expression, independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

dependent-expression と independent-expression はどちらも数値で

す。関数は、dependent-expression または independent-expression 
が null であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression, 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。その後、

次の計算が行われます。

(SUM ( x * y ) - SUM ( x ) * SUM ( y ) / n) / ( n-1 )

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「COVAR_POP 関数 [ 集合 ]」 152 ページ
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◆ 「SUM 関数 [ 集合 ]」 288 ページ

例 次の例は、値 74782.94600540561 を返します。

SELECT COVAR_SAMP (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
FROM employee 
 

CSCONVERT 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の文字セットを変換します。

構文 CSCONVERT (
 string-expression,
 'target-charset'
 [ , 'source-charset' ] )

パラメータ string-expression   文字列

target-charset   変換後の文字セット。Target-charset には、次のいず

れかを指定します。

•    os_charset   オペレーティング・システムが使用する文字セット

•    db_charset   データベースが使用する文字セット

•    その他のサポートされた文字セット・ラベル   Adaptive Server 
Anywhere がサポートする任意の文字セット・ラベルを指定でき

ます。詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「文

字セット・ラベル」を参照してください。

source-charset   元の文字列式で使用されている文字セット。デフォル

トは db_charset です。Source-charset-name には、次のいずれかを

指定します。

•    os_charset   オペレーティング・システムが使用する文字セット

•    db_charset   データベースが使用する文字セット
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•    その他のサポートされた文字セット・ラベル   Adaptive Server 
Anywhere がサポートする任意の文字セット・ラベルを指定でき

ます。詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「文

字セット・ラベル」を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「文字セット変換を使用し

てデータベース・サーバを起動する」

例 このフラグメントは、mytext カラムを繁体文字中国語文字セットから

簡体文字中国語文字セットに変換します。

SELECT CSCONVERT (mytext, 'cp936', 'cp950')
FROM mytable

このフラグメントは、mytext カラムをデータベースの文字セットから

簡体文字中国語文字セットに変換します。

SELECT CSCONVERT (mytext, 'cp936')
FROM mytable

ファイル名がデータベースに格納される場合は、そのデータベースの
文字セットで格納されます。サーバが読み込みまたは書き込みを行う
ファイルの名前がデータベースに格納されている場合 ( 外部ストア

ド・プロシージャなど )、ファイル名をオペレーティング・システム

の文字セットに明示的に変換してから、ファイルにアクセスしてくだ
さい。データベースに格納されているファイル名をクライアントが取
得する場合は、クライアントの文字セットに自動的に変換されるた
め、明示的な変換は必要ありません。

このフラグメントは、ファイル名カラムをデータベースの文字セット
からオペレーティング・システムの文字セットに変換します。

SELECT CSCONVERT (filename, 'os_charset')
FROM mytable
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ファイル名のリストが入っているテーブルがあります。外部ストア
ド・プロシージャは、このテーブルのファイル名をパラメータとして
取り出し、そのファイルから直接情報を読み込みます。次の文は、文
字セットの変換が必要ない場合に正しく動作します。

SELECT MYFUNC( filename )
FROM mytable

ここで、mytable は、ファイル名カラムが含まれているテーブルです。

ただし、ファイル名をオペレーティング・システムの文字セットに変
換する必要がある場合は、次の文を使用します。

SELECT MYFUNC( csconvert( filename, 'os_charset' ) )
FROM mytable

CUME_DIST 関数 [ 集合 ]

機能 ローのグループ内で 1 つの値の相対位置を計算します。0 ～ 1 の小数

値を返します。

構文 CUME_DIST ( )

使用法 復号ソート・キーは、現在 CUME_DIST 関数では使用できません。他

の任意の RANK 関数では復号ソート・キーを使用できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   SQL ／ OLAP 機能 T611 

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「DENSE_RANK 関数 [ 集合 ]」 172 ページ

◆ 「PERCENT_RANK 関数 [ 集合 ]」 242 ページ

◆ 「RANK 関数 [ 集合 ]」 250 ページ

◆ 「ROW_NUMBER 関数 [ 集合 ]」 268 ページ

例 次の例は、カリフォルニアに住む従業員の給与に関する累積分布を示
す結果セットを返します。
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SELECT dept_id, emp_lname, salary,
CUME_DIST () OVER (PARTITION BY dept_id
ORDER BY salary DESC) "Rank"
FROM employee 
WHERE state IN ('CA')

結果セットは次のとおりです。

DATALENGTH 関数 [ システム ]

機能 式の結果に必要な基本となる記憶領域の長さ ( バイト ) を返します。

構文 DATALENGTH ( expression )

パラメータ expression   通常、式はカラム名です。式が文字列定数の場合は、引

用符で囲みます。

使用法 DATALENGTH の戻り値は次のとおりです。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

dept_id emp_lname salary Rank

200 Savarino 72300.000 0.333333333333333

200 Clark 45000.000 0.666666666666667

200 Overbey 39300.000 1

データ型 DATALENGTH

SMALLINT 2

INTEGER 4

DOUBLE 8

CHAR データの長さ

BINARY データの長さ
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、company_name カラムの も長い文字列である値 27 を返し

ます。

SELECT following MAX( DATALENGTH( company_name ) )
FROM customer

DATE 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 式を日付に変換し、時間、分、秒を削除します。

構文 DATE ( expression )

パラメータ expression   日付フォーマットに変換される値。通常、式は文字列で

す。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 1999-01-02 を日付として返します。

SELECT DATE( '1999-01-02 21:20:53' )

DATEADD 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日付にいくつかの日付の単位を加算した日付を返します。

構文 DATEADD ( date-part, numeric-expression, date-expression )

date-part :
 year | quarter | month | week | day | hour | minute | second | 
millisecond

パラメータ date-part   日付に加算される日付の単位
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日付の単位の詳細については、「日付の単位」 116 ページを参照してく

ださい。

numeric-expression   日付に加算される日付の単位の数。

numeric_expression には任意の数値型を指定できますが、値は整数

にトランケートされます。

date-expression   変更される日付

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 •    次の文は、値 1995-11-02 00:00:00.0 を返します。

SELECT dateadd( month, 102, '1987/05/02' )

DATEDIFF 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つの日付間の期間を返します。

構文 DATEDIFF ( date-part, date-expression-1, date-expression-2 )

date-part :
 year | quarter | month | week | day | hour | minute | second | 
millisecond

パラメータ date-part   期間を測定する日付の単位を指定します。

日付の単位の詳細については、「日付の単位」 116 ページを参照してく

ださい。

date-expression-1   期間の開始日。この値を date-expression-2 から引

いて、2 つの引数の間に存在する date-part の数を返します。

date-expression-2   期間の終了日。この値から date-expression-1 を引

いて、2 つの引数の間に存在する date-part の数を返します。
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使用法 この関数は、指定した 2 つの日付間に存在する日付の単位の数を計算

します。結果は、日付の単位の数を表す、(date2 - date1) と同値の符号

付き整数です。

DATEDIFF の結果が日付の単位の整数倍でない場合、結果は丸められ

ずに切り捨てになります。

day を日付の単位として使用する場合、DATEDIFF は指定された 2 つ
の時刻の間の午前 0 時の回数を返します。このとき、2 番目の日付は

計算に含まれますが、 初の日付は含まれません。

month を日付の単位として使用する場合、DATEDIFF は 2 つの日付の

間に存在する月の初日の数を返します。このとき、2 番目の日付は計

算に含まれますが、 初の日付は含まれません。

week を日付の単位として使用する場合、DATEDIFF は 2 つの日付の

間に存在する日曜日の数を返します。このとき、2 番目の日付は計算

に含まれますが、 初の日付は含まれません。

より短い時間単位のために、オーバフロー値が用意されています。

•    ミリ秒   24 日

•    秒   68 年

•    分   4083 年

•    その他   オーバフロー制限なし

これらの制限値を超えると、この関数はオーバフロー・エラーを返し
ます。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、1 を返します。

SELECT datediff( hour, '4:00AM', '5:50AM' )

次の文は、102 を返します。
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SELECT datediff( month, '1987/05/02', '1995/11/15' )

次の文は、0 を返します。

SELECT datediff( day, '00:00', '23:59' )

次の文は、4 を返します。

SELECT datediff( day,
    '1999/07/19 00:00',
    '1999/07/23 23:59' )

次の文は、0 を返します。

SELECT datediff( month, '1999/07/19', '1999/07/23' )

次の文は、1 を返します。

SELECT datediff( month, '1999/07/19', '1999/08/23' )

DATEFORMAT 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日付式を表す文字列を、指定したフォーマットで返します。

構文 DATEFORMAT ( datetime-expression, string-expression )

パラメータ datetime-expression   変換される日時

string-expression   変換後の日付のフォーマット

日付フォーマットの説明については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「DATE_FORMAT オプション [ 互換性 ]」 を参照してください。

使用法 string-expression には、許容される任意の日付フォーマットを使用でき

ます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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西暦 2000 年問題への対応

DATEFORMAT 関数を使用して、年の値を 2 桁だけで表した文字列を

出力できます。この場合、エラーが発生していない場合でも、西暦 
2000 年問題の一因になる可能性があります。

西暦 2000 年問題への対応の詳細については、「西暦 2000 年問題への

対応」 104 ページを参照してください。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DATE_FORMAT オプ

ション [ 互換性 ]」

例 次の文は、値 Jan 01, 1989 を返します。

SELECT DATEFORMAT( '1989-01-01', 'Mmm dd, yyyy' )

DATENAME 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日時の値の特定部分の名前 ( 月の名前 "June" など ) を文字列で返しま

す。

構文 DATENAME ( date-part, date-expression )

パラメータ date-part   名前が返される日付の単位

使用可能な日付の単位の完全なリストについては、「日付の単位」 116
ページを参照してください。

date-expression   日付の単位名が返される日付。要求する date-part が
含まれた日付を指定してください。

使用法 結果が数値 (23 日など ) の場合でも、DATENAME は文字列を返しま

す。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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例 次の文は、値 May を返します。

SELECT datename( month , '1987/05/02' )

DATEPART 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日時の値の一部の値を返します。

構文 DATEPART ( date-part, date-expression )

パラメータ date-part   名前が返される日付の単位

使用可能な日付の単位の完全なリストについては、「日付の単位」 116
ページを参照してください。

date-expression   値が返される日付。date-part フィールドが含まれた

日付を指定してください。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 5 を返します。

SELECT datepart( month , '1987/05/02' )

DATETIME 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 式をタイムスタンプに変換します。

構文 DATETIME ( expression )

パラメータ expression   変換する式。通常は文字列です。数値を変換しようとす

るとエラーが返ります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 1998-09-09 12:12:12.000 のタイムスタンプを返します。

SELECT DATETIME( '1998-09-09 12:12:12.000' )

DAY 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 指定した日付の日に相当する 1 ～ 31 の整数を返します。

構文 DAY ( date-expression )

パラメータ date-expression   日付

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 12 を返します。

SELECT DAY( '2001-09-12' )

DAYNAME 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日付から曜日の名前を返します。

構文 DAYNAME( date-expression )

パラメータ date-expression   日付

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 Saturday を返します。
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SELECT DAYNAME ( '1987/05/02' )

DAYS 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 1 つの日付を指定すると、0000-02-29 以降の日数を返します。

2 つの日付を指定すると、2 つの日付の間の日数を整数で返します。

この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関数 [ 日付と時刻 ]」 159
ページ を代わりに使用することをおすすめします。

1 つの日付と整数を指定すると、指定した日付に、指定した整数の日

数が加算されます。この目的で使用する場合は、「DATEADD 関数 [
日付と時刻 ]」 158 ページ を代わりに使用することをおすすめします。

構文 1 は、整数を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返します。

DAYS は、時間、分、秒を無視します。

構文 1 DAYS ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 DAYS ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻

integer-expression   datetime-expression に加算する日数。integer-
expression が負の場合、タイムスタンプから適切な日数が引かれま

す。整数式を指定する場合は、datetime-expression を日付またはタ

イムスタンプとして明示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、整数 729 889 を返します。

SELECT DAYS( '1998-07-13 06:07:12' )
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次の文は、現在のユリウス暦の日付を返します。

SELECT DAYS( CURRENT DATE ) + 1721119

次の文は、整数値 -366 を返します。これは、2 番目の日付が 初の

日付より 366 日前の日付であることを示します。2 つ目の例 
(DATEDIFF) の使用をおすすめします。

SELECT DAYS( '1998-07-13 06:07:12',
              '1997-07-12 10:07:12' )
SELECT DATEDIFF( day,
    '1998-07-13 06:07:12',
    '1997-07-12 10:07:12' )

次の文は、タイムスタンプ 1999-07-14 00:00:00.0 を返します。2 つ目

の例 (DATEADD) の使用をおすすめします。

SELECT DAYS( CAST('1998-07-13' AS DATE ), 366 )
SELECT DATEADD( day, 366, '1998-07-13' )

DB_ID 関数 [ システム ]

機能 データベース ID 番号を返します。

構文 DB_ID ( [ database-name ] )

パラメータ database-name   データベース名を含む文字列。database-name を指

定しない場合は、現在のデータベースの ID 番号が返されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 実行中のデータベースが asademo のみの場合、次の文は値 0 を返しま

す。

SELECT DB_ID( 'asademo' )

実行中の唯一のデータベースに対して実行すると、次の文は値 0 を返

します。
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SELECT DB_ID()

DB_NAME 関数 [ システム ]

機能 指定した ID 番号を持つデータベースの名前を返します。

構文 DB_NAME ( [ database-id  ] )

パラメータ database-id   データベースの ID。database-id には、数値式を指定し

てください。

使用法 データベース ID を指定しない場合は、現在のデータベース名が返さ

れます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 サーバ上の唯一のデータベースとしてのサンプル・データベースに対
して次の文を実行すると、データベース名 asademo を返します。

SELECT DB_NAME( 0 )

DB_EXTENDED_PROPERTY 関数 [ システム ]

機能 指定したプロパティの値を返します。オプションでプロパティ指定の
文字列パラメータを指定できます。

構文 DB_EXTENDED_PROPERTY (
 {  property_id  |  property_name  },
 [, property-specific_argument
 [, { database_id | database_name  } ] ])

パラメータ property_id   データベース・プロパティ ID

property_name   データベース・プロパティ名
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database_id   DB_ID から返されたデータベース ID 番号。通常はデー

タベース名が使用されます。

database_name   DB_NAME から返されたデータベース名

property_specific_argument   FileSize と FreePages の各プロパティに関

連づけられているプロパティ指定の文字列パラメータ ( オプション )。
プロパティ指定の引数を要求しないプロパティ (FileSize、FreePages 
以外のプロパティなど ) に引数を与えると、無視されます。プロパ

ティのリストについては、『ASA データベース管理ガイド』 > 「デー

タベース・レベルのプロパティ」を参照してください。

使用法 文字列を返します。2 番目の引数を省略すると、現在のデータベース

が使用されます。

Db_extended_property() は db_property() に似ています。異なる点は、

Db_extended_property() がプロパティ指定の文字列パラメータをオプ

ションで指定できることです。プロパティ指定の引数の解釈は、 初
の引数で指定されたプロパティ ID またはプロパティ名によって異な

ります。db_extended_property( x ) の呼び出しは、 db_property( x ) 
の呼び出しと同じです。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

SQL/99   ベンダ拡張。

Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「DB_ID 関数 [ システム ]」 166 ページ

◆ 「DB_NAME 関数 [ システム ]」 167 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・レベルの

プロパティ」

例 次の文は、システムの DB 領域のファイル・サイズをページ単位で返

します。

SELECT DB_EXTENDED_PROPERTY( 'FileSize' )

次の文は、トランザクション・ログのファイル・サイズをページ単位
で返します。

SELECT DB_EXTENDED_PROPERTY( 'FileSize', 'translog')
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DB_PROPERTY 関数 [ システム ]

機能 指定したプロパティの値を返します。

構文 DB_PROPERTY (
 {  property_id  |  property_name  }
 [, { database_id | database_name  } ] )

パラメータ property_id   データベース・プロパティ ID

property_name   データベース・プロパティ名

database_id   DB_ID から返されたデータベース ID 番号。通常はデー

タベース名が使用されます。

database_name   DB_NAME から返されたデータベース名

使用法 文字列を返します。2 番目の引数を省略すると、現在のデータベース

が使用されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「DB_ID 関数 [ システム ]」 166 ページ

◆ 「DB_NAME 関数 [ システム ]」 167 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・レベルの

プロパティ」

例 次の文は、現在のデータベースのページ・サイズをバイト単位で返し
ます。

SELECT DB_PROPERTY( 'PAGESIZE' )

DECOMPRESS 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列を解凍し、LONG BINARY 値を返します。

構文 DECOMPRESS( string-expression [, algorithm ] )
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パラメータ string-expression   解凍する文字列。この関数にはバイナリ値を渡すこ

ともできます。大文字と小文字を区別しないデータベース定義であっ
ても、パラメータの大文字と小文字は区別されます。

algorithm   デフォルト値は、zip です。現在、使用できる唯一のアル

ゴリズムです。

使用法 DECOMPRESS 関数は LONG BINARY 値を返します。この関数を使用

して、COMPRESS 関数で圧縮された値を解凍できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「COMPRESS 関数 [ 文字列 ]」 141 ページ

例 次の例は、DECOMPRESS 関数を使用して、COMPRESS 関数で圧縮

された値を解凍します。

INSERT INTO product_xml_info
VALUES ('400', COMPRESS('<product_info>
  <item_name>Baseball Cap</item_name>
  <quantity_left>112</quantity_left>
  <description>One size fits all Black Baseball Cap</
description>
 </product_info>'))
 

元の値の型は XML であるため、CAST 関数は、DECOMPRESS 関数

によって返された LONG BINARY を XML データ型に変換するために

使用されます。

SELECT CAST (DECOMPRESS( prod_info ) AS XML) 
FROM product_xml_info
WHERE prod_id = '400'

DECRYPT 関数 [ 文字列 ]

機能 指定されたキーを使用して文字列を復号化し、LONG BINARY を返し

ます。
170



     第 3 章   SQL 関数
構文 DECRYPT( string-expression, key [, algorithm ] )

パラメータ string-expression   復号化される文字列。この関数にはバイナリ値を渡

すこともできます。大文字と小文字を区別しないデータベース定義で
あっても、パラメータの大文字と小文字は区別されます。

key   string-expression の復号化に必要な暗号化キー。暗号化された

元の値を取得するには、このキーが、string-expression の暗号化に使

用された暗号化キーと同じである必要があります。大文字と小文字を
区別しないデータベース定義であっても、パラメータの大文字と小文
字は区別されます。

警告
キーは保護してください。キーのコピーは、安全な場所に保管してく
ださい。キーを紛失すると、暗号化データにまったくアクセスできな
くなり、そこからのリカバリも不可能になります。

algorithm   このオプションのパラメータでは、string-expression の復

号化に使用されるアルゴリズムを指定します。string-expression は、

暗号化で使用されたのと同じアルゴリズムを使用して復号化します。
現在、ASE でサポートされている唯一のアルゴリズムであり、デフォ

ルトで使用されます。AES は、National Institute of Standards and 
Technology (NIST) によってブロック暗号用の新しい Advanced 
Encryption Standard (AES) として選択されたブロック暗号化アルゴリ

ズムです。

使用法 DECRYPT 関数を使用して、ENCRYPT 関数で暗号化された string-
expression を復号化できます。この関数は、入力文字列と同じバイト

数の LONG BINARY 値を返します。

string-expression を正常に復号化するには、データの暗号化に使用し

たのと同じ暗号化キーを使用します。不正な暗号化キーを指定した場
合は、エラーが生成されます。キーを紛失すると、データにアクセス
できなくなり、そこからのリカバリも不可能になります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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参照 ◆ 「ENCRYPT 関数 [ 文字列 ]」 175 ページ

◆ 『SQL Anywhere Studio セキュリティ・ガイド』 > 「データベー

スの一部の暗号化」

例 次の例は、user_info テーブルにあるユーザのパスワードを復号化しま

す。DECRYPT 関数は値を LONG BINARY データ型に変換するため、

パスワードを CHAR データ型に変換するには CAST 関数を使用しま

す。

SELECT CAST (DECRYPT(user_pwd, '8U3dkA') AS CHAR(100)) 
FROM user_info;
 

DEGREES 関数 [ 数値 ]

機能 数値をラジアンから度数に変換します。

構文 DEGREES ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度 ( ラジアン )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 29.793805 を返します。

SELECT DEGREES( 0.52 )

DENSE_RANK 関数 [ 集合 ]

機能 パーティション内の値のランクを計算します。同位の値の場合、
DENSE_RANK はランキング・シーケンス内にギャップを残しませ

ん。

構文 DENSE_RANK ( )
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   SQL ／ OLAP 機能 T611 

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CUME_DIST 関数 [ 集合 ]」 156 ページ

◆ 「PERCENT_RANK 関数 [ 集合 ]」 242 ページ

◆ 「RANK 関数 [ 集合 ]」 250 ページ

◆ 「ROW_NUMBER 関数 [ 集合 ]」 268 ページ

例 次の例は、ユタとニューヨークの従業員の給与ランキングを示す結果
セットを返します。結果セットには 19 レコードが返されますが、リ

スト内の 7 番目と 8 番目の従業員は同一給与で 7 位の同順位であるた

め、18 のランキングのみリストされています。DENSE_RANK はラン

クにギャップを残さないため、9 番目の従業員を '9' とランキングする

代わりに、その従業員は '8' とリストされます。

SELECT dept_id, emp_lname, salary, state,
 DENSE_RANK () OVER (ORDER BY salary DESC) "Rank"
 FROM employee 
 WHERE state IN ('NY','UT')

結果セットは次のとおりです。

emp_lname salary state Rank

Shishov 72995.000 UT 1

Wang 68400.000 UT 2

Cobb 62000.000 UT 3

Morris 61300.000 UT 4

Davidson 57090.000 NY 5

Martel 55700.000 NY 6

Blaikie 54900.000 NY 7

Diaz 54900.000 UT 7

Driscoll 48023.000 UT 8
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DIFFERENCE 関数 [ 文字列 ]

機能 2 つの文字列式の SOUNDEX 値の差を返します。

構文 DIFFERENCE ( string-expression-1, string-expression-2  )

パラメータ string-expression-1   初の SOUNDEX 引数

string-expression-2    2 番目の SOUNDEX 引数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「SOUNDEX 関数 [ 文字列 ]」 278 ページ

例 次の文は、値 3 を返します。

SELECT DIFFERENCE( 'test', 'chest' )

Hildebrand 45829.000 UT 9

Whitney 45700.000 NY 10

Guevara 42998.000 NY 11

Soo 39075.000 NY 12

Goggin 37900.000 UT 13

Wetherby 35745.000 NY 14

Ahmed 34992.000 NY 15

Rebeiro 34576.000 UT 16

Bigelow 31200.000 UT 17

Lynch 24903.000 UT 18

emp_lname salary state Rank
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DOW 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 指定した日付の曜日を表す 1 ～ 7 の数を返します ( 日曜日 = 1、月曜

日 = 2、以下同様 )。

構文 DOW ( date-expression )

パラメータ date-expression   日付

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 5 を返します。

SELECT DOW( '1998-07-09' )

ENCRYPT 関数 [ 文字列 ]

機能 指定された暗号化キーを使用して指定された値を暗号化し、LONG 
BINARY を返します。

構文 ENCRYPT( string-expression, key [, algorithm ] )

パラメータ string-expression   暗号化されるデータ。この関数にはバイナリ値を渡

すこともできます。大文字と小文字を区別しないデータベース定義で
あっても、パラメータの大文字と小文字は区別されます。

key   string-expression の暗号化に使用する暗号化キー。元の値を取

得するには、同じキーを使用して値を復号化します。大文字と小文字
を区別しないデータベース定義であっても、パラメータの大文字と小
文字は区別されます。

ほとんどのパスワードと同様、 善の方法は、簡単には推測できない
キー値を選択することです。キーには 16 文字以上の値を選択し、大

文字と小文字を混在させ、数字、文字、特殊文字を使用することをお
すすめします。このキーは、データを復号化するたびに必要になりま
す。
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警告
キーは保護してください。キーのコピーは、安全な場所に保管してく
ださい。キーを紛失すると、暗号化データにまったくアクセスできな
くなり、そこからのリカバリも不可能になります。

algorithm   データの暗号化に使用されるアルゴリズム。このパラメー

タはオプションですが、データの暗号化と復号化には同じアルゴリズ
ムを使用します。現在、ASE はサポートされている唯一のアルゴリズ

ムであり、デフォルトで使用されます。AES は、National Institute of 
Standards and Technology (NIST) によってブロック暗号用の新しい 
Advanced Encryption Standard (AES) として選択されたブロック暗号化

アルゴリズムです。

使用法 この関数は、入力 string-expression より 大 31 バイト長い LONG 
BINARY 値を返します。この関数によって返される値は判読できませ

ん。DECRYPT 関数を使用して、ENCRYPT 関数で暗号化された 
string-expression を復号化できます。string-expression を正常に復号

化するには、データの暗号化に使用したのと同じ暗号化キーとアルゴ
リズムを使用します。不正な暗号化キーを指定した場合は、エラーが
生成されます。キーを紛失すると、データにアクセスできなくなり、
そこからのリカバリも不可能になります。

暗号化された値をテーブルに格納する場合は、文字セット変換がデー
タに対して実行されないように、カラムを BINARY または LONG 
BINARY にしてください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「DECRYPT 関数 [ 文字列 ]」 170 ページ

◆ 『SQL Anywhere Studio セキュリティ・ガイド』 > 「データベー

スの一部の暗号化」

例 次のトリガは、user_info テーブルの user_pwd カラムを暗号化します。

このカラムにはユーザのパスワードが含まれ、トリガは、パスワード
値が変更されるたびに起動します。
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CREATE TRIGGER encrypt_updated_pwd
 BEFORE UPDATE OF user_pwd
 ON user_info
 REFERENCING NEW AS new_pwd
 FOR EACH ROW
 BEGIN
     SET new_pwd.user_pwd=ENCRYPT(new_pwd.user_pwd, 
'8U3dkA');
 END

ERRORMSG 関数 [ その他 ]

機能 現在のエラー、または指定した SQLSTATE 値または SQLCODE 値の

エラー・メッセージを返します。

構文 ERRORMSG ( [ sqlstate | sqlcode ] )

sqlstate: string

sqlcode: integer

パラメータ sqlstate   この SQLSTATE 値のエラー・メッセージが返されます。

sqlcode   この SQLCODE 値のエラー・メッセージが返されます。

戻り値 エラー・メッセージを含む文字列。引数を指定しない場合は、現在の
ステータスのエラー・メッセージが返されます。テーブル名やカラム
名などが代入されます。

引数を指定した場合は、指定した SQLSTATE または SQLCODE のエ

ラー・メッセージが返され、代入は行われません。テーブル名とカラ
ム名は、プレースホルダ (%1) で指定されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA エラー・メッセージ』 > 「SQLSTATE 順にリストしたエ

ラー・メッセージ」
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◆ 『ASA エラー・メッセージ』 > 「Adaptive Server Anywhere 
SQLCODE 順にリストしたエラー・メッセージ」

例 次の文は、SQLCODE -813 のエラー・メッセージを返します。

select errormsg( -813 )

ESTIMATE 関数 [ その他 ]

機能 指定したパラメータに基づいて、クエリ・オプティマイザの選択性推
定を提供します。

構文 ESTIMATE ( column-name [, value  [, relation-string ] ] )

パラメータ column-name   推定で使用されるカラム

value   カラムが比較される値

relation-string   比較に使用する比較演算子。一重引用符で囲んで指定

します。デフォルトは、'=' です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「INDEX_ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 206 ページ

◆ 「ESTIMATE_SOURCE 関数 [ その他 ]」 179 ページ

例 次の文は、200 より大きい値を持つことが推定される emp_id 値の割

合を返します。正確な値は、データベースで実行したアクションに応
じて異なります。

SELECT FIRST ESTIMATE( emp_id, 200, '>' )
    FROM employee
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ESTIMATE_SOURCE 関数 [ その他 ]

機能 クエリ・オプティマイザで使用される選択性推定のソースを提供しま
す。

構文 ESTIMATE_SOURCE (
 column-name
 [, value  [ , relation-string ] ] )

パラメータ column-name   調査されるカラムの名前

value   カラムが比較される値。これはオプションです。

relation-string   比較に使用される比較演算子。一重引用符で囲んで指

定します。デフォルトは等号 (=) です。

戻り値 選択性推定のソースは、次のいずれかです。

•    Statistics    は、値が指定され、カラムの値の平均による選択性

を推定する統計情報が格納されている場合に使用されます。統
計情報を使用できるのは、指定した値の選択性が統計情報に格
納されるだけ重大な数値である場合だけです。現在、値が重大
であるとみなされるのは、少なくともローの 1% で値が出現す

る場合です。

•    Column    は、値の選択性がローの 1% 未満で出現すること以外

は、Statistics とほぼ同じです。この場合、使用される選択性は、

統計情報に格納された、ローの 1% 未満で出現するすべての値

の平均値です。

•    Guess    は、使用できる適切なインデックスがなく、カラムの統

計情報がまったく収集されていない場合に返されます。この場
合は、組み込み規則が使用されます。

•    Column-column    は、使用される推定がジョインの選択性の場

合に返されます。この場合、推定は、ジョインの結果セットの
ロー数を 2 つのテーブルの直積のロー数で割った値です。

•    Index    は、選択性の推定に使用できる統計情報はないが、選択

性推定のためにインデックスを調査できる場合に使用されます。
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•    User   は、ユーザ指定の推定が存在し、USER_ESTIMATES デー

タベース・オプションが DISABLED に設定されていない場合に

返されます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「USER_ESTIMATES オプション [ データベース ]」 を参照してく

ださい。

•    Computed    は、他の情報に基づいて、オプティマイザが統計情

報を計算する場合に返されます。たとえば、Adaptive Server 
Anywhere は複数のカラムの統計情報を管理しません。したがっ

て、x=5 と y=10 などの複数のカラムの等式に関する推定が必要

なとき、カラム x とカラム y の統計情報が存在する場合は、オ

プティマイザが各カラムの推定した選択性を乗算して推定値を
生成します。

•    Always    は、テストが明らかに真の場合に使用されます。たと

えば、値が 1=1 の場合です。

•    Combined    は、オプティマイザが前述の複数のソースを使用

し、それらを組み合わせる場合に使用されます。

•    Bounded    は、他のいずれかのソースに制限を加えることがで

きます。Bounded は、Adaptive Server Anywhere が推定に上限か

下限またはその両方を設定したことを示します。オプティマイ
ザは、推定値が論理範囲を超えないようにするためにこれらの
制限を設定します。たとえば、推定値が 100% を超えたり、選

択性が 1 ローより小さくならないことを保証します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 178 ページ

◆ 「INDEX_ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 206 ページ

例 次の文は、値 Index を返します。これは、クエリ・オプティマイザが

インデックスを調査して選択性を推定したことを意味します。
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SELECT FIRST ESTIMATE_SOURCE( emp_id, 200, '>' )
 FROM employee

EVENT_CONDITION 関数 [ システム ]

機能 イベント・ハンドラがトリガされる条件を指定します。

構文 EVENT_CONDITION ( condition-name )

パラメータ condition-name   イベントをトリガする条件。指定可能な値はデータ

ベースにあらかじめ設定されています。大文字と小文字は区別されま
せん。各条件は、特定のイベント・タイプにのみ有効です。次の表
は、各条件とそれらが有効となるイベントを示します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

条件名 単位 イベント コメント

DBFreePercent なし DBDiskSpace

DBFreeSpace MB DBDiskSpace

DBSize MB GrowDB

ErrorNumber なし RAISERROR

IdleTime 秒 ServerIdle

Interval 秒 すべて ハンドラが 後に実行
してから経過した時間

LogFreePercent なし LogDiskSpace

LogFreeSpace MB LogDiskSpace

LogSize MB GrowLog

RemainingValues integer GlobalAutoincrement 残りの値の数

TempFreePercent なし TempDiskSpace

TempFreeSpace MB TempDiskSpace

TempSize MB GrowTemp
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CREATE EVENT 文」 419 ページ

例 次のイベント定義は、event_condition 関数を使用します。

create event LogNotifier
type LogDiskSpace
where event_condition( 'LogFreePercent' ) < 50
handler
begin
   message 'LogNotifier message'
end

EVENT_CONDITION_NAME 関数 [ システム ]

機能 この関数を使用して、EVENT_CONDITION に指定可能なパラメータ

をリストできます。

構文 EVENT_CONDITION_NAME ( integer )

パラメータ integer   0 以上の整数

使用法 関数が NULL を返すまで整数をループすると、

EVENT_CONDITION_NAME を使用して EVENT_CONDITION のすべ

ての引数のリストを取得できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CREATE EVENT 文」 419 ページ

EVENT_PARAMETER 関数 [ システム ]

機能 イベント・ハンドラのためのコンテキスト情報を提供します。
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構文 EVENT_PARAMETER ( context-name )

context-name:
   'AppInfo'
 | 'ConnectionID'
 | DisconnectReason
 | 'EventName'
 | 'Executions'
 | 'NumActive'
 | 'ScheduleName'
 | 'TableName'
 | 'User'
 | condition-name

パラメータ context-name   あらかじめ設定されている文字列の 1 つ。文字列は大

文字と小文字を区別しません。次の情報を持っています。

•    AppInfo   イベントをトリガさせた接続の AppInfo 接続プロパ

ティの値。次の文を使用して、プロパティの値を参照できます。

SELECT connection_property('AppInfo')

このパラメータは、Connect、Disconnect、ConnectFailed、
BackupEnd、RAISERROR の各イベントに対して有効です。

AppInfo 文字列には、Embedded SQL、ODBC、OLE DB、
ADO.NET、iAnywhere JDBC ドライバの各接続に対するクライア

ント接続マシン名とアプリケーション名が含まれています。

•    ConnectionId   イベントをトリガさせた接続の接続 ID。

•    DisconnectReason   接続が終了した理由を示す文字列。このパラ

メータは、Disconnect イベントに対してのみ有効です。表示され

る結果は、次のとおりです。

•    from client   クライアント・アプリケーションが接続を切

断しました。

•    drop connection   DROP CONNECTION 文が実行されまし

た。

•    liveness   -tl サーバ・オプションで指定された期間に、活性

パケットが受信されませんでした。
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•    inactive   -ti サーバ・オプションで指定された期間に、要求

が受信されませんでした。

•    connect failed   接続の試行に失敗しました。

•    EventName   トリガされたイベント名。

•    Executions   イベント・ハンドラの実行回数。

•    NumActive   イベント・ハンドラのアクティブ・インタンス数。

これは、一定時間に 1 つのイベント・ハンドラで 1 つのインス

タンスだけを実行させるように制限する場合に利用できます。

•    ScheduleName   イベントを起動させたスケジュール名。イベン

トが、TRIGGER EVENT を使用して手動で起動された場合、ま

たはシステム・イベントとして起動された場合、結果は空の文
字列になります。スケジュールが作成されたときにスケジュー
ル名が明示的に割り当てられなかった場合は、イベントの名前
になります。

•    TableName   RemainingValues で使用するテーブル名。

•    User   イベントをトリガさせたユーザのユーザ ID。

さらに、EVENT_PARAMETER 関数からは、EVENT_CONDITION 関
数の有効なすべての condition-name 引数にアクセスできます。

次の表は、システム・イベント・タイプに対して有効な context-name 
値を示します。

Context-name 値 有効なシステム・イベント・タイプ

AppInfo BackupEnd、"Connect"、ConnectFailed、
"Disconnect"、"RAISERROR"、ユーザ・イベント

ConnectionID BackupEnd、"Connect"、"Disconnect"、Global 
Autoincrement、"RAISERROR"、ユーザ・イベント

DisconnectReason "Disconnect"

EventName すべて

Executions すべて
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例 次の例は、イベントに文字列パラメータを渡す方法を示します。イベ
ントは、トリガされた時刻をサーバ・コンソールに表示します。

CREATE EVENT ev_PassedParameter
 HANDLER
 BEGIN
   MESSAGE 'ev_PassedParameter - was triggered at ' || 
event_parameter('time');
 END;
 TRIGGER EVENT ev_PassedParameter("Time"=string(current 
timestamp));

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「EVENT_CONDITION 関数 [ システム ]」 181 ページ

◆ 「CREATE EVENT 文」 419 ページ

◆ 「TRIGGER EVENT 文」 774 ページ

EXP 関数 [ 数値 ]

機能 指数関数 (e を底とする数のべき乗 ) を返します。

構文 EXP ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   指数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

NumActive すべて

TableName GlobalAutoincrement

User BackupEnd、"Connect"、ConnectFailed、
"Disconnect"、Global Autoincrement、"RAISERROR"、
ユーザ・イベント

Context-name 値 有効なシステム・イベント・タイプ
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 3269017.372 を返します。

SELECT EXP( 15 )

EXPERIENCE_ESTIMATE 関数 [ その他 ]

機能 この関数は常に頻度テーブルを調べることを除き、ESTIMATE 関数と

同じです。

構文 EXPERIENCE_ESTIMATE (
 column-name
 [ , value [, relation-string ] ] )

パラメータ column-name   調査されるカラムの名前

value   カラムが比較される値

relation-string   比較に使用する比較演算子。一重引用符で囲んで指定

します。デフォルトは、'=' です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 178 ページ

例 次の文は、NULL を返します。

SELECT DISTINCT EXPERIENCE_ESTIMATE( emp_id, 200, '>' )
FROM employee

EXPLANATION 関数 [ その他 ]

機能 SQL 文の短いプランの 適化方法を文字列で返します。
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構文 EXPLANATION (
 string-expression  [ cursor-type ],
 update-status ]  )

パラメータ string-expression   SQL 文。通常は SELECT 文ですが、UPDATE 文ま

たは DELETE 文も指定できます。

cursor-type   文字列。Cursor-type は、asensitive ( デフォルト )、
insensitive、sensitive、または keyset-driven です。

update-status   次のいずれかの値を受け入れる文字列パラメータ。こ

れらの値は、指定されたカーソルをオプティマイザがどのように処理
するかを示します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「PLAN 関数 [ その他 ]」 243 ページ

◆ 「GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]」 191 ページ

◆ 「GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 193 ページ

◆ 「LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 218 ページ

◆ 「SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 271 ページ

例 次の文は、SELECT 文を文字列パラメータとして渡し、クエリを実行

するためのプランを返します。

SELECT EXPLANATION(
    'SELECT * FROM department WHERE dept_id > 100' )

値 説明

READ-ONLY このカーソルは読み込み専用。

READ-WRITE ( デ
フォルト )

このカーソルは読み込みや書き込みが可能。

FOR UPDATE このカーソルは読み込みや書き込みが可能。READ-
WRITE とまったく同じです。
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この情報は、追加するインデックスの決定や、パフォーマンスを向上
するためのデータベース構造の決定に役立ちます。

次の文は、'select * from department where ….' クエリに対する 
INSENSITIVE カーソルの短いプランをテキスト形式で表した文字列

を返します。

SELECT EXPLANATION(
    'SELECT * FROM department WHERE dept_id > 100',
    'insensitive',
    'read-only' )

Interactive SQL では、SQL 文のプランを [ 結果 ] ウィンドウ枠の [ プラ

ン ] タブに表示できます。

EXPRTYPE 関数 [ その他 ]

機能 式のデータ型を識別する文字列を返します。

構文 EXPRTYPE ( string-expression, integer-expression )

パラメータ string-expression   SELECT 文。式のデータ型が問い合わせされる場

合、その式は select リストに表示されます。文字列が有効な SELECT 
文でない場合は、NULL を返します。

integer-expression   対象となる式の select リストでの位置。select リス

トの 初の項目が 1 番になります。integer-expression 値が SELECT リ
ストの項目に対応しない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「SQL データ型」 63 ページ

例 次の文は、サンプル・データベースに対して実行した場合に、
smallint を返します。
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SELECT EXPRTYPE(
    'SELECT line_id FROM sales_order_items', 1 )

FLOOR 関数 [ 数値 ]

機能 数値の切り捨て値 ( 値以下の 大整数値 ) を返します。

構文 FLOOR ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   数を指定します。通常は float です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「CEILING 関数 [ 数値 ]」 136 ページ

例

GET_IDENTITY 関数 [ その他 ]

機能 オートインクリメント・カラムに値を割り当てます。オートインクリ
メントを使用して数を生成する代わりに、この関数を使用できます。

構文 GET_IDENTITY ( [ owner.] table-name [, num_to_alloc ],… )

パラメータ num_to_allocate   デフォルトは 1 です。

値 FLOOR ( 値 )

123 123

123.45 123

-123.45 -124
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使用法 も効率的な ID の生成方法はオートインクリメントまたはグローバ

ル・オートインクリメントを使用する方法ですが、この関数は代替手
段として提供されています。この関数は、テーブルにオートインクリ
メント・カラムが定義されていることを前提としています。テーブル
のオートインクリメント・カラムの生成に使用可能な次の値を返し、
他の接続がデフォルトでその値を使用しないように値を予約します。

テーブルが見つからない場合はエラーを返し、テーブルにオートイン
クリメント・カラムが存在しない場合は NULL を返します。複数の

オートインクリメント・カラムがある場合は、 初に検出されたもの
が使用されます。

num_to_alloc に 1 より大きい値を指定すると、残りの値も予約されま

す。次回の割り当てでは、現在の数に num_to_alloc の値を加算した

数が使用されます。これによって、アプリケーションは get_identity 
を頻繁に実行せずにすみます。

get_identity の実行後は COMMIT が不要のため、ローの挿入に使用す

るのと同じ接続を使用して呼び出すことができます。例に示すよう
に、いくつかのテーブルの ID 値が必要な場合は、get_identity の呼び

出しを複数持つ単一の SELECT を使用して取得できます。

GET_IDENTITY は、非決定的関数です。GET_IDENTITY を連続して

呼び出すと、異なる値が返されます。クエリ・オプティマイザは、
GET_IDENTITY 関数の結果をキャッシュしません。

非決定的関数の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「関数のキャッシュ」を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

◆ 「ALTER TABLE 文」 355 ページ

◆ 「NUMBER 関数 [ その他 ]」 233 ページ

例 次の文は、GET_IDENTITY 関数を 3 回呼び出します。
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SELECT GET_IDENTITY('T1'),
    GET_IDENTITY('T2',10),
    GET_IDENTITY('T3',5)

GETDATE 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 現在の年、月、日、時、分、秒、秒以下を返します。精度はシステ
ム・クロックの精度によって制限されます。

GETDATE 関数が返す情報は、NOW 関数と CURRENT TIMESTAMP 
特別値が返す情報と同じです。

構文 GETDATE ()

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「NOW 関数 [ 日付と時刻 ]」 232 ページ

◆ 「CURRENT TIMESTAMP 特別値」 40 ページ

例 次の文は、システムの日付と時刻を返します。

SELECT GETDATE( )

GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]

機能 SQL 文のプランの 適化方法を、XML フォーマットの文字列で返し

ます。

構文 GRAPHICAL_PLAN (
 string-expression 
 [ , statistics-level 
 [ , cursor-type 
 [,  update-status ] ] ] )

パラメータ string-expression   SQL 文。通常は SELECT 文ですが、UPDATE 文ま

たは DELETE 文も指定できます。
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statistics-level   整数。Statistics-level には、次のいずれかの値を指定

します。

cursor-type   文字列。Cursor-type は、asensitive ( デフォルト )、
insensitive、sensitive、または keyset-driven です。

update-status   次のいずれかの値を受け入れる文字列パラメータ。こ

れらの値は、指定されたカーソルをオプティマイザがどのように処理
するかを示します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「PLAN 関数 [ その他 ]」 243 ページ

◆ 「EXPLANATION 関数 [ その他 ]」 186 ページ

◆ 「GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 193 ページ

◆ 「LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 218 ページ

◆ 「SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 271 ページ

値 説明

0 オプティマイザの推定のみを含む ( デフォルト )

1 実行からの実際の統計情報の要約を含む

2 実際の統計情報の詳細を含む

値 説明

READ-ONLY このカーソルは読み込み専用。

READ-WRITE 
(default)

このカーソルは読み込みや書き込みが可能。

FOR UPDATE このカーソルは読み込みや書き込みが可能。READ-
WRITE とまったく同じです。
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例 次の Interactive SQL の例は、SELECT 文を文字列パラメータとして渡

し、クエリを実行するためのプランを返します。プランは plan.xml 
ファイルに保存されます。

SELECT GRAPHICAL_PLAN(
    'SELECT * FROM department WHERE dept_id > 100' );
 OUTPUT TO plan.xml FORMAT FIXED

次の文は、'SELECT * FROM department WHERE ….' クエリに対する

キーセット駆動型の更新可能なカーソルのグラフィカルなプランを含
む文字列を返します。また、オプティマイザが使用した推定統計情報
に加え、実際の実行の統計情報の注釈がサーバによってプランに付け
られます。

SELECT GRAPHICAL_PLAN(
    'SELECT * FROM department WHERE dept_id > 100',
    2,
    'keyset-driven', 'for update' )

Interactive SQL では、SQL 文のプランを [ 結果 ] ウィンドウ枠の [ プラ

ン ] タブに表示できます。

GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]

機能 SQL 文の Ultra Light プランの 適化方法を、XML フォーマットの文

字列で返します。Ultra Light プランには、統計は含まれていません。

クエリによっては、Adaptive Server Anywhere に選択したプランと 
Ultra Light の実行プランが異なる場合があります。

構文 GRAPHICAL_ULPLAN ( string-expression )

パラメータ string-expression   SQL 文。通常は SELECT 文ですが、UPDATE 文ま

たは DELETE 文も指定できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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参照 ◆ 「PLAN 関数 [ その他 ]」 243 ページ

◆ 「EXPLANATION 関数 [ その他 ]」 186 ページ

◆ 「GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]」 191 ページ

◆ 「LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 218 ページ

◆ 「SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 271 ページ

例 次の Interactive SQL の例は、SELECT 文を文字列パラメータとして渡

し、クエリを実行するためのプランを返します。プランは plan.xml 
ファイルに保存されます。

SELECT GRAPHICAL_ULPLAN(
    'select * from department where dept_id > 100' );
 OUTPUT TO ulplan.xml
 FORMAT FIXED

プランを表示するには、Interactive SQL で ulplan.xml ファイルを開きま

す。

または、[ ファイル ] － [ 保存 ] を選択してファイル・タイプを xml に
変更すると、Interactive SQL の [Ultra Light プラン ] タブで任意の SQL 
文のプランを表示することもできます。表示するプランのタイプを変
更するには、[ ツール ] － [ オプション ] を選択し、[ プラン ] タブを

開きます。

GREATER 関数 [ その他 ]

機能 2 つのパラメータ値のうち、より大きい値を返します。パラメータが

等しい場合は、 初のパラメータを返します。

構文 GREATER ( expression-1, expression-2 )

パラメータ expression-1   比較される 初のパラメータ値

expression-2   比較される 2 番目のパラメータ値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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参照 ◆ 「LESSER 関数 [ その他 ]」 212 ページ

例 次の文は、値 10 を返します。

SELECT GREATER( 10,5 ) FROM dummy

GROUPING 関数 [ 集合 ]

機能 ROLLUP オペレーションの結果セット内のカラムが NULL である場

合、その理由が小計ローの一部であるためか、または基本データによ
るためかを識別します。

構文 GROUPING ( group-by-expression )

パラメータ group-by-expression   ROLLUP キーワードを指定して GROUP BY 句を

使用するクエリの結果セット内において、グループ化カラムとして表
示される式。この関数は、ROLLUP オペレーションによって結果セッ

トに追加された小計ローを識別します。

戻り値 • 1 小計ローの一部なので、group-by-expression が NULL であ

ることを示します。カラムは、そのローのプレフィクス・カ
ラムではありません。

• 0 小計ローのプレフィクス・カラムなので、group-by-
expression が NULL であることを示します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ROLLUP の使用」

◆ 「SELECT 文」 718 ページ

例 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ROLLUP の使用」を参照してく

ださい。
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HASH 関数 [ 文字列 ]

機能 指定された値をハッシュ形式で返します。

構文 HASH ( string-expression [ , algorithm ]  )

パラメータ string-expression   ハッシュされる文字列。大文字と小文字を区別しな

いデータベース定義であっても、パラメータの大文字と小文字は区別
されます。

algorithm   algorithm は md5 または sha1 のいずれかです。デフォル

トでは、MD5 アルゴリズムが使用されます。

使用法 MD5 アルゴリズムが指定されている場合、この関数は 32 文字の 
VARCHAR 文字列を返します。SHA-1 が使用されている場合、この関

数は 40 文字の VARCHAR 文字列を返します。

ハッシュを使用すると、値は、関数に渡されたそれぞれの値に対して
ユニークなバイト・シーケンスに変換されます。

警告
MD5 と SHA-1 は 1 方向ハッシュです。ハッシュから元の文字列を再

作成することはできません。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、ユーザ ID とパスワードを含む、アプリケーションのユー

ザに関する情報を格納する user_info テーブルを作成します。

CREATE TABLE user_info (
    emp_id     INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    user_name     CHAR(80),
    user_pwd     CHAR(80) );
 INSERT INTO user_info VALUES ( '1', 's_phillips', 
'8uKj2s');
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SHA-1 アルゴリズムを使用して、パスワードのハッシュ形式を生成し

ます。

SELECT HASH(user_pwd, 'sha1')
FROM user_info
WHERE emp_id = '1';

HEXTOINT 関数 [ データ型変換 ]

機能 16 進文字列と同等の 10 進整数を返します。

構文 HEXTOINT ( hexadecimal-string )

パラメータ hexadecimal-string   整数に変換される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「INTTOHEX 関数 [ データ型変換 ]」 207 ページ

例 次の文は、値 420 を返します。

SELECT HEXTOINT ( '1A4' )

HOUR 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日時の時間に相当する 0 ～ 23 の数を返します。

構文 HOUR ( datetime-expression )

パラメータ datetime-expression   日時

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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例 次の文は、値 21 を返します。

SELECT HOUR( '1998-07-09 21:12:13' )

HOURS 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つのタイムスタンプを指定すると、2 つのタイムスタンプの間の時

間数を整数で返します。この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関
数 [ 日付と時刻 ]」 159 ページ を代わりに使用することをおすすめしま

す。

1 つの日付を指定すると、0000-02-29 00:00:00 以降の時間数を返しま

す。

1 つの日付と整数を指定すると、指定したタイムスタンプに、指定し

た整数の時間数が加算されます。この目的で使用する場合は、
「DATEADD 関数 [ 日付と時刻 ]」 158 ページ を代わりに使用すること

をおすすめします。

構文 1 は、整数を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返します。

構文 1 HOURS ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 HOURS ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻

integer-expression   datetime-expression に加算する時間数。integer-
expression が負の場合、日時から適切な時間数が引かれます。整数式

を指定する場合は、datetime-expression を datetime データ型として明

示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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例 次の文は、値 4 を返します。これは、2 番目のタイムスタンプが、

初のタイムスタンプの 4 時間後であることを示します。2 つ目の例 
(DATEDIFF) の使用をおすすめします。

SELECT HOURS( '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-07-13 10:07:12' )
SELECT DATEDIFF( hour,
    '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-07-13 10:07:12' )

次の文は、値 17 517 342 を返します。

SELECT HOURS( '1998-07-13 06:07:12' )

次の文は、日時 1999-05-13 02:05:07.0 を返します。2 つ目の例 
(DATEADD) の使用をおすすめします。

SELECT HOURS(
    CAST( '1999-05-12 21:05:07' AS DATETIME ), 5)
SELECT DATEADD( hour, 5, '1999-05-12 21:05:07' )

HTML_DECODE 関数

機能 HTML リテラル文字列で表示される特殊文字エンティティを復号化し

ます。

構文 HTML_DECODE ( string )

パラメータ string   HTML ドキュメントで使用される任意のリテラル文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、次の一連の置換を行った後に文字列引数を返します。

文字 置換

&quot; &quot;
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参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTML_ENCODE 
関数」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_DECODE 
関数 [HTTP]」

例

HTML_ENCODE 関数

機能 HTML ドキュメントに挿入する文字列内の特殊文字をエンコードしま

す。

構文 HTML_ENCODE ( string )

パラメータ string   HTML ドキュメントで使用される任意の文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、次の一連の置換を行った後に文字列引数を返します。

&#39; &#39;

&amp; &

&lt; <

&gt; >

&#xnn; 文字 nn

文字 置換

文字 置換

" &quot;

' &#39;
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参照 ◆ 「HTML_DECODE 関数」 199 ページ

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_ENCODE 
関数 [HTTP]」

例

HTTP_DECODE 関数 [HTTP]

機能 HTTP で使用する文字列内の特殊文字を復号化します。

構文 HTTP_DECODE ( string )

パラメータ string   HTTP 要求で使用される任意の文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、%nn という形式 (nn は 16 進値 ) のすべての文字シーケ

ンスをコード nn の文字で置換した後に、文字列引数を返します。ま

た、すべてのプラス記号 (+) はスペースで置換されます。

参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_ENCODE 
関数 [HTTP]」

◆ 「HTML_DECODE 関数」 199 ページ

& &amp;

< &lt;

> &gt;

0x20 より小さいコード nn &#xnn;

文字 置換
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例

HTTP_ENCODE 関数 [HTTP]

機能 HTTP で使用する文字列内の特殊文字をエンコードします。

構文 HTTP_ENCODE ( string )

パラメータ string   HTTP 要求で使用される任意の文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、次の一連の置換を行った後に文字列引数を返します。ま
た、16 進コードが 1F より小さいか 7E より大きいすべての文字は、

%nn (nn は文字コード ) で置換されます。

文字 置換

スペース %20

" %22

# %23

& %26

, %2C

; %3B

< %3C

> %3E

[ %5B

\ %5C

] %5D

` %60
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参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_DECODE 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTML_ENCODE 
関数」

例

HTTP_HEADER 関数 [HTTP]

機能 HTTP ヘッダの値を取得します。

構文 HTTP_HEADER ( field-name )

パラメータ field-name   HTTP ヘッダ・フィールドの名前

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、指定された HTTP ヘッダ・フィールドの値を返します。

Web サービスを介して HTTP 要求を処理する場合に使用します。

参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_VARIABLE 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 
「NEXT_HTTP_HEADER 関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 
「NEXT_HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]」

{ %7B

| %7C

} %7D

文字 置換
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HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]

機能 HTTP 変数の値を取得します。

構文 HTTP_VARIABLE ( var-name [ [ , instance ] , header-field ] )

パラメータ var-name   HTTP 変数の名前

instance   同じ名前の変数が複数ある場合、フィールド・インスタン

スのインスタンス番号、または 初の NULL。複数選択を許可してい

る select リストで使用すると便利です。

header-field   マルチパートの要求の中で、指定されたフィールドに関

連づけられたヘッダ・フィールド名。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、指定された HTTP 変数の値を返します。Web サービス内

で HTTP 要求を処理する場合に使用されます。

参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_HEADER 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 
「NEXT_HTTP_HEADER 関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 
「NEXT_HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]」

IDENTITY 関数 [ その他 ]

機能 クエリの連続した各ローに対して、1 から開始する整数値を生成しま

す。この関数の実装は、NUMBER 関数の場合と同じです。

構文 IDENTITY ( expression )
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パラメータ expression   式。この式は解析されますが、関数の実行時には無視さ

れます。

使用法 IDENTITY 関数の使用方法については、「NUMBER 関数 [ その他 ]」 
233 ページ を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise での動作と同様の動作を提供し

ます。

参照 ◆ 「NUMBER 関数 [ その他 ]」 233 ページ

例 次の文は、連番が付けられた従業員リストを返します。

SELECT IDENTITY( 10 ), emp_lname FROM employee

IFNULL 関数 [ その他 ]

機能 初の式が NULL 値の場合は、2 番目の式の値を返します。 初の式

が NULL でない場合は、3 番目の式の値を返します。 初の式が 
NULL ではなく、3 番目の式が存在しない場合は、NULL を返します。

構文 IFNULL ( expression-1, expression-2 [ , expression-3 ] )

パラメータ expression-1   評価される式。この値によって、expression-2 または 
expression-3 のどちらが返るかが決まります。

expression-2   expression-1 が NULL の場合の戻り値

expression-3   expression-1 が NULL でない場合の戻り値

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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例 次の文は、値 -66 を返します。

SELECT IFNULL( NULL, -66 )

次の文は、 初の式が NULL ではなく、3 番目の式が存在しないた

め、NULL を返します。

SELECT IFNULL( -66, -66 )

INDEX_ESTIMATE 関数 [ その他 ]

機能 この関数は常にインデックスのみを調べることを除き、ESTIMATE 関
数と同じです。

構文 INDEX_ESTIMATE( column-name, number [ , relation-string ] )

パラメータ column-name   推定で使用されるカラムの名前

number   number を指定すると、クエリ・オプティマイザが使用する

推定のパーセンテージを REAL として返します。

relation-string   relation-string には比較演算子を一重引用符で囲んで

指定します。デフォルトは '=' です。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 178 ページ

◆ 「ESTIMATE_SOURCE 関数 [ その他 ]」 179 ページ

例 次の文は、値 81.304607 を返します。

SELECT FIRST ESTIMATE( emp_id, 200, '>' )
FROM employee
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INSERTSTR 関数 [ 文字列 ]

機能 別の文字列の指定された位置に文字列を挿入します。

構文 INSERTSTR (
 integer-expression,
 string-expression-1,
 string-expression-2 )

パラメータ integer-expression   文字列の挿入位置。文字列の先頭に挿入する場合

は、0 を使用します。

string-expression-1   別の文字列が挿入される文字列

string-expression-2   挿入する文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「STUFF 関数 [ 文字列 ]」 286 ページ

例 次の文は、値 backoffice を返します。

SELECT INSERTSTR( 0, 'office ', 'back' )

INTTOHEX 関数 [ データ型変換 ]

機能 整数に対応する 16 進値の文字列を返します。

構文 INTTOHEX ( integer-expression )

パラメータ integer-expression   16 進に変換される整数

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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参照 ◆ 「HEXTOINT 関数 [ データ型変換 ]」 197 ページ

例 次の文は、値 9c を返します。

SELECT INTTOHEX( 156 )

ISDATE 関数 [ データ型変換 ]

機能 文字列引数を日付に変換できるかどうかをテストします。変換できる
場合は 1 を返し、できない場合は 0 を返します。引数が null の場合は 
0 を返します。

構文 ISDATE ( string )
 

パラメータ string   文字列が有効な日付を表すかどうかを判断するために分析さ

れる文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、外部ファイルからデータをインポートし、無効な値がある
ローをエクスポートし、残りのローを永久テーブルにコピーします。

create global temporary table MyData(
       person      varchar(100),
       birth_date  varchar(30),
       height_in_cms  varchar(10)
    ) on commit preserve rows;
    load table MyData from 'exported.dat';
    unload
       select *
       from MyData
       where isdate(birth_date)=0
   or isnumeric(height_in_cms)=0
    to 'badrows.dat';
    insert into PermData
       select person,birthdate,height_in_cms
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       from MyData
       where isdate(birth_date)=1
   and isnumeric(height_in_cms)=1;
    commit;
    drop table MyData;

ISNULL 関数 [ データ型変換 ]

機能 パラメータ・リストにある NULL でない 初の式を返します。

構文 ISNULL ( expression, expression [ , … ] )

パラメータ expression   NULL かどうかがテストされる式

2 つ以上の式を関数に渡してください。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。ただし、

Adaptive Server Enterprise で使用できる式は 2 つだけです。

参照 ◆ 「COALESCE 関数 [ その他 ]」 139 ページ

例 次の文は、値 -66 を返します。

SELECT ISNULL( NULL ,-66, 55, 45, NULL, 16 )

ISNUMERIC 関数 [ その他 ]

機能 文字列引数を数値に変換できるかどうかをテストします。変換できる
場合は 1 を返し、できない場合は 0 を返します。引数が null の場合は 
0 を返します。

構文 ISNUMERIC ( string )

パラメータ string   文字列が有効な数値を表すかどうかを判断するために分析さ

れる文字列
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、外部ファイルからデータをインポートし、無効な値がある
ローをエクスポートし、残りのローを永久テーブルにコピーします。

create global temporary table MyData(
       person      varchar(100),
       birth_date  varchar(30),
       height_in_cms  varchar(10)
    ) on commit preserve rows;
    load table MyData from 'exported.dat';
    unload
       select *
       from MyData
       where isdate(birth_date)=0
   or isnumeric(height_in_cms)=0
    to 'badrows.dat';
    insert into PermData
       select person,birthdate,height_in_cms
       from MyData
       where isdate(birth_date)=1
   and isnumeric(height_in_cms)=1;
    commit;
    drop table MyData;

LCASE 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列中のすべての文字を小文字に変換します。

構文 LCASE ( string-expression )

パラメータ string-expression   小文字に変換される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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•    Sybase   LCASE は、Adaptive Server Enterprise ではサポートされ

ていません。LOWER を使用すると、同じ機能を得ることがで

きます。

参照 ◆ 「LOWER 関数 [ 文字列 ]」 219 ページ

◆ 「UCASE 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

◆ 「UPPER 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

例 次の文は、値を小文字で返します。

SELECT LCASE( 'LOWER CasE' )

LEFT 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の先頭からいくつかの文字を返します。

構文 LEFT ( string-expression, integer-expression )

パラメータ string-expression   文字列

integer-expression   返す文字数

使用法 文字列にマルチバイト文字があり、適切な照合が使用されている場
合、返されるバイト数が指定した文字数よりも大きい場合がありま
す。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「RIGHT 関数 [ 文字列 ]」 266 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「国際言語と文字セット」

例 次の文は、値 choco を返します。

SELECT LEFT( 'chocolate', 5 )
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LENGTH 関数 [ 文字列 ]

機能 指定した文字列の文字数を返します。

構文 LENGTH ( string-expression )

パラメータ string-expression   文字列

使用法 文字列にマルチバイト文字があり、適切な照合が使用されている場
合、LENGTH はバイト数ではなく、文字数を返します。文字列が 
BINARY データ型の場合、LENGTH 関数は BYTE_LENGTH のように

動作します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「BYTE_LENGTH 関数 [ 文字列 ]」 134 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「国際言語と文字セット」

例 次の文は、値 9 を返します。

SELECT LENGTH( 'chocolate' )

LESSER 関数 [ その他 ]

機能 2 つのパラメータ値のうち、より小さい値を返します。パラメータが

等しい場合は、 初のパラメータを返します。

構文 LESSER ( expression-1, expression-2 )

パラメータ expression-1   比較される 初のパラメータ値

expression-2   比較される 2 番目のパラメータ値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「GREATER 関数 [ その他 ]」 194 ページ

例 次の文は、値 5 を返します。

SELECT LESSER( 10,5 ) FROM dummy

LIST 関数 [ 集合 ]

機能 カンマで区切られた値のリストを返します。

構文 LIST (
 { string-expression | DISTINCT column-name }
 [ , delimiter-string ]
 [ ORDER BY order-by-expression ] )

パラメータ string-expression   文字列。通常はカラム名です。各ローに対して、カ

ンマで区切られたリストに式の値が追加されます。

DISTINCT column-name   クエリで使用するカラム名。そのカラムの

ユニークな値が、カンマで区切られたリストに 1 つずつ追加されま

す。

delimiter-string   リスト項目のデリミタ文字列。デフォルト設定はカ

ンマです。NULL 値または空の文字列を指定した場合は、デリミタは

ありません。delimiter-string は定数です。

order-by-expression   関数によって返された項目を並べ替えます。こ

の引数の前にカンマは必要ありません。このため、delimiter-string を
指定しない場合、使用が簡単になります。

同じクエリ・ブロック内の複数の LIST 関数が、異なる order-by-
expression の引数を使用することはできません。
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使用法 NULL 値は、リストに追加されません。List(X) は、グループの各ロー

の、NULL 以外のすべての X の値を ( デリミタ付きで ) 連結させて返

します。グループ内に明確な X 値を持ったローが 1 つ以上存在しない

場合、LIST(X) は空の文字列を返します。

DISTINCT と ORDER BY の両方を指定する場合、DISTINCT 式と 
ORDER BY 式は同じにしてください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 48 Kennedy Court, 54 School Street を返します。

SELECT LIST( street ) FROM employee
 WHERE emp_fname = 'Thomas'

次の文は、従業員 ID をリストします。結果セットの各ローには、部

門ごとの従業員 ID のカンマで区切られたリストが入っています。

SELECT LIST( emp_id )
 FROM employee
 GROUP BY dept_id

次の文は、従業員の姓を基準に従業員 ID をソートします。

SELECT LIST( emp_id ORDER BY emp_lname ) AS "Sorted IDs"
 FROM EMPLOYEE
 GROUP BY dept_id

LIST( emp_id )

102,105,160,243,247,249,266,27,…

129,195,299,467,641,667,690,85,…

148,390,586,757,879,1293,1336,…

184,207,318,409,591,888,992,10,…

191,703,750,868,921,1013,1570,…
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次の文は、セミコロンで区切られたリストを返します。ORDER BY 
句とリスト・セパレータの位置に注意してください。

SELECT LIST( emp_id, ';' ORDER BY emp_lname ) AS "Sorted 
IDs"
FROM EMPLOYEE
GROUP BY dept_id

次の文と前の文を区別してください。次の文は ( emp_lname, ';' ) 
の複合ソート・キーによってソートされた従業員 ID のカンマで区切

られたリストを返します。

SELECT LIST( emp_id ORDER BY emp_lname, ';' ) AS "Sorted 
IDs"
FROM EMPLOYEE
GROUP BY dept_id

ソートされた ID

160,105,1250,247,266,249,445,…

1039,129,1142,195,667,1162,902,…

1336,879,586,390,757,148,1483,…

1751,591,1062,1191,992,888,318,…

1013,191,750,921,868,1658,703,…

ソートされた ID

160;105;1250;247;266;249;445;…

1039;129;1142;195;667;1162;902;…

1336;879;586;390;757;148;1483;…

1751;591;1062;1191;992;888;318;…

1013;191;750;921;868;1658;703;…
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LOCATE 関数 [ 文字列 ]

機能 異なる文字列内のある文字列の位置を返します。

構文 LOCATE ( string-expression-1, string-expression-2 [, integer-expression ] )

パラメータ string-expression-1   検索される文字列

string-expression-2   検索する文字列。この文字列は 255 バイトに制限

されています。

integer-expression   文字列内の、検索を開始する位置。 初の文字の

位置は 1 です。開始オフセットが負の場合は、 初に一致した文字列

ではなく、 後に一致した文字列のオフセットを返します。負のオフ
セットは、文字列の末尾のどれだけの部分が検索から除外されるかを
示します。除外されるバイト数は、(-1 * offset) -1 で計算されます。

使用法 integer-expression を指定すると、文字列のオフセットから検索が開

始します。

初の文字列には 255 バイトを超える長い文字列を指定できますが、

2 番目の文字列は 255 バイトに制限されます。長い文字列を 2 番目の

引数として指定すると、LOCATE 関数は NULL 値を返します。文字

列が見つからない場合は、0 を返します。長さ 0 の文字列を検索する

と、1 を返します。いずれかの引数が NULL の場合は、結果は NULL 
です。

マルチバイト文字が使用され、適切な照合が使用されている場合は、
開始位置と返される値はバイトで計算した位置と異なる場合がありま
す。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 8 を返します。
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SELECT LOCATE(
    'office party this week - rsvp as soon as possible',
    'party',
    2 )

次の文は、

BEGIN
    declare str long varchar;
    declare pos int;
    set str = 'c:¥test¥functions¥locate.sql';
    set pos = locate( str, '¥', -1 );
    select str, pos,
       substr( str, 1, pos -1 ) as path,
       substr( str, pos +1 ) as filename;
 END

次の出力を返します。

LOG 関数 [ 数値 ]

機能 数の自然対数を返します。

構文 LOG ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   数を指定します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「LOG10 関数 [ 数値 ]」 218 ページ

例 次の文は、値 3.912023 を返します。

SELECT LOG( 50 )

str pos path filename

 c:\test\functions\locate.sql 18 c:\test\functions locate.sql
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LOG10 関数 [ 数値 ]

機能 数値の対数 ( 基数 10) を返します。

構文 LOG10 ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   数を指定します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「LOG 関数 [ 数値 ]」 217 ページ

例 次の文は、値 1.698970 を返します。

SELECT LOG10( 50 )

LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]

機能 SQL 文の Ultra Light プランの 適化方法を長い記述の文字列で返しま

す。この記述は、PLAN 関数が返す記述と同じです。

クエリによっては、Adaptive Server Anywhere に選択したプランと 
Ultra Light の実行プランが異なる場合があります。

構文 LONG_ULPLAN ( string-expression )

パラメータ string-expression   SQL 文。通常は SELECT 文ですが、UPDATE 文ま

たは DELETE 文も指定できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「PLAN 関数 [ その他 ]」 243 ページ
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◆ 「EXPLANATION 関数 [ その他 ]」 186 ページ

◆ 「GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]」 191 ページ

◆ 「GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 193 ページ

◆ 「SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 271 ページ

例 次の文は、SELECT 文を文字列パラメータとして渡し、クエリを実行

するためのプランを返します。

SELECT LONG_ULPLAN(
    'select * from department where dept_id > 100' )

この情報は、追加するインデックスの決定や、良いパフォーマンスを
得るためのデータベース構造の決定に役立ちます。

Interactive SQL では、SQL 文のプランを [ 結果 ] ウィンドウ枠の [Ultra 
Light プラン ] タブに表示できます。

LOWER 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列中のすべての文字を小文字に変換します。

構文 LOWER ( string-expression )

パラメータ string-expression   変換される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「LCASE 関数 [ 文字列 ]」 210 ページ

◆ 「UCASE 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

◆ 「UPPER 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

例 次の文は、lower case を返します。

SELECT LOWER( 'LOWER CasE' )
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LTRIM 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の先行ブランクを削除します。

構文 LTRIM ( string-expression )

パラメータ string-expression   削除される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「RTRIM 関数 [ 文字列 ]」 269 ページ

◆ 「TRIM 関数 [ 文字列 ]」 291 ページ

例 次の文は、すべての先行ブランクを削除して、値 Test Message を返し

ます。

SELECT LTRIM( '     Test Message' )

MAX 関数 [ 集合 ]

機能 各ロー・グループで見つかった expression の 大値を返します。

構文 MAX ( expression | DISTINCT column name )

パラメータ expression   大値が計算される式。通常はカラム名です。

DISTINCT column-name   MAX( expression ) の場合と同じ値を返し

ます。万全を期すために含まれています。

使用法 expression が NULL のローは、無視されます。グループにローが含

まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「MIN 関数 [ 集合 ]」 221 ページ

例 次の文は、従業員テーブル内の給与の 大値 138948.000 を返します。

SELECT MAX( salary )
FROM employee

MIN 関数 [ 集合 ]

機能 各ロー・グループで見つかった expression の 小値を返します。

構文 MIN ( expression
 | DISTINCT column name )

パラメータ expression   小値が計算される式。通常はカラム名です。

DISTINCT column-name   MIN( expression ) の場合と同じ値を返しま

す。万全を期すために含まれています。

使用法 expression が NULL のローは、無視されます。グループにローが含

まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「MAX 関数 [ 集合 ]」 220 ページ

例 次の文は、従業員テーブル内の給与の 小値 24903.000 を返します。

SELECT MIN( salary )
FROM employee
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MINUTE 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日時の分に相当する 0 ～ 59 の数を返します。

構文 MINUTE ( datetime-expression )

パラメータ datetime-expression   日時の値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 22 を返します。

SELECT MINUTE( '1998-07-13 12:22:34' )

MINUTES 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つのタイムスタンプを指定すると、2 つのタイムスタンプの間の分

数を整数で返します。この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関数 [
日付と時刻 ]」 159 ページ を代わりに使用することをおすすめします。

1 つの日付を指定すると、0000-02-29 00:00:00 以降の分数を返します。

1 つの日付と整数を指定すると、指定したタイムスタンプに、指定し

た整数の分数が加算されます。代わりに、「DATEADD 関数 [ 日付と

時刻 ]」 158 ページ を使用してください。

構文 1 は、整数を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返します。

構文 1 MINUTES ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 MINUTES ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻
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integer-expression   datetime-expression に加算する分数。integer-
expression が負の場合、日時の値から適切な分数が引かれます。整数

式を指定する場合は、datetime-expression を datetime データ型として

明示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

使用法 この関数は整数を返すので、構文 1 で 4083-03-23 02:08:00 以上のタイ

ムスタンプを使用すると、オーバフローが起こる場合があります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 240 を返します。これは、2 番目のタイムスタンプが、

初のタイムスタンプの 240 秒後であることを示します。2 つ目の例 
(DATEDIFF) の使用をおすすめします。

SELECT MINUTES( '1999-07-13 06:07:12',
     '1999-07-13 10:07:12' )
SELECT DATEDIFF( minute,
     '1999-07-13 06:07:12',
     '1999-07-13 10:07:12' )

次の文は、値 1 051 040 527 を返します。

SELECT MINUTES( '1998-07-13 06:07:12' )

次の文は、タイムスタンプ 1999-05-12 21:10:07.0 を返します。2 つ目

の例 (DATEADD) の使用をおすすめします。

SELECT MINUTES( CAST( '1999-05-12 21:05:07'
AS DATETIME ), 5)
SELECT DATEADD( minute, 5, '1999-05-12 21:05:07' )

MOD 関数 [ 数値 ]

機能 整数を整数で割ったときの余りを返します。
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構文 MOD ( dividend, divisor )

パラメータ dividend   被除数 ( 分数の分子 )

divisor   除数 ( 分数の分母 )

使用法 被除数が負の場合、除算の結果は負または 0 になります。除数の符号

は計算結果に影響を与えません。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Adaptive Server Enterprise では、% 演算子をモジュロ演算子とし

て使用します。

参照 ◆ 「REMAINDER 関数 [ 数値 ]」 261 ページ

例 次の文は、値 2 を返します。

SELECT MOD( 5, 3 )

MONTH 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 指定した日付の月に相当する 1 ～ 12 の数を返します。

構文 MONTH ( date-expression )

パラメータ date-expression   日時の値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 7 を返します。

SELECT MONTH( '1998-07-13' )
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MONTHNAME 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 日付から月の名前を返します。

構文 MONTHNAME ( date-expression )

パラメータ date-expression   日時の値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 September を返します。

SELECT MONTHNAME( '1998-09-05' )

MONTHS 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つの日付を指定すると、2 つの日付の間の月数を整数で返します。

この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関数 [ 日付と時刻 ]」 159
ページ を代わりに使用することをおすすめします。

1 つの日付を指定すると、0000-02 以降の月数を返します。

1 つの日付と整数を指定すると、指定した日付に、指定した整数の月

数が加算されます。この目的で使用する場合は、「DATEADD 関数 [
日付と時刻 ]」 158 ページ を代わりに使用することをおすすめします。

構文 1 は、整数を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返します。

構文 1 MONTHS ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 MONTHS ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻
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integer-expression   datetime-expression に加算する月数。integer-
expression が負の場合、日時の値から適切な月数が引かれます。整数

式を指定する場合は、datetime-expression を datetime データ型として

明示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

使用法 MONTHS の値を求めるには、2 つの日付の間に月の 初の日がいく

つあるかを計算します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 2 を返します。これは、2 番目の日付が、 初の日付の 
2 か月後であることを示します。2 つ目の例 (DATEDIFF) の使用をお

すすめします。

SELECT MONTHS( '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-09-13 10:07:12' )
SELECT DATEDIFF( month,
    '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-09-13 10:07:12' )

次の文は、値 23 982 を返します。

SELECT MONTHS( '1998-07-13 06:07:12' )

次の文は、タイムスタンプ 1999-10-12 21:05:07.0 を返します。2 つ目

の例 (DATEADD) の使用をおすすめします。

SELECT MONTHS( CAST( '1999-05-12 21:05:07'
AS DATETIME ), 5)
SELECT DATEADD( month, 5, '1999-05-12 21:05:07' )
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NEWID 関数 [ その他 ]

機能 UUID ( ユニバーサル・ユニーク識別子 ) 値を生成します。UUID は、

GUID ( グローバル・ユニーク識別子 ) と同じです。

構文 NEWID ( )

パラメータ NEWID() に関連付けられているパラメータはありません。

使用法 NEWID() 関数は、ユニークな識別子の値を生成します。この関数は、

カラムの DEFAULT 句で使用できます。

UUID を使用して、テーブルのローをユニークに識別できます。ある

コンピュータで生成される値は、他のコンピュータで生成される値と
一致しないようになっています。したがって、レプリケーション環境
や同期環境で、これらをキーとして使用することもできます。

NEWID は、非決定的関数です。NEWID を連続して呼び出すと、異な

る値が返されます。クエリ・オプティマイザは、NEWID 関数の結果

をキャッシュしません。

非決定的関数の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「関数のキャッシュ」を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「NEWID デフォルト」

◆ 「STRTOUUID 関数 [ 文字列 ]」 284 ページ

◆ 「UUIDTOSTR 関数 [ 文字列 ]」 295 ページ

◆ 「UNIQUEIDENTIFIER データ型 [ バイナリ ]」 92 ページ

例 次の文は、2 つのカラムを持つテーブル mytab を作成します。カラム 
pk は uniqueidentifier データ型とし、newid() 関数をデフォルト値とし

て割り当てます。カラム c1 は integer データ型です。
227



アルファベット順の関数リスト
CREATE TABLE T1( 
    pk UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(), 
    c1 INT )

次の文は、ユニーク識別子を文字列として返します。

SELECT NEWID()

たとえば、0xd3749fe09cf446e399913bc6434f1f08 のような値が返され

ます。

NEXT_CONNECTION 関数 [ システム ]

機能 接続の識別番号を返します。

構文 NEXT_CONNECTION ( [ connection-id  ] [, database-id ] )

パラメータ connection-id   整数。通常は、前回の NEXT_CONNECTION の呼び出

しから返された整数です。connection-id が NULL の場合、

NEXT_CONNECTION は 初の接続 ID を返します

database-id   現在のサーバ上のいずれかのデータベースを表す整数。

database-id を指定しない場合は、現在のデータベースが使用されま

す。NULL を指定した場合、NEXT_CONNECTION はデータベースに

関係なく、次の接続を返します。

使用法 NEXT_CONNECTION を使用して、データベースへの接続を列挙でき

ます。 初の接続を取得するには、NULL を渡します。その後の各接

続を取得するには、前回の戻り値を渡します。接続がなくなると、
NULL を返します。接続 ID は特定の順序で返されませんが、接続 ID 
を使用して、サーバへの接続が行われた順序を知ることができます。
サーバへの 初の接続には値 1 が割り当てられ、サーバへのその後の

接続の接続 ID は値 1 で増分されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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例 次の文は、現在のデータベースでの 初の接続に使用する識別子を返
します。識別子は、10 のような整数値です。

SELECT NEXT_CONNECTION( NULL )

次の文は、5 のような値を返します。

SELECT NEXT_CONNECTION( 10 )

次の呼び出しは、現在のデータベースの connection-id の後の接続を

返します。

NEXT_CONNECTION( connection-id )

次の呼び出しは、データベースに関係なく、connection-id の後の接

続を返します。

NEXT_CONNECTION( connection-id, NULL )

次の呼び出しは、指定されたデータベースの connection-id の後の接

続を返します。

NEXT_CONNECTION( connection-id, database-id )

次の呼び出しは、データベースに関係なく 初の接続を返します。

NEXT_CONNECTION(NULL, NULL)

次の呼び出しは、指定されたデータベースの 初の接続を返します。

NEXT_CONNECTION( NULL, database-id )

NEXT_DATABASE 関数 [ システム ]

機能 データベースの識別番号を返します。

構文 NEXT_DATABASE ( { NULL | database-id } )

パラメータ database-id   データベースの ID 番号を指定する整数

使用法 NEXT_DATABASE を使用して、データベース・サーバで実行中の

データベースを列挙できます。 初のデータベースを取得するには、
NULL を渡します。その後の各データベースを取得するには、前回の
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戻り値を渡します。データベースがなくなると、NULL を返します。

データベース ID 番号は特定の順序で返されるわけではありませんが、

データベース ID を使用して、サーバへの接続が行われた順序を知る

ことができます。サーバに接続する 初のデータベースには値 0 が割

り当てられ、サーバへのその後の接続では、データベース ID が値 1 
で増分されます。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、 初のデータベースの値である 0 を返します。

SELECT NEXT_DATABASE( NULL )

次の文は、NULL を返します。これは、サーバ上にこれ以上のデータ

ベースがないことを示します。

SELECT NEXT_DATABASE( 0 )

NEXT_HTTP_HEADER 関数 [HTTP]

機能 次の HTTP ヘッダの名前を取得します。

構文 NEXT_HTTP_HEADER (header-name)

パラメータ header-name   前のヘッダの名前。header-name が NULL の場合、この

関数は 初の HTTP ヘッダの名前を返します。

使用法 この関数は、要求内の HTTP ヘッダに対して反復適用されます。

NULL を指定して呼び出すと、 初のヘッダの名前が返されます。後

続のヘッダは、関数に前のヘッダの名前を渡すことによって取得され
ます。 後のヘッダの名前を指定して呼び出すと、NULL が返されま

す。

この関数を繰り返し呼び出すと、すべてのヘッダ・フィールドが一度
だけ返されます。ただし、必ずしも HTTP 要求での表示順に表示され

るとはかぎりません。
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参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_HEADER 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_VARIABLE 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 
「NEXT_HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]」

NEXT_HTTP_VARIABLE 関数 [HTTP]

機能 次の HTTP 変数の名前を取得します。

構文 NEXT_HTTP_VARIABLE (var-name)

パラメータ var-name   前の変数の名前。var-name が NULL の場合、この関数は

初の HTTP 変数の名前を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

使用法 この関数は、要求内の HTTP 変数に対して反復して適用されます。

NULL を指定して呼び出すと、 初の変数の名前が返されます。後続

の変数は、前の変数の名前を関数に渡すことによって取得されます。
後の変数の名前を指定して呼び出すと、NULL が返されます。

この関数を繰り返し呼び出すと、すべての変数が一度だけ返されま
す。ただし、必ずしも HTTP 要求での表示順に表示されるとはかぎり

ません。URL PATH が ON または ELEMENTS に設定される場合、変

数 url または url1、url2、…、url10 が個々に含められます。

参照 ◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_HEADER 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 「HTTP_VARIABLE 
関数 [HTTP]」

◆ 『ASA SQL リファレンス・マニュアル』 > 
「NEXT_HTTP_HEADER 関数 [HTTP]」
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NOW 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 現在の年、月、日、時、分、秒、秒以下を返します。秒以下とは秒の
小数点以下のことです。精度はシステム・クロックの精度によって制
限されます。

NOW 関数が返す情報は、GETDATE 関数と CURRENT TIMESTAMP 
特別値が返す情報と同じです。

構文 NOW ( * )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「GETDATE 関数 [ 日付と時刻 ]」 191 ページ

◆ 「CURRENT TIMESTAMP 特別値」 40 ページ

例 次の文は、現在の日付と時刻を返します。

SELECT NOW(*)

NULLIF 関数 [ その他 ]

機能 式を比較して、CASE 式の省略形を提供します。

構文 NULLIF ( expression-1, expression-2 )

パラメータ expression-1   比較される式

expression-2   比較される式

使用法 NULLIF は 2 つの式の値を比較します。

1 番目の式と 2 番目の式が等しい場合、NULLIF は NULL を返します。

1 番目の式と 2 番目の式が異なる場合、または 2 番目の式が NULL の
場合、NULLIF は 1 番目の式を返します。
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NULLIF 関数は、いくつかの CASE 式の簡単な作成方法を提供しま

す。

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「CASE 式」 21 ページ

例 次の文は、値 a を返します。

SELECT NULLIF( 'a', 'b' )

次の文は、NULL を返します。

SELECT NULLIF( 'a', 'a' )

NUMBER 関数 [ その他 ]

機能 クエリの結果の連続した各ローに対して、1 から開始する番号を生成

します。NUMBER は主に、select リストで使用するために提供されて

います。

構文 NUMBER ( * )

使用法 select リストで NUMBER(*) を使用すると、結果セットのローに連番

を付けることができます。NUMBER(*) は、各結果ローの ANSI ロー

番号の値を返します。つまり、NUMBER は、アプリケーションがど

のように結果セットをスクロールするかに応じて、正または負の値を
返します。insensitive カーソルの場合は、OPEN 時に結果セット全体

が実体化されるため、NUMBER(*) は常に正の値を返します。

また、カーソル・タイプによってはロー番号が変更される場合もあり
ます。insensitive カーソルとスクロール・カーソルの値は固定されて

います。同時更新を実行すると、動的カーソルと sensitive カーソルの

値が変更される場合があります。
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DELETE 文、WHERE 句、HAVING 句、ORDER BY 句、サブクエリ、

集合を含むクエリ、いずれかの制約、GROUP BY、DISTINCT、
UNION ALL を含むクエリ、抽出テーブルで NUMBER を使用すると、

構文エラーになります。

NUMBER(*) は、ビューで使用できますが ( 前述の制限を受ける )、
NUMBER(*) を伴う式に対応したビューのカラムは、クエリまたは外

部ビューで多くても一度しか参照できません。また、ビューは左外部
ジョインまたは全外部ジョインの NULL 入力テーブルとして使用でき

ません。

Embedded SQL で、NUMBER(*) 関数があるクエリを参照するカーソ

ルを使用する場合は、十分に注意してください。特に、データベー
ス・カーソルがカーソルの 後からの相対位置 ( 負のオフセットによ

る絶対位置 ) に配置されている場合、この関数は負の数を返します。

NUMBER は、UPDATE 文の SET 句の代入式の右側で使用できます。

たとえば、SET x =  NUMBER(*)。

また、SELECT 文から INSERT を使用すると、NUMBER を使用して

プライマリ・キーを生成できます (「INSERT 文」 631 ページを参照し

てください )。ただし、連続したプライマリ・キーの生成には、

AUTOINCREMENT の使用が好ましい方法です。

AUTOINCREMENT の詳細については、「CREATE TABLE 文」 484 ペー

ジを参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

動作の変更

バージョン 8 の NUMBER 関数の動作とは異なっています。詳

細については、『SQL Anywhere Studio 新機能ガイド』 > 
「Adaptive Server Anywhere の動作の変更」を参照してください。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、連番が付けられた部署リストを返します。
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SELECT NUMBER( * ), dept_name
FROM department
WHERE dept_id > 5
ORDER BY dept_name

OPENXML 関数 [ 文字列 ]

機能 XML ドキュメントから結果セットを生成します。

構文 OPENXML ( xml-expression,
  xpath-query [, flags [, namespace-declaration ] ] )
 WITH ( column-name column-type [ xpath-query ],... )

パラメータ xml-expression   結果セットのベースとなる XML。定数、変数、カラ

ムなど、任意の文字列式が使用できます。

xpath-query   XPath クエリを含む文字列。XPath を使用すると、クエ

リ対象の XML ドキュメントの構造を記述するパターンを指定できま

す。この引数にある XPath パターンによって、XML ドキュメントか

らノードが選択されます。2 番目の xpath-query 引数の XPath クエリ

に一致する各ノードが、テーブルにローを 1 つずつ生成します。

WITH 句の xpath-query 引数に指定できるのは、メタプロパティのみ

です。メタプロパティは、属性として XPath クエリ内でアクセスされ

ます。namespace-declaration が指定されていない場合、デフォルト

でプレフィクス mp が Uniform Resource Identifier (URI) urn:ianywhere-
com:asa-xpath-metaprop にバインドされます。namespace-
declaration が指定された場合、この URI は、クエリのメタプロパ

ティにアクセスするために mp または他のプレフィクスにバインドさ

れます。OPENXML は、次のメタプロパティをサポートします。

• @mp:id XML ドキュメント内のユニークなノードの ID を返

します。データベース・サーバが再起動されると、ドキュメ
ント内の指定されたノードの ID が変更される場合もありま

す。このメタプロパティの値は、ドキュメントの順序で増え
ていきます。

• @mp:localname ノードの名前のローカル部分を返します。

ノードに名前がない場合は NULL を返します。
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• @mp:prefix ノードの名前のプレフィックス部分を返します。

ノードに名前がない場合またはプレフィックスが付いていな
い場合は NULL を返します。

• @mp:namespaceuri ノードが含まれているネームスペースの 
URI を返します。ノードがネームスペースに含まれていない

場合は NULL を返します。

• @mp:xmltext XML ドキュメントのサブツリーを XML 形式で

返します。たとえば、内部ノードを照合する場合、このメタ
プロパティを使用して、下位のテキスト・ノードの連結値で
はなく、XML 文字列を返します。

flags   WITH 句に XPath クエリが指定されていない場合、XML データ

と結果セットの間で使用されるマッピングを示します。flags パラ

メータが指定されない場合、デフォルトで結果セットのカラムに属性
がマッピングされます。flags パラメータには、次のいずれかの値を

指定します。

namespace-declaration   XML ドキュメント。クエリに対するスコープ

内のネームスペースは、文書のルート要素から取得されます。ネーム
スペースを指定しない場合、すべての xpath-query 引数が指定されて

いても、必ず flags 引数を含めます。

WITH 句   結果セットのスキーマと、結果セットの各カラムに対して

値を見つける方法を指定します。WITH 句の xpath-query 引数は、2 
番目の引数の xpath-query に対する一致と相対的に一致します。

WITH 句の式が複数のノードと一致した場合、ドキュメントの順序に

おける 初のノードだけが使用されます。ノードがテキスト・ノード
ではない場合、テキスト・ノードの下位ノードをすべて追加すること
により結果を検索します。WITH 句の式がどのノードにも一致しない

場合は、そのローのカラムは NULL になります。

値 説明

1 XML 属性が結果セットのカラムにマッピングされます ( デ
フォルト )。

2 XML 要素が結果セットのカラムにマッピングされます。
236



     第 3 章   SQL 関数
OPENXML の WITH 句構文は、ストアド・プロシージャから選択する

際に使用する構文と似ています。

ストアド・プロシージャからの選択については、「FROM 句」 586 ペー

ジを参照してください。

column-name   結果セットのカラムの名前。

column-type   結果セットのカラムのデータ型。データ型は、XML ド
キュメントから選択した値と互換性がなければなりません。

データ型のリストについては、「SQL データ型」 63 ページを参照して

ください。

使用法 OPENXML は、xml-expression を解析し結果をツリーとして、雛型化

します。ツリーには、要素、属性、テキスト・ノード、その他の 
XML 構成要素ごとに個別のノードがあります。OPENXML に指定さ

れる XPath クエリは、ツリーからノードを選択する際に使用され、選

択されたノードはその後、結果セットにマッピングされます。

OPENXML で使用される XML パーサは妥当性が検証されず、外部 
DTD サブセットまたは外部パラメータのエンティティを読み取りま

せん。

カラム式に複数の一致がある場合、ドキュメントの順序 ( 解析される

前の元の XML ドキュメントの順序 ) における 初の一致が使用され

ます。一致するノードがない場合は、NULL が返されます。内部ノー

ドが選択される場合、結果は連結された内部ノードの下位のテキス
ト・ノードすべてになります。

データ型が BINARY、LONG BINARY、IMAGE、VARBINARY のカラ

ムは、base64 エンコード形式とみなされ、自動的に復号化されます。

FOR XML 句を使用して XML を生成した場合、これらのタイプは 
base64 エンコードであり、OPENXML を使用して復号化できます。

FOR XML 句とバイナリ・データのエンコードについては、『ASA 
SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「FOR XML とバイナリ・データ」を参

照してください。

OPENXML は、XPath 構文のサブセットを次のようにサポートしてい

ます。
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•    子、自分、属性、子孫、子孫と自分、親は、完全にサポートさ

れています。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XPath 式
の使用」を参照してください。

•    省略形または省略形ではない構文のどちらも、サポートされる

すべての機能に使用できます。たとえば、'a' は 'child::a' と
同じで、'..' は 'parent::node()' と同じです。

•    名前のテストにワイルドカードが使用できます。たとえば、'a/

*/b' などです。

•    サポートされるテストの種類は、node()、text()、processing-
instruction()、comment() です。

•    expr1[expr2] および expr1[expr2="string"] の形式の修飾子が使用

できます。ここでは expr2 は、サポートされる任意の XPath 式
です。expr2 が 1 つ以上のノードと一致する場合、修飾子は 
TRUE と評価されます。たとえば、'a[b]' は、少なくとも 1 つ
の子 b を持つノード a を検索し、a[b="i"] は、i のテキスト値

を持つ少なくとも 1 つの子 b を持つノード a を検索します。

XPath クエリ言語については、http://www.w3.org/TR/xpath を参照して

ください。

標準と互換性 • Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「OPENXML を使用した 
XML のインポート」

例 次のクエリは、OPENXML への 初の引数として指定された XML ド
キュメントから結果セットを生成します。

SELECT * FROM OPENXML( '<products>
                  <prod_type id="301">Tee Shirt</
prod_type>
                  <prod_type id="401">Baseball Cap</
prod_type>
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                  </products>',
                  '/products/prod_type' )
 WITH ( prod_name LONG VARCHAR 'text()', prod_id 
CHAR(3) '@id')
 

このクエリは、次の結果を生成します。

次のクエリは、等号述部を使用して、指定された XML ドキュメント

から結果セットを生成します。

SELECT * FROM OPENXML ('<emp_directory>
     <employee>
         <column name="emp_id">105</column>
         <column name="emp_fname">Matthew</column>
         <column name="emp_lname">Cobb</column>
         <column name="street">7 Pleasant Street</
column>
         <column name="city">Grimsby</column>
         <column name="state">UT</column>
         <column name="zip_code">02154</column>
         <column name="phone">6175553840</column>
     </employee>

    <employee>
         <column name="emp_id">148</column>
         <column name="emp_fname">Julie</column>
         <column name="emp_lname">Jordan</column>
         <column name="street">1244 Great Plain Avenue</
column>
         <column name="city">Woodbridge</column>
         <column name="state">AZ</column>
         <column name="zip_code">01890</column>
         <column name="phone">6175557835</column>
     </employee>

prod_name prod_id

Tee Shirt 301

Baseball Cap 401
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    <employee>
         <column name="emp_id">160</column>
         <column name="emp_fname">Robert</column>
         <column name="emp_lname">Breault</column>
         <column name="street">358 Cherry Street</
column>
         <column name="city">Milton</column>
         <column name="state">PA</column>
         <column name="zip_code">02186</column>
         <column name="phone">6175553099</column>
     </employee>

    <employee>
         <column name="emp_id">243</column>
         <column name="emp_fname">Natasha</column>
         <column name="emp_lname">Shishov</column>
         <column name="street">151 Milk Street</column>
         <column name="city">Grimsby</column>
         <column name="state">UT</column>
         <column name="zip_code">02154</column>
         <column name="phone">6175552755</column>
     </employee>

</emp_directory>', '/emp_directory/employee')
 WITH ( emp_id INT 'column[@name="emp_id"]',
        first_name                CHAR(20) 
'column[@name="emp_fname"]',
        last_name                    CHAR(20) 
'column[@name="emp_lname"]',
        phone_number        CHAR(10) 
'column[@name="phone"]')

このクエリは、次の結果セットを生成します。

emp_id first_name last_name phone_number

105 Matthew Cobb 6175553840

148 Julie Jordan 6175557835

160 Robert Breault 6175553099

243 Natasha Shishov 6175552755
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OPENXML の使用例の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイ

ド』 > 「OPENXML を使用した XML のインポート」を参照してくだ

さい。

PATINDEX 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列のパターンが 初に出現した開始位置を表す整数を返します。

構文 PATINDEX ( '%pattern%', string_expression )

パラメータ pattern   検索するパターン。先頭の % ワイルドカードを省略すると、

PATINDEX は、パターンが文字列の先頭に出現する場合は 1 を返し、

それ以外の場合は 0 を返します。

パターンは、LIKE 比較と同じワイルドカードを使用します。次のワ

イルドカードがあります。

string-expression   パターンを検索する文字列

使用法 PATINDEX は、パターンが 初に出現した開始位置を返します。パ

ターンが見つからない場合は、0 を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。ただし、

USING 句はサポートされません。

ワイルドカード 一致するもの

_ ( アンダースコ

ア )
任意の 1 文字

% ( パーセント記

号 )
0 個以上の文字からなる任意の文字列

[] 指定範囲内、または一連の指定文字の任意の 1 文字

[^] 指定範囲外、または一連の指定文字以外の任意の 1 文字
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参照 ◆ 「LIKE 条件」 29 ページ

◆ 「LOCATE 関数 [ 文字列 ]」 216 ページ

例 次の文は、値 2 を返します。

SELECT PATINDEX( '%hoco%', 'chocolate' )

次の文は、値 11 を返します。

SELECT PATINDEX ('%4_5_', '0a1A 2a3A 4a5A')

PERCENT_RANK 関数 [ 集合 ]

機能 ORDER BY 句の定義に従って、クエリから返された 1 つのローの (
小数での ) 位置を、クエリで返される他の行との相対で計算します。

0 ～ 1 の小数値を返します。

構文 PERCENT_RANK ( )  

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   SQL ／ OLAP 機能 T611 

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CUME_DIST 関数 [ 集合 ]」 156 ページ

◆ 「DENSE_RANK 関数 [ 集合 ]」 172 ページ

◆ 「RANK 関数 [ 集合 ]」 250 ページ

◆ 「ROW_NUMBER 関数 [ 集合 ]」 268 ページ

例 次の例は、ニューヨークの従業員の給与ランキングを性別ごとに示す
結果セットを返します。結果セットは、小数のパーセンテージを使用
して降順にランキングされ、性別によって分割されます。

SELECT dept_id, emp_lname, salary, sex,
 PERCENT_RANK () OVER (PARTITION BY sex
 ORDER BY salary DESC) "Rank"
 FROM employee 
 WHERE state IN ('NY')
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PI 関数 [ 数値 ]

機能 PI の数値を返します。

構文 PI ( * )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise では、PI() 関数はサポートされ

ていますが、PI(*) はサポートされていません。

例 次の文は、値 3.141592653… を返します。

SELECT PI( * )

PLAN 関数 [ その他 ]

機能 SQL 文の長いプランの 適化方法を文字列で返します。

構文 PLAN ( string-expression, [ cursor-type ], [ update-status ]  )

dept_id emp_lname salary sex Rank

200 Martel 55700.000 M 0

100 Guevara 42998.000 M 0.333333333

100 Soo 39075.000 M 0.666666667

400 Ahmed 34992.000 M 1

300 Davidson 57090.000 F 0

400 Blaikie 54900.000 F 0.333333333

100 Whitney 45700.000 F 0.666666667

400 Wetherby 35745.000 F 1
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パラメータ string-expression   SQL 文。通常は SELECT 文ですが、UPDATE 文ま

たは DELETE 文も指定できます。

cursor-type   文字列。Cursor-type は、asensitive ( デフォルト )、
insensitive、sensitive、または keyset-driven です。

update-status   次のいずれかの値を受け入れる文字列パラメータ。こ

れらの値は、指定されたカーソルをオプティマイザがどのように処理
するかを示します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「EXPLANATION 関数 [ その他 ]」 186 ページ

◆ 「GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]」 191 ページ

◆ 「GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 193 ページ

◆ 「LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 218 ページ

◆ 「SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 271 ページ

例 次の文は、SELECT 文を文字列パラメータとして渡し、クエリを実行

するためのプランを返します。

SELECT PLAN(
    'SELECT * FROM department WHERE dept_id > 100' )

この情報は、追加するインデックスの決定や、良いパフォーマンスを
得るためのデータベース構造の決定に役立ちます。

次の文は、'select * from department where ….' クエリに対する 
INSENSITIVE カーソルのプランをテキスト形式で表した文字列を返

します。

値 説明

READ-ONLY このカーソルは読み込み専用。

READ-WRITE
( デフォルト )

このカーソルは読み込みや書き込みが可能。

FOR UPDATE このカーソルは読み込みや書き込みが可能。READ-
WRITE とまったく同じです。
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SELECT PLAN(
    'SELECT * FROM department WHERE dept_id > 100',
    'insensitive',
    'read-only' )

Interactive SQL では、SQL 文のプランを [ 結果 ] ウィンドウ枠の [ プラ

ン ] タブに表示できます。

POWER 関数 [ 数値 ]

機能 数のべき乗を表す数を計算します。

構文 POWER ( numeric-expression-1, numeric-expression-2 )

パラメータ numeric-expression-1   べき乗の底

numeric-expression-2   指数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 64 を返します。

SELECT Power( 2, 6 )

PROPERTY_DESCRIPTION 関数 [ システム ]

機能 プロパティの説明を返します。

構文 PROPERTY_DESCRIPTION ( {  property-id  | property-name  } )

パラメータ property-id   整数。データベース・プロパティのプロパティ番号で

す。この番号は、PROPERTY_NUMBER 関数で調べることができま

す。property-id は、プロパティ・セットをループするときによく使わ

れます。

property-name   データベース・プロパティの名前を指定する文字列
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使用法 各プロパティには、番号と名前の両方があります。ただし、番号はリ
リース間で変更されることがあるため、特定のプロパティの信頼でき
る識別子としては使用しないでください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベースのパフォー

マンスと接続プロパティ」

例 次の文は、インデックスの挿入数の説明を返します。

SELECT PROPERTY_DESCRIPTION( 'IndAdd' )

PROPERTY 関数 [ システム ]

機能 指定したサーバレベルのプロパティの値を文字列で返します。

構文 PROPERTY ( {  property-id  | property-name  } )

パラメータ property-id   整数。サーバレベル・プロパティのプロパティ番号で

す。この番号は、PROPERTY_NUMBER 関数で調べることができま

す。property-id は、プロパティ・セットをループするときによく使わ

れます。

property-name   データベース・プロパティの名前を指定する文字列

使用法 各プロパティには、番号と名前の両方があります。ただし、番号はリ
リース間で変更されることがあるため、特定のプロパティの信頼でき
る識別子としては使用しないでください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「サーバ・レベルのプロパ

ティ」

例 次の文は、現在のデータベース・サーバ名を返します。

SELECT PROPERTY( 'Name' )

PROPERTY_NAME 関数 [ システム ]

機能 指定したプロパティ番号を持つプロパティの名前を返します。

構文 PROPERTY_NAME ( property-id )

パラメータ property-id   データベース・プロパティのプロパティ番号

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・プロパ

ティ」

例 次の文は、プロパティ番号 126 に対応するプロパティを返します。こ

の文が表す実際のプロパティは、リリースごとに変わります。

SELECT PROPERTY_NAME( 126 )

PROPERTY_NUMBER 関数 [ システム ]

機能 指定したプロパティ名を持つプロパティのプロパティ番号を返しま
す。

構文 PROPERTY_NUMBER ( property-name )

パラメータ property-name   プロパティ名

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・プロパ

ティ」

例 次の文は、整数値を返します。実際の値は、リリースごとに変わりま
す。

SELECT PROPERTY_NUMBER( 'PAGESIZE' )

QUARTER 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 指定した日付式から、四半期を示す数を返します。

構文 QUARTER ( date-expression )

パラメータ date-expression   日付

使用法 四半期は次のとおりです。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 2 を返します。

SELECT QUARTER ( '1987/05/02' )

四半期 期間 ( 開始日と終了日を含む )

1 1 月 1 日～ 3 月 31 日

2 4 月 1 日～ 6 月 30 日

3 7 月 1 日～ 9 月 30 日

4 10 月 1 日～ 12 月 31 日
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RADIANS 関数 [ 数値 ]

機能 度数をラジアンに変換します。

構文 RADIANS ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   度数。この角度をラジアンに変換します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、約 0.5236 の値を返します。

SELECT RADIANS( 30 )

RAND 関数 [ 数値 ]

機能 オプションのシードから、間隔 0 ～ 1 の乱数を返します。

構文 RAND ( [integer-expression] )

パラメータ integer-expression   乱数の作成に使用するオプションのシード。この

引数を使用して、繰り返し可能な乱数列を作成できます。

使用法 RAND は、非決定的関数です。RAND を連続して呼び出すと、異なる

値が返されます。クエリ・オプティマイザは、RAND 関数の結果を

キャッシュしません。

非決定的関数の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「関数のキャッシュ」を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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例 次の文は、約 0.0554504 の値を返します。

SELECT RAND( 4 )

RANK 関数 [ 集合 ]

機能 値のグループ内でのランクの値を計算します。同位の場合、RANK は
ランキング・シーケンス内にギャップを残します。

構文 RANK ( ) 

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   SQL ／ OLAP 機能 T611 

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CUME_DIST 関数 [ 集合 ]」 156 ページ

◆ 「DENSE_RANK 関数 [ 集合 ]」 172 ページ

◆ 「PERCENT_RANK 関数 [ 集合 ]」 242 ページ

◆ 「ROW_NUMBER 関数 [ 集合 ]」 268 ページ

例 次の例は、ユタとニューヨークの従業員の給与を降順にランキングし
ます。7 番目と 8 番目の従業員は給与が同一であるため、どちらも 7 
位にランキングされることに注意してください。これに続く従業員は 
9 位にランキングされ、ランキング・シーケンスにギャップが残され

ます (8 位のランキングはありません )。

 SELECT emp_lname, salary, state,
 RANK () OVER (ORDER BY salary DESC) "Rank"
 FROM employee WHERE state IN ('NY','UT')
 

emp_lname salary state Rank

Shishov 72995.000 UT 1

Wang 68400.000 UT 2

Cobb 62000.000 UT 3
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REGR_AVGX [ 集合 ]

機能 回帰直線の独立変数の平均を計算します。

構文 REGR_AVGX ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

AVG ( y )

y は independent-expression を表します。

Morris 61300.000 UT 4

Davidson 57090.000 NY 5

Martel 55700.000 NY 6

Blaikie 54900.000 NY 7

Diaz 54900.000 NY 7

Driscoll 48023.690 UT 9

Hildebrand 45829.000 UT 10

Whitney 45700.000 NY 11

... ... ... ...

Lynch 24903.000 UT 19

emp_lname salary state Rank
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

例 次の例は、独立変数である従業員の年齢の平均を計算します。関数
は、値 45.44 を返します。

SELECT REGR_AVGX (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
FROM employee 
 

REGR_AVGY [ 集合 ]

機能 回帰直線の従属変数の平均を計算します。

構文 REGR_AVGY ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。
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関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

AVG ( x )

x は dependent-expression を表します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ

例 次の例は、独立変数である従業員の給与の平均を計算します。この関
数は、値 49988.6232 を返します。

SELECT REGR_AVGY (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
FROM employee 
 

REGR_COUNT [ 集合 ]

機能 回帰直線の調整に使用される null 以外の数値のペアの数を表す整数を

返します。

構文 REGR_COUNT ( dependent-expression , independent-expression )
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パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「COUNT 関数 [ 集合 ]」 151 ページ

◆ 「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ

◆ 「SUM 関数 [ 集合 ]」 288 ページ

例 次の例は、回帰直線の調整に使用された null 以外のペアの数を示す値

を返します。この関数は、値 75 を返します。

SELECT REGR_COUNT (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
 

REGR_INTERCEPT [ 集合 ]

機能 回帰直線の y 切片を計算します。

構文 REGR_INTERCEPT ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数
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使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

AVG ( x ) - REGR_SLOPE ( x, y ) * AVG ( y )

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ

例 次の例は、値 7,486.6384185191855 を返します。

SELECT REGR_INTERCEPT (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
255



アルファベット順の関数リスト
REGR_R2 [ 集合 ]

機能 回帰直線の決定係数 (R-squared または適合度 とも呼びます ) を計算し

ます。

構文 REGR_R2 ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

例 次の例は、値 0.19379959710325653 を返します。

SELECT REGR_R2 (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
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REGR_SLOPE [ 集合 ]

機能 null 以外のペアに調整された回帰直線の傾きを計算します。

構文 REGR_SLOPE ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

COVAR_POP ( x , y ) / VAR_POP ( y )

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

◆ 「COVAR_POP 関数 [ 集合 ]」 152 ページ

◆ 「VAR_POP 関数 [ 集合 ]」 297 ページ
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例 次の例は、値 935.3429749445614 を返します。

SELECT REGR_SLOPE (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
 

REGR_SXX [ 集合 ]

機能 回帰モデルの統計的有効性を評価できる値を返します。

構文 REGR_SXX ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

REGR_COUNT ( x , y ) * VAR_POP ( y )

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ
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◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

◆ 「VAR_POP 関数 [ 集合 ]」 297 ページ

例 次の例は、値 5916.4800000000105 を返します。

SELECT REGR_SXX (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
 

REGR_SXY [ 集合 ]

機能 回帰モデルの統計的有効性を評価できる値を返します。

構文 REGR_SXY ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

REGR_COUNT ( x , y ) * VAR_POP ( x )

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SYY [ 集合 ]」 260 ページ

例 次の例は、値 5533938.004400015 を返します。

SELECT REGR_SXY (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
 

REGR_SYY [ 集合 ]

機能 回帰モデルの統計的有効性を評価できる値を返します。

構文 REGR_SYY ( dependent-expression , independent-expression )

パラメータ dependent-expression   独立変数に影響される変数

independent-expression   結果に影響する変数

使用法 この関数は数値を返します。関数が空のセットに適用される場合は、
NULL を返します。

関数は、dependent-expression または independent-expression が null 
であるペアをすべて除外した後で、(dependent-expression と 
independent-expression) のペアのセットに適用されます。関数は、

データの 1 回のパススルー中に同時に計算されます。null 値を除外し

た後で、次の計算が行われます。

REGR_COUNT ( x , y ) * COVAR_POP (x, y)

x は dependent-expression を表し、y は independent-expression を表

します。
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_INTERCEPT [ 集合 ]」 254 ページ

◆ 「REGR_COUNT [ 集合 ]」 253 ページ

◆ 「REGR_AVGX [ 集合 ]」 251 ページ

◆ 「REGR_AVGY [ 集合 ]」 252 ページ

◆ 「REGR_SLOPE [ 集合 ]」 257 ページ

◆ 「REGR_SXX [ 集合 ]」 258 ページ

◆ 「REGR_SXY [ 集合 ]」 259 ページ

例 次の例は、値 26, 708, 672,843.3002 を返します。

SELECT REGR_SYY (salary, (year(now()) - 
year(birth_date)))
 FROM employee 
 

REMAINDER 関数 [ 数値 ]

機能 整数を整数で割ったときの余りを返します。

構文 REMAINDER ( dividend, divisor )

パラメータ dividend   被除数 ( 分数の分子 )

divisor   除数 ( 分数の分母 )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

% ( モジュロ ) 演算子と除法演算子を使用して余りを求めること

ができます。
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参照 ◆ 「MOD 関数 [ 数値 ]」 223 ページ

例 次の文は、値 2 を返します。

SELECT REMAINDER( 5, 3 )

REPEAT 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列を指定された回数だけ連結します。

構文 REPEAT ( string-expression, integer-expression )

パラメータ string-expression   繰り返される文字列

integer-expression   文字列を繰り返す回数。integer-expression が負の

場合は、空の文字列を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされませんが、

REPLICATE が同じ機能を提供します。

参照 ◆ 「REPLICATE 関数 [ 文字列 ]」 264 ページ

例 次の文は、値 repeatrepeatrepeat を返します。

SELECT REPEAT( 'repeat', 3 )

REPLACE 関数 [ 文字列 ]

機能 すべての部分文字列を別の部分文字列に置き換えます。

構文 REPLACE ( original-string, search-string, replace-string )

パラメータ いずれかの引数が NULL の場合、NULL を返します。
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original-string   検索される文字列。任意の長さの文字列を指定できま

す。

search-string   検索して replace-string に置換する文字列。この文字列

は 255 バイトに制限されています。search-string が空の文字列の場合

は、元の文字列を未変更のまま返します。

replace-string   search-string と置き換える置換文字列。任意の長さの

文字列を指定できます。replacement-string が空の文字列の場合は、

すべての search-string が削除されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「SUBSTRING 関数 [ 文字列 ]」 286 ページ

例 次の文は、値 xx.def.xx.ghi を返します。

SELECT REPLACE( 'abc.def.abc.ghi', 'abc', 'xx' )

次の文は、ALTER PROCEDURE 文を含む結果セットを生成します。

この文を実行すると、名前が変更されたテーブルを参照するストア
ド・プロシージャが修復されます ( 使用するには、テーブル名をユ

ニークにする必要があります )。

SELECT REPLACE(
    replace(proc_defn,'OldTableName','NewTableName'),
    'create procedure',
    'alter procedure')
FROM SYS.SYSPROCEDURE
WHERE proc_defn LIKE '%OldTableName%'

LIST 関数にカンマ以外の区切り記号を使用する場合は、次のように

なります。

SELECT REPLACE( list( table_id ), ',', '--')
FROM  SYS.SYSTABLE
WHERE table_id <= 5
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REPLICATE 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列を指定された回数だけ連結します。

構文 REPLICATE ( string-expression, integer-expression )

パラメータ string-expression   繰り返される文字列

integer-expression   文字列を繰り返す回数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「REPEAT 関数 [ 文字列 ]」 262 ページ

例 次の文は、値 repeatrepeatrepeat を返します。

SELECT REPLICATE( 'repeat', 3 )

REWRITE 関数 [ その他 ]

機能 書き換えられた SELECT 文、UPDATE 文または DELETE 文を返しま

す。

構文 REWRITE ( select-statement [ , 'ANSI' ] )

パラメータ select-statement   関数の結果を生成するために書き換えの 適化を適

用する SQL 文

使用法 ANSI 引数を指定せずに REWRITE 関数を使用すると、オプティマイ

ザがどのように特定のクエリのアクセス・プランを生成したかを理解
できます。特に、文の WHERE 句、ON 句、HAVING 句の条件が 
Adaptive Server Anywhere によってどのように書き換えられたかを理解

でき、要求の実行時間を改善するために適用できるインデックスがな
いかどうかを調べることができます。
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REWRITE から返された文は、元の文のセマンティックと一致しない

場合があります。これは、一部のリライト 適化では、SQL に直接変

換できない内部メカニズムが導入されるためです。たとえば、サーバ
ではローの識別子を使用して重複を排除しますが、これは SQL に変

換できません。

REWRITE() 関数によって書き換えられたクエリは、実行するための

クエリではありません。リライト・フェーズの後に実際にオプティマ
イザに何が渡されるかを示すことで、パフォーマンス問題を分析する
ためのツールです。

REWRITE の出力に反映されないリライト 適化もあります。それら

は、LIKE 適化、minimum 関数または maximum 関数の 適化、上限

／下限の排除、述部の仮定条件などです。

ANSI を指定すると、REWRITE は文に相当する ANSI を返します。こ

の場合は、次のリライト 適化のみが適用されます。

•    Transact-SQL 外部ジョインが、ANSI SQL 外部ジョインに書き換

えられる

•    重複した相関名が削除される

•    KEY ジョインと NATURAL ジョインが ANSI SQL ジョインに書

き換えらる

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「セマンティック・クエリ

変形」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 

「EXTENDED_JOIN_SYNTAX オプション [ データベース ]」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Transact-SQL の外部ジョ

イン (*= or =*)」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「キー・ジョイン」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ナチュラル・ジョイン」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ジョインで重複する相関

名 ( スター・ジョイン )」
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例 次の例は、クエリでリライト 適化を 2 回実行します。 初の 適化

では、サブクエリのネストを解除して、employee テーブルと 
sales_order テーブルをジョインします。2 回目の 適化では、

employee と sales_order の間のプライマリ・キーと外部キーのジョイン

を削除してクエリを簡素化します。このリライト 適化の一部では、
ジョインの述部 e.emp_id=s.sales_rep が述部 s.sales_rep IS NOT NULL に
置換されます。

SELECT REWRITE( 'SELECT s.id, s.order_date
     FROM sales_order s
     WHERE  EXISTS(SELECT *
        FROM employee e
           WHERE e.emp_id = s.sales_rep)' ) FROM dummy

このクエリは、書き換えられたクエリがある単一カラムの結果セット
を返します。

'SELECT s.id, s.order_date FROM sales_order s WHERE 
s.sales_rep IS NOT NULL'

次の REWRITE の例は、ANSI 引数を使用します。

SELECT REWRITE( 'SELECT DISTINCT s.id, s.order_date, 
e.emp_fname, e.emp_id
     FROM sales_order s, employee e
           WHERE e.emp_id *= s.sales_rep', 'ANSI' ) FROM 
dummy

結果は、この文に相当する ANSI です。この場合は、Transact-SQL 外
部ジョインが ANSI 外部ジョインに変換されます。このクエリは、単

一カラムの結果セットを返します ( 読みやすいように改行しています

)。

'SELECT DISTINCT s.id, s.order_date, e.emp_id, 
e.emp_fname
  FROM employee as e
  LEFT OUTER JOIN  sales_order as s
  ON e.emp_id = s.sales_rep'

RIGHT 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の一番右側にある文字を返します。
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構文 RIGHT ( string-expression, integer-expression )

パラメータ string-expression   左側をトランケートされる文字列

integer-expression   返される文字列の末尾の文字数

使用法 文字列にマルチバイト文字があり、適切な照合が使用されている場
合、返されるバイト数が指定した文字数よりも大きい場合がありま
す。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「LEFT 関数 [ 文字列 ]」 211 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「国際言語と文字セット」

例 次の文は、値 olate を返します。

SELECT RIGHT( 'chocolate', 5 )

ROUND 関数 [ 数値 ]

機能 整数式で指定した小数点以下の桁数に numeric-expression を丸めま

す。

構文 ROUND ( numeric-expression, integer-expression )

パラメータ numeric-expression   関数に渡される、丸めの対象となる数

integer-expression   正の整数は、丸めを行う小数点の右側の有効桁数

を指定します。負の式は、丸めを行う小数点の左側の有効桁数を指定
します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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参照 ◆ 「TRUNCNUM 関数 [ 数値 ]」 293 ページ

例 次の文は、値 123.200 を返します。

SELECT ROUND( 123.234, 1 )

ROW_NUMBER 関数 [ 集合 ]

機能 各ローにユニークな番号を割り当てます。

構文 ROW_NUMBER ( ) 

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   SQL ／ OLAP 機能 T611 

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「CUME_DIST 関数 [ 集合 ]」 156 ページ

◆ 「DENSE_RANK 関数 [ 集合 ]」 172 ページ

◆ 「PERCENT_RANK 関数 [ 集合 ]」 242 ページ

◆ 「RANK 関数 [ 集合 ]」 250 ページ

例 次の例は、ニューヨークとユタの各従業員にユニークなロー番号を提
供する結果セットを返します。クエリは給与の降順に配列されるた
め、 初のロー番号は、データ・セット内で も給与の高い従業員に
割り当てられます。2 人の従業員の給与が同一ですが、2 人の従業員

にはユニークなロー番号が割り当てられるため、同位は解決されませ
ん。

SELECT emp_lname, salary, state,
 ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY salary DESC) "Rank"
 FROM employee WHERE state IN ('NY','UT')

emp_lname salary state Rank

Shishov 72995.000 UT 1

Wang 68400.000 UT 2

Cobb 62000.000 UT 3
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RTRIM 関数 [ 文字列 ]

機能 後続ブランクが削除された文字列を返します。

構文 RTRIM ( string-expression )

パラメータ string-expression   削除される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「LTRIM 関数 [ 文字列 ]」 220 ページ

例 次の文は、すべての後続ブランクが削除された文字列 Test Message を
返します。

SELECT RTRIM( 'Test Message     ' )

Morris 61300.000 UT 4

Davidson 57090.000 NY 5

Martel 55700.000 NY 6

Blaikie 54900.000 NY 7

Diaz 54900.000 NY 8

Driscoll 48023.690 UT 9

Hildebrand 45829.000 UT 10

... ... ... ...

Lynch 24903.000 UT 19

emp_lname salary state Rank
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SECOND 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 指定した日時の秒に相当する 0 ～ 59 の数を返します。

構文 SECOND ( datetime-expression )

パラメータ datetime-expression   日時の値

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 21 を返します。

SELECT SECOND( '1998-07-13:21:21:25' )

SECONDS 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つのタイムスタンプを指定すると、2 つのタイムスタンプの間の秒

数を整数で返します。この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関数 [
日付と時刻 ]」 159 ページ を代わりに使用することをおすすめします。

1 つの日付を指定すると、0000-02-29 00:00:00 以降の秒数を返します。

1 つの日付と整数を指定すると、指定したタイムスタンプに、指定し

た整数の秒数が加算されます。この目的で使用する場合は、
「DATEADD 関数 [ 日付と時刻 ]」 158 ページ を代わりに使用すること

をおすすめします。

構文 1 は、bigint を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返しま

す。

構文 1 SECONDS ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 SECONDS ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻
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integer-expression   datetime-expression に加算する秒数。integer-
expression が負の場合、日時の値から適切な分数が引かれます。整数

式を指定する場合は、datetime-expression を datetime データ型として

明示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 14 400 を返します。これは、2 番目のタイムスタンプ

が、 初のタイムスタンプの 14 400 秒後であることを示します。

SELECT SECONDS( '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-07-13 10:07:12' )
 SELECT DATEDIFF( second,
    '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-07-13 10:07:12' )

次の文は、値 63 062 431 632 を返します。

SELECT SECONDS( '1998-07-13 06:07:12' )

次の文は、日時 1999-05-12 21:05:12.0 を返します。

SELECT SECONDS( CAST( '1999-05-12 21:05:07'
 AS TIMESTAMP ), 5)
 SELECT DATEADD( second, '1999-05-12 21:05:07' )

SHORT_ULPLAN 関数 [ その他 ]

機能 SQL 文の Ultra Light プランの 適化方法を短い記述の文字列で返しま

す。この記述は、EXPLANATION 関数が返す記述と同じです。

クエリによっては、Adaptive Server Anywhere に選択したプランと 
Ultra Light の実行プランが異なる場合があります。

構文 SHORT_ULPLAN ( string-expression )
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パラメータ string-expression   SQL 文。通常は SELECT 文ですが、UPDATE 文ま

たは DELETE 文も指定できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「PLAN 関数 [ その他 ]」 243 ページ

◆ 「EXPLANATION 関数 [ その他 ]」 186 ページ

◆ 「GRAPHICAL_PLAN 関数 [ その他 ]」 191 ページ

◆ 「GRAPHICAL_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 193 ページ

◆ 「LONG_ULPLAN 関数 [ その他 ]」 218 ページ

例 次の文は、SELECT 文を文字列パラメータとして渡し、クエリを実行

するためのプランを返します。

SELECT EXPLANATION(
    'select * from department where dept_id > 100' )

この情報は、追加するインデックスの決定や、良いパフォーマンスを
得るためのデータベース構造の決定に役立ちます。

Interactive SQL では、SQL 文のプランを [ 結果 ] ウィンドウ枠の [Ultra 
Light プラン ] タブに表示できます。

SIGN 関数 [ 数値 ]

機能 数の符号を返します。

構文 SIGN ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   符号が返される数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。
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例 次の文は、値 -1 を返します。

SELECT SIGN( -550 )

戻り値 負の数を指定すると、SIGN は -1 を返します。

0 を指定すると、SIGN は 0 を返します。

正の数を指定すると、SIGN は 1 を返します。

SIMILAR 関数 [ 文字列 ]

機能 2 つの文字列の類似性を示す数を返します。

構文 SIMILAR ( string-expression-1, string-expression-2 )

パラメータ string-expression-1   比較される 初の文字列

string-expression-2   比較される 2 番目の文字列

使用法 SIMILAR 関数は、2 つの文字列の類似性を表す 0 ～ 100 の整数を返し

ます。結果は、2 つの文字列の文字が一致している割合として解釈で

きます。値が 100 の場合は、2 つの文字列は同じです。

この関数を使用して、名前 ( 顧客名など ) のリストを修正できます。

顧客がわずかに異なる名前で重複して登録されている場合がありま
す。テーブルをそのテーブル自体とジョインし、90% より大きく、

100% 未満の類似性をすべてレポートします。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 75 を返します。

SELECT SIMILAR( 'toast', 'coast' )

これは 2 つの値が 75% 類似していることを示します。
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SIN 関数 [ 数値 ]

機能 数のサインを返します。

構文 SIN ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度 ( ラジアン )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「ASIN 関数 [ 数値 ]」 130 ページ

◆ 「COS 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

◆ 「COT 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

◆ 「TAN 関数 [ 数値 ]」 289 ページ

例 次の文は、値 0.496880 を返します。

SELECT SIN( 0.52 )

SORTKEY 関数 [ 文字列 ]

機能 代替照合規則に基づいて文字列をソートする場合に使用できる値を生
成します。

構文 SORTKEY ( string-expression
 [, collation-name | , collation-id ] )

パラメータ string-expression   文字列式には、データベースの文字セットでエン

コードされた文字のみを指定できます。

string-expression が空の文字列の場合、SORTKEY は長さ 0 のバイナ

リ値を返します。string-expression が null の場合、SORTKEY は null 
値を返します。空の文字列のソート順の値は、データベース・カラム
の null 文字列の値とは異なります。
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SORTKEY が処理できる文字列の 大長は 254 バイトです。これより

長い部分は、無視されます。

collation-name   使用するソート順の名前を指定する文字列または文

字変数

collation-id   使用するソート順の ID 番号を指定する変数、定数 ( 整数

)、または文字列

照合を指定しない場合のデフォルトは、デフォルト・ユニコード・マ
ルチ言語です。

次の表は、collation-name と collation-id の有効な値を示します。

説明 照合名 照合 ID

デフォルト・ユニコード・マルチ言語 default 0

CP 850 Alternative：アクセントなし altnoacc 39

CP 850 Alternative：小文字先頭 altdict 45

CP 850 西ヨーロッパ言語：大文字と小文

字の区別なし、環境設定

altnocsp 46

CP 850 スカンジナビア語辞書 scandict 47

CP 850 スカンジナビア語辞書：大文字と

小文字の区別なし、環境設定

scannocp 48

GB Pinyin gbpinyin なし

バイナリ・ソート binary 50

ラテン語 -1 英語、フランス語、ドイツ語

辞書

dict 51

ラテン語 -1 英語、フランス語、ドイツ語

の大文字と小文字の区別なし

nocase 52

ラテン語 -1 英語、フランス語、ドイツ語

の大文字と小文字の区別なし、環境設定

nocasep 53

ラテン語 -1 英語、フランス語、ドイツ語

のアクセントなし

noaccent 54
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ラテン語 -1 スペイン語辞書 espdict 55

ラテン語 -1 スペイン語の大文字と小文字

の区別なし

espnocs 56

ラテン語 -1 スペイン語のアクセントなし espnoac 57

ISO 8859-5 ロシア語辞書 rusdict 58

ISO 8859-5 ロシア語の大文字と小文字の

区別なし

rusnocs 59

ISO 8859-5 キリル語辞書 cyrdict 63

ISO 8859-5 キリル語の大文字と小文字の

区別なし

cyrnocs 64

ISO 8859-7 ギリシャ語辞書 elldict 65

ISO 8859-2 ハンガリー語辞書 hundict 69

ISO 8859-2 ハンガリー語のアクセントな

し

hunnoac 70

ISO 8859-2 ハンガリー語の大文字と小文

字の区別なし

hunnocs 71

ISO 8859-5 トルコ語辞書 turdict 72

ISO 8859-5 トルコ語のアクセントなし turnoac 73

ISO 8859-5 トルコ語の大文字と小文字の

区別なし

turnocs 74

CP 874 (TIS 620) タイ語辞書 thaidict 257

ISO 14651 順序付け標準 14651 258

シフト JIS バイナリ順 sjisbin 259

ユニコード UTF-8 バイナリ・ソート utf8bin 260

EUC JIS バイナリ順 eucjisbin 261

GB2312 バイナリ順 gb2312bn 262

説明 照合名 照合 ID
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使用法 SORTKEY 関数が生成する値を使用して、事前定義済みのソート順の

動作に基づいて結果を順序付けることができます。これにより、
Adaptive Server Anywhere の照合の制限を超えた文字ソート順の動作を

使用できます。SORTKEY 関数から保持される値はバイナリ値で、入

力文字列のエンコードされたソート順情報が含まれています。

たとえば、SORTKEY から返された値を、ソース文字列と一緒にカラ

ムに格納できます。必要な順序で文字データを取り出すには、
SORTKEY の実行結果が格納されているカラムの SELECT 文に 
ORDER BY 句を指定するだけです。

SORTKEY 関数は、特定のソート順の基準セットに対して返された値

が、varbinary データ型で実行されるバイナリ比較で使用できることを

保証します。

SORTKEY の入力は、各入力文字に対して 大 6 バイトのソート順情

報を生成できます。SORTKEY の出力は varbinary 型で、 大長は (254 
* 6) バイトです。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。ただし、

Adaptive Server Enterprise では自己定義のソート順を使用できま

せん。

参照 ◆ 「COMPARE 関数 [ 文字列 ]」 140 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「国際言語と文字セットの

概要」

例 次の文は、ラテン語 -1、英語、フランス語、ドイツ語辞書のソート順

でソート・キー値を返します。

CP932 MS バイナリ順 cp932bin 263

Big5 バイナリ順 big5bin 264

EUC KSC バイナリ順 euckscbin 265

説明 照合名 照合 ID
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SELECT SORTKEY('coop', 'dict')

SELECT SORTKEY ( 'Cöop', 51 )

SOUNDEX 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の発音を表す数を返します。

構文 SOUNDEX ( string-expression )

パラメータ string-expression   文字列

使用法 SOUNDEX 関数の値は、文字列の先頭の 1 文字と、それに続く H、y、
W 以外の 3 つの子音がベースになっています。同じ文字が 2 つ続く場

合は、1 文字としてカウントされます。次に例を示します。

SOUNDEX( 'apples' )

この例では、文字 A、P、L、S がベースになります。

マルチバイト文字は、SOUNDEX 関数では無視されます。

完全とは言えませんが、SOUNDEX は通常、類似発音で同じ文字で始

まる語句に対して同じ数を返します。

SOUNDEX 関数は、英単語の処理に も優れています。他の言語の処

理は英語の場合よりも劣ります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

SORTKEY( 'coop', 'dict' )

0x08890997099709b30008000800080008

SORTKEY( 'Cöop', 51 )

0x08890997099709b30020004700020008000800080001fffd002d
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。ただし、

Adaptive Server Enterprise は結果を CHAR(4) として返し、

Adaptive Server Anywhere は整数を返します。

例 次の文は、それぞれの名前の発音を表す 2 つの数を返します。各引数

の SOUNDEX 値は 3827 です。

SELECT SOUNDEX( 'Smith' ), SOUNDEX( 'Smythe' )

SPACE 関数 [ 文字列 ]

機能 指定した数のスペースを返します。

構文 SPACE ( integer-expression )

パラメータ integer-expression   返すスペースの数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、10 のスペースから成る文字列を返します。

SELECT SPACE( 10 )

SQLDIALECT 関数 [ その他 ]

機能 文の SQL 表現を示す 'Watcom-SQL' または 'Transact-SQL' のどちらかを

返します。

構文 SQLDIALECT ( sql-statement-string )

パラメータ sql-statement-string   関数が表現の判断に使用する SQL 文

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「TRANSACTSQL 関数 [ その他 ]」 291 ページ

◆ 「WATCOMSQL 関数 [ その他 ]」 300 ページ

例 次の文は、文字列 Transact-SQL を返します。

SELECT
    SQLDIALECT( 'SELECT employeeName = emp_lname FROM 
employee' )
 FROM dummy

SQRT 関数 [ 数値 ]

機能 数の平方根を返します。

構文 SQRT ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   平方根が計算される数

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 3 を返します。

SELECT SQRT( 9 )

STDDEV 関数 [ 集合 ]

機能 STDDEV_SAMP のエイリアスです。「STDDEV_SAMP 関数 [ 集合 ]」 
282 ページ を参照してください。

STDDEV_POP 関数 [ 集合 ]

機能 数値式からなる母集団の標準偏差を DOUBLE として計算します。
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構文 STDDEV_POP ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   ロー・セットで母集団ベースの標準偏差を計算

する対象の式。通常、式はカラム名です。

使用法 母集団ベースの標準偏差は、次の式によって計算されます。

s = [ (1/N) * SUM( xi - mean( x ) )
2 ]1/2

この標準偏差には、numeric-expression が NULL 値のローは含まれま

せん。グループにローが含まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「集合関数」 112 ページ

例 次の文は、異なる期間における注文ごとの項目数で平均と平方偏差を
リストします。

SELECT year( ship_date ) AS Year,
     quarter( ship_date ) AS Quarter,
     avg( quantity ) AS Average,
     STDDEV_POP( quantity ) AS Variance
 FROM sales_order_items
 GROUP BY Year, Quarter
 ORDER BY Year, Quarter

Year Quarter Average Variance

2000 1 25.775148 14.2794…

2000 2 27.050847 15.0270…

… … … …
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STDDEV_SAMP 関数 [ 集合 ]

機能 数値式からなるサンプルの標準偏差を DOUBLE として計算します。

構文 STDDEV_SAMP ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   ロー・セットでサンプルベースの標準偏差を計

算する対象の式。通常、式はカラム名です。

使用法 標準偏差は、次の式によって計算されます。これは、正規分布を前提
としています。

s = [ (1/( N - 1 )) * SUM( xi - mean( x ) )
2 ]1/2

この標準偏差には、numeric-expression が NULL 値のローは含まれま

せん。グループにローが含まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「集合関数」 112 ページ

例 次の文は、異なる期間における注文ごとの項目数で平均と平方偏差を
リストします。

SELECT year( ship_date ) AS Year,
     quarter( ship_date ) AS Quarter,
     avg( quantity ) AS Average,
     STDDEV_SAMP( quantity ) AS Variance
 FROM sales_order_items
 GROUP BY Year, Quarter
 ORDER BY Year, Quarter

Year Quarter Average Variance

2000 1 25.775148 14.3218…

2000 2 27.050847 15.0696…
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STR 関数 [ 文字列 ]

機能 指定した数に相当する文字列を返します。

構文 STR ( numeric_expression [, length [, decimal ] ] )

パラメータ numeric-expression   -1E126 と 1E127 との間の任意の概数 ( 浮動小数

点、実数、または倍精度 )

length   返される文字数 ( 小数点、小数点の左右のすべての桁、ブラ

ンクを含む )。デフォルトは 10 です。

decimal   返される小数点以下の桁数。デフォルトは 0 です。

使用法 数の整数部分が指定した長さに合わない場合は、指定した長さの文字
列がすべてアスタリスクで埋められて返されます。たとえば、次の文
は *** を返します。

SELECT STR( 1234.56, 3 )

注意
サポートされる 大長は 128 です。1 ～ 128 の範囲にない長さでは結

果が NULL になります。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、6 スペースと 1235 ( 合計 10 文字 ) の文字列を返します。

SELECT STR( 1234.56 )

次の文は、結果 1234.6 を返します。

… … … …

Year Quarter Average Variance
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SELECT STR( 1234.56, 6, 1 )

STRING 関数 [ 文字列 ]

機能 1 つ以上の文字列を連結して 1 つの長い文字列にします。

構文 STRING ( string-expression [, …] )

パラメータ string-expression   文字列。

引数を 1 つだけ指定する場合は、1 つの式に変換されます。複数の引

数を指定する場合は、連結されて 1 つの文字列になります。

使用法 数値または日付をパラメータとして指定した場合は、文字列に変換さ
れてから連結されます。また、1 つの式を唯一のパラメータとして指

定すると、STRING 関数を使用して、その式を文字列に変換できま

す。

すべてのパラメータが NULL の場合、STRING は NULL を返します。

NULL でないパラメータが存在すると、NULL パラメータはすべて空

の文字列として処理されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 testing123 を返します。

SELECT STRING( 'testing', NULL, 123 )

STRTOUUID 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の値をユニークな識別子 (UUID または GUID) の値に変換しま

す。
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新しいデータベースでは不要
バージョン 9.0.2 より前に作成されたデータベースでは、

UNIQUEIDENTIFIER データ型はユーザ定義データ型として定義され、

UUID 値のバイナリ表現と文字列表現の間を変換するための 
STRTOUUID 関数と UUIDTOSTR 関数が必要です。

バージョン 9.0.2 以降を使用して作成されたデータベースでは、

UNIQUEIDENTIFIER データ型はネイティブ・データ型であり、

Adaptive Server Anywhere が必要に応じて変換を実行します。したがっ

て、STRTOUUID 関数と UUIDTOSTR 関数は不要です。

詳細については、「UNIQUEIDENTIFIER データ型 [ バイナリ ]」 92
ページ を参照してください。

構文 STRTOUUID ( string-expression )

パラメータ string-expression   フォーマットが xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx の文字列

使用法 フォーマットが xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx の文字列をユ

ニークな識別子の値に変換します。ここで、x は 16 進数です。文字

列が有効な UUID 文字列でない場合は、CONVERSION_ERROR オプ

ションが OFF に設定されていないかぎり変換エラーが返されます。

このオプションが OFF の場合は NULL が返されます。

この関数は、UUID 値をデータベースに挿入するときに役立ちます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「UUIDTOSTR 関数 [ 文字列 ]」 295 ページ

◆ 「NEWID 関数 [ その他 ]」 227 ページ
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例 CREATE TABLE T1 (
    pk UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY,
    c1 INT );
 INSERT INTO T1 (pk, c1)
 VALUES (STRTOUUID
     ('12345678-1234-5678-9012-123456789012'), 1);

STUFF 関数 [ 文字列 ]

機能 1 つの文字列から指定した文字数を削除して、別の文字列に置き換え

ます。

構文 STUFF ( string-expression-1, start, length, string-expression-2 )

パラメータ string-expression-1   STUFF 関数によって変更される文字列

start   削除を開始する文字の位置。文字列の先頭文字の位置を 1 とし

ます。

length   削除する文字数

string-expression-2   挿入する文字列。STUFF を使用して文字列の一

部を削除するには、NULL の置換文字列を使用します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「INSERTSTR 関数 [ 文字列 ]」 207 ページ

例 次の文は、値 chocolate pie を返します。

SELECT STUFF( 'chocolate cake', 11, 4, 'pie' )

SUBSTRING 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列の部分文字列を返します。
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構文 { SUBSTRING | SUBSTR }( string-expression, start [, length ] )

パラメータ string-expression   部分文字列が返される文字列

start   返される部分文字列が開始する位置を文字単位で指定します。

負の開始位置は、文字列の先頭からではなく、末尾からの文字数を指
定します。文字列の先頭文字の位置を 1 とします。

length   返される部分文字列の長さを文字単位で指定します。正の 
length は、開始位置から length 文字右側の位置で部分文字列が終わる

ことを指定し、負の length は、開始位置から 大 length 文字左側の

文字を返します。

使用法 start と length には、正または負の値を指定できます。負の数と正の

数を適切に組み合わせて使用すると、文字列の先頭または末尾のどち
らからでも部分文字列を取得できます。

length を指定すると、部分文字列は指定した長さに限定されます。

start が 0 で length が負でない場合は、1 の start 値が使用されます。

start が 0 で length が負の場合は、-1 の start 値が使用されます。

string-expression が binary データ型の場合、SUBSTRING 関数は 
BYTE_SUBSTR のように動作します。

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   SUBSTRING は Adaptive Server Enterprise と互換性があり

ます。SUBSTRING は Adaptive Server Enterprise ではサポートさ

れていません。

参照 ◆ 「BYTE_SUBSTR 関数 [ 文字列 ]」 135 ページ

例 次の文は、back を返します。

SELECT SUBSTRING( 'back yard', 1, 4 )

次の文は、yard を返します。

SELECT SUBSTRING( 'back yard', 6, 4 )
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次の文は、gh を返します。

SELECT SUBSTR('abcdefgh',0,-2)

次の文は、gh を返します。

SELECT SUBSTR('abcdefgh',-2,2)

次の文はどちらも ab を返します。

SELECT SUBSTR('abcdefgh',2,-2)

SELECT SUBSTR('abcdefgh',2,-4)

次の文は、b を返します。

SELECT SUBSTR('abcdefgh',2,-1)     

SUM 関数 [ 集合 ]

機能 ロー・グループごとに、指定された式の合計を返します。

構文 SUM ( expression | DISTINCT column-name )

パラメータ expression   合計するオブジェクト。通常はカラム名です。

DISTINCT column-name   このパラメータは実用性が限られています

が、万全を期すために含まれています。

使用法 指定された式が NULL のローは含まれません。

グループにローが含まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 と互換性があります。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「COUNT 関数 [ 集合 ]」 151 ページ

◆ 「AVG 関数 [ 集合 ]」 132 ページ
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例 次の文は、値 3749146 を返します。

SELECT SUM( salary )
 FROM Employee

TAN 関数 [ 数値 ]

機能 数のタンジェントを返します。

構文 TAN ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   角度 ( ラジアン )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「COS 関数 [ 数値 ]」 150 ページ

◆ 「SIN 関数 [ 数値 ]」 274 ページ

例 次の文は、値 0.572561 を返します。

SELECT TAN( 0.52 )

TEXTPTR 関数 [ テキストとイメージ ]

機能 指定したテキスト・カラムの 初のページへの 16 バイトのバイナ

リ・ポインタを返します。

構文 TEXTPTR (  column-name  )

パラメータ column-name   テキスト・カラムの名前

使用法 この関数は、Transact-SQL との互換性を保つために実装されていま

す。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 TEXTPTR を使用して、作者の blurbs テーブルで au_id 486-29-1786 と
対応するテキスト・カラムを見つけて、コピーします。

テキスト・ポインタは、ローカル変数 @val の中に置かれ、readtext コ
マンドのパラメータとして指定されます。readtext コマンドは、第 2 
バイトから開始して 5 バイトを返します ( オフセットは 1)。

DECLARE @val VARBINARY(16)
 SELECT @val = TEXTPTR(copy)
 FROM blurbs
 WHERE au_id = "486-29-1786"
 READTEXT blurbs.copy @val 1 5

TODAY 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 現在の日付を返します。これは CURRENT DATE の古い構文です。

構文 TODAY ( * )

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、システム・クロックによる現在の日付を返します。

SELECT TODAY( * )
 SELECT CURRENT DATE

TRACEBACK 関数 [ その他 ]

機能 近の例外 ( エラー ) の発生時に実行中であったプロシージャやトリ

ガのトレースバックが含まれた文字列を返します。

構文 TRACEBACK ( * )
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使用法 この関数は、プロシージャやトリガのデバッグに役立ちます。

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 traceback 関数を使用するには、プロシージャの実行中にエラーが発生

した後で次のように入力します。

SELECT TRACEBACK ( * )

TRANSACTSQL 関数 [ その他 ]

機能 Watcom-SQL 文を取得し、Transact-SQL 表現で書き換えます。

構文 TRANSACTSQL ( sql-statement-string )

パラメータ sql-statement-string   関数が表現の判断に使用する SQL 文

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「SQLDIALECT 関数 [ その他 ]」 279 ページ

◆ 「WATCOMSQL 関数 [ その他 ]」 300 ページ

例 次の文は、文字列 'select EmployeeName = empl_name from 
employee' を返します。

SELECT TRANSACTSQL( 'SELECT empl_name as EmployeeName 
FROM employee' ) FROM dummy

TRIM 関数 [ 文字列 ]

機能 先行ブランクと後続ブランクを文字列から削除します。
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構文 TRIM ( string-expression )

パラメータ string-expression   削除される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「LTRIM 関数 [ 文字列 ]」 220 ページ

◆ 「RTRIM 関数 [ 文字列 ]」 269 ページ

例 次の文は、先行ブランクと後続ブランクなしの値 chocolate を返しま

す。

SELECT TRIM( '   chocolate   ' )

TRUNCATE 関数 [ 数値 ]

機能 指定した桁数で小数点以下を切り捨てます。この関数は旧式のため、
現在では TRUNCNUM が使用されています。

構文 "TRUNCATE" ( numeric-expression, integer-expression )

パラメータ numeric-expression   トランケートされる数

integer-expression   正の整数は、丸めを行う小数点の右側の有効桁数

を指定します。負の式は、丸めを行う小数点の左側の有効桁数を指定
します。

使用法 この関数は、TRUNCNUM と同じです。キーワードの重複を避けるに

は、TRUNCNUM の使用をおすすめします。

TRUNCATE TABLE 文とキーワードが重複するため、引用符が必要で

す。QUOTED_IDENTIFIER オプションが OFF に設定されている場合

は、引用符なしで TRUNCATE を使用できます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「QUOTED_IDENTIFIER 
オプション [ 互換性 ]」

◆ 「TRUNCNUM 関数 [ 数値 ]」 293 ページ

例 次の文は、値 600 を返します。

SELECT "TRUNCATE"( 655, -2 )

次の文は、値 655.340 を返します。

SELECT "TRUNCATE"( 655.348, 2 )

TRUNCNUM 関数 [ 数値 ]

機能 指定した桁数で小数点以下を切り捨てます。

構文 TRUNCNUM ( numeric-expression, integer-expression )

パラメータ numeric-expression   トランケートされる数

integer-expression   正の整数は、丸めを行う小数点の右側の有効桁数

を指定します。負の式は、丸めを行う小数点の左側の有効桁数を指定
します。

使用法 この関数は TRUNCATE と同じですが、キーワードの重複が発生しま

せん。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「ROUND 関数 [ 数値 ]」 267 ページ

◆ 「TRUNCATE 関数 [ 数値 ]」 292 ページ

例 次の文は、値 600 を返します。
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SELECT TRUNCNUM( 655, -2 )

次の文は、値 655.340 を返します。

SELECT TRUNCNUM( 655.348, 2 )

UCASE 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列中のすべての文字を大文字に変換します。

構文 UCASE ( string-expression )

パラメータ string-expression   大文字に変換される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   UCASE は Adaptive Server Enterprise でサポートされてい

ませんが、互換性のある方式で同じ機能を提供する UPPER があ

ります。

参照 ◆ 「UPPER 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

◆ 「LCASE 関数 [ 文字列 ]」 210 ページ

例 次の文は、値 CHOCOLATE を返します。

SELECT UCASE( 'ChocoLate' )

UPPER 関数 [ 文字列 ]

機能 文字列中のすべての文字を大文字に変換します。

構文 UPPER ( string-expression )

パラメータ string-expression   大文字に変換される文字列

標準と互換性 •    SQL/92   この関数は SQL/92 と互換性があります。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「UCASE 関数 [ 文字列 ]」 294 ページ

◆ 「LCASE 関数 [ 文字列 ]」 210 ページ

◆ 「LOWER 関数 [ 文字列 ]」 219 ページ

例 次の文は、値 CHOCOLATE を返します。

SELECT UPPER( 'ChocoLate' )

UUIDTOSTR 関数 [ 文字列 ]

機能 ユニークな識別子の値 (UUID または GUID) を文字列の値に変換しま

す。

新しいデータベースでは不要
バージョン 9.0.2 より前に作成されたデータベースでは、

UNIQUEIDENTIFIER データ型はユーザ定義データ型として定義され、

UUID 値のバイナリ表現と文字列表現の間を変換するための 
STRTOUUID 関数と UUIDTOSTR 関数が必要です。

バージョン 9.0.2 以降を使用して作成されたデータベースでは、

UNIQUEIDENTIFIER データ型はネイティブ・データ型であり、

Adaptive Server Anywhere が必要に応じて変換を実行します。したがっ

て、STRTOUUID 関数と UUIDTOSTR 関数は不要です。

詳細については、「UNIQUEIDENTIFIER データ型 [ バイナリ ]」 92
ページ を参照してください。

構文 UUIDTOSTR ( uuid-expression )

パラメータ uuid-expression   ユニークな識別子の値
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使用法 ユニークな識別子を、フォーマットが xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx の文字列値に変換します。ここで、x は 16 進数です。

バイナリ値が有効な uniqueidentifier でない場合は、NULL を返しま

す。

この関数は、UUID 値を表示する場合に役立ちます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「NEWID 関数 [ その他 ]」 227 ページ

◆ 「STRTOUUID 関数 [ 文字列 ]」 284 ページ

例 次の文は、2 つのカラムを持つテーブル mytab を作成します。カラム 
pk は uniqueidentifier データ型で、カラム c1 は integer データ型です。

それぞれに値 1 と値 2 を持つ 2 つのローをカラム c1 に挿入します。

CREATE TABLE T1(
     pk UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
     c1 INT );
 INSERT INTO T1( c1 ) values ( 1 );
 INSERT INTO T1( c1 ) values ( 2 );

次の SELECT 文を実行すると、新規に作成したテーブルのすべての

データを返します。

SELECT *
 FROM T1

2 つのカラムと 2 つのローを持ったテーブルが表示されます。カラム 
pk に表示される値は、バイナリ値です。

ユニークな識別子の値を読みやすい形式に変換するには、次のコマン
ドを実行します。

SELECT UUIDTOSTR(pk),c1
 FROM T1

UUIDTOSTR 関数は、バージョン 9.0.2 以降で作成されたデータベー

スでは不要です。
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VAR_POP 関数 [ 集合 ]

機能 数値式からなる母集団の統計上の平方偏差を DOUBLE として計算し

ます。

構文 VAR_POP ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   ロー・セットで母集団ベースの平方偏差を計算

する対象の式。通常、式はカラム名です。

使用法 母集団ベースの平方偏差 (s2) は、次の式によって計算されます。

s2 = (1/N) * SUM( xi - mean( x ) )
2

この平方偏差には、numeric-expression が NULL 値のローは含まれま

せん。グループにローが含まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「集合関数」 112 ページ

例 次の文は、異なる期間における注文ごとの項目数で平均と平方偏差を
リストします。

SELECT year( ship_date ) AS Year,
     quarter( ship_date ) AS Quarter,
     avg( quantity ) AS Average,
     var_pop( quantity ) AS Variance
 FROM sales_order_items
 GROUP BY Year, Quarter
 ORDER BY Year, Quarter

Year Quarter Average Variance

2000 1 25.775148 203.9021…

2000 2 27.050847 225.8109…
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VAR_SAMP 関数 [ 集合 ]

機能 数値式からなるサンプルの統計上の平方偏差を DOUBLE として計算

します。

構文 VAR_SAMP ( numeric-expression )

パラメータ numeric-expression   ロー・セットでサンプルベースの平方偏差を計

算する対象の式。通常、式はカラム名です。

使用法 平方偏差 (s2) は、次の式によって計算されます。これは、正規分布を

前提としています。

s2 = (1/( N - 1 )) * SUM( xi - mean( x ) )
2

この平方偏差には、numeric-expression が NULL 値のローは含まれま

せん。グループにローが含まれていない場合は、NULL を返します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。VARIANCE 
構文はベンダ拡張です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「集合関数」 112 ページ

例 次の文は、異なる期間における注文ごとの項目数で平均と平方偏差を
リストします。

… … … …

Year Quarter Average Variance
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SELECT year( ship_date ) AS Year,
     quarter( ship_date ) AS Quarter,
     avg( quantity ) AS Average,
     var_samp( quantity ) AS Variance
 FROM sales_order_items
 GROUP BY Year, Quarter
 ORDER BY Year, Quarter

VARIANCE 関数 [ 集合 ]

機能 VAR_SAMP のエイリアス。「VAR_SAMP 関数 [ 集合 ]」 298 ページ を
参照してください。

VAREXISTS 関数 [ その他 ]

機能 指定した名前でユーザ定義変数が作成または定義されている場合は 1 
を返します。該当する変数が作成されていない場合は、0 を返しま

す。

構文 VAREXISTS ( variable-name-string )

パラメータ variable-name-string   テストする名前 ( 文字列 )    

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

参照 ◆ 「CREATE VARIABLE 文」 511 ページ

◆ 「DECLARE 文」 520 ページ

◆ 「IF 文」 620 ページ

Year Quarter Average Variance

2000 1 25.775148 205.1158…

2000 2 27.050847 227.0939…

… … … …
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例 変数が作成または宣言されていない場合、次の IF 文は、start_time と
いう名前の変数を作成します。作成された変数は安全に使用できま
す。

IF VAREXISTS('start_time') = 0 THEN
     CREATE VARIABLE start_time TIMESTAMP;
 END IF;
 SET start_time = current timestamp;

WATCOMSQL 関数 [ その他 ]

機能 Transact-SQL 文を取得し、Watcom-SQL 表現で書き換えます。この関

数は、既存の Adaptive Server Enterprise ストアド・プロシージャを 
Watcom SQL 構文に変換するときに役立ちます。

構文 WATCOMSQL ( sql-statement-string )

パラメータ sql-statement-string   関数がダイアレクトの判断に使用する SQL 文

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

参照 ◆ 「SQLDIALECT 関数 [ その他 ]」 279 ページ

◆ 「TRANSACTSQL 関数 [ その他 ]」 291 ページ

例 次の文は、文字列 'select empl_name as EmployeeName from 
employee' を返します。

SELECT WATCOMSQL( 'SELECT EmployeeName=empl_name FROM 
employee' ) FROM dummy

WEEKS 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つの日付を指定すると、2 つの日付の間の週数を整数で返します。

この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関数 [ 日付と時刻 ]」 159
ページ を代わりに使用することをおすすめします。
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1 つの日付を指定すると、0000-02-29 以降の週数を返します。

1 つの日付と整数を指定すると、指定した日付に、指定した整数の週

数が加算されます。この目的で使用する場合は、「DATEADD 関数 [
日付と時刻 ]」 158 ページ を代わりに使用することをおすすめします。

構文 1 は、整数を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返します。

構文 1 WEEKS ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 WEEKS ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻

integer-expression   datetime-expression に加算する週数。integer-
expression が負の場合、日時の値から適切な週数が引かれます。整数

式を指定する場合は、datetime-expression を datetime データ型として

明示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

使用法 2 つの日付の間の週数は、日曜日の数で計算します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、値 8 を返します。これは、2 番目の日付が、 初の日付の 
8 週間後であることを示します。2 番目の形式 (DATEDIFF) の使用を

おすすめします。

SELECT WEEKS( '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-09-13 10:07:12' )
 SELECT DATEDIFF( week,
    '1999-07-13 06:07:12',
    '1999-09-13 10:07:12' )

次の文は、値 104 270 を返します。

SELECT WEEKS( '1998-07-13 06:07:12' )
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次の文は、タイムスタンプ 1999-06-16 21:05:07.0 を返します。2 番目

の形式 (DATEADD) の使用をおすすめします。

SELECT WEEKS( CAST( '1999-05-12 21:05:07'
 AS TIMESTAMP ), 5)
 SELECT DATEADD( week, '1999-05-12 21:05:07' )

XMLAGG 関数 [ 文字列 ]

機能 XML 値のコレクションから XML 要素のフォレストを生成します。

構文 XMLAGG ( value-expression [ ORDER BY  order-by-expression ],... )

パラメータ value-expression   XML 値。データ型が XML でない場合、内容はエス

ケープされます。order-by-expression は、関数が返した要素を並べ替

えます。

order-by-expression   この式の値に従って XML 要素を順序付けるため

に使用される式

使用法 NULL である値はどれも結果から省かれます。すべての入力が NULL 
の場合、またはローがない場合、結果は NULL です。整形式の XML 
ドキュメントを要求する場合、生成された XML のルート要素が 1 つ
になるようにクエリを作成します。

XMLAGG を含むクエリを実行すると、BINARY、LONG BINARY、

IMAGE、VARBINARY の各カラムのデータは、自動的に base64 エン

コード形式で返されます。

ORDER BY 句を指定して XMLAGG 関数を使用するクエリの例につい

ては、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XMLAGG 関数の使用」を

参照してください。

標準と互換性 •    SQL/XML ドラフト・スタンダードの一部。

• Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XMLAGG 関数の使用」
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例 次の文は、各顧客の注文を示す XML ドキュメントを生成します。

SELECT XMLELEMENT( NAME "order",
                    XMLATTRIBUTES( id AS order_id ),
                      ( SELECT XMLAGG(
                          XMLELEMENT(
                            NAME "product",
                            XMLATTRIBUTES( prod_id,
                               quantity
                               AS "quantity_shipped" )
                                         )
                                     )
                       FROM sales_order_items soi
                       WHERE soi.id = so.id
                     )
                   ) AS products_ordered
 FROM sales_order so
 ORDER BY so.id

XMLCONCAT 関数 [ 文字列 ]

機能 XML 要素のフォレストを生成します。

構文 XMLCONCAT ( xml-value,... )

パラメータ xml-value   連結された XML 値

使用法 XML 要素のフォレストを生成します。解析対象外の XML ドキュメン

トでは、フォレストは文書内の複数のルート・ノードを示します。
NULL 値は、結果から省かれます。値がすべて NULL の場合は、

NULL が返されます。XMLCONCAT は、引数にプロログがあるかど

うかをチェックしません。整形式の XML ドキュメントを要求する場

合、1 つのルート要素が生成されるようにクエリを作成します。

データ型が XML ではない場合、要素内容は必ずエスケープされま

す。XMLCONCAT を含むクエリを実行すると、BINARY、LONG 
BINARY、IMAGE、VARBINARY の各カラムのデータは、自動的に 
base64 エンコード形式で返されます。

標準と互換性 •    SQL/XML ドラフト・スタンダードの一部。
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• Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XMLCONCAT 関数の使

用」
◆ 「XMLFOREST 関数 [ 文字列 ]」 306 ページ

例 次のクエリは、各顧客に対して <cust_id>、<cust_fname>、
<cust_lname> の各要素を生成します。

SELECT XMLCONCAT( XMLELEMENT ( NAME cust_id, id ),
                   XMLELEMENT( NAME cust_fname, fname ),
                   XMLELEMENT( NAME cust_lname, lname )
                  ) AS "Customer Information"
FROM customer
WHERE id < 120

XMLELEMENT 関数 [ 文字列 ]

機能 クエリ内の XML 要素を生成します。

構文 XMLELEMENT ( NAME element-name-expression
    [, XMLATTRIBUTES ( attribute-value-expression
    [ AS attribute-name ],... )
    [, element-content-expression,... ] )

パラメータ element-name-expression   識別子。各ローに対して、識別子と同じ名

前を持った XML 要素が生成されます。

attribute-value-expression   要素の属性。このオプションの引数を使用

すると、生成された要素に属性値を指定できます。この引数は、属性
の名前と内容を指定します。カラム名が attribute-value-expression の
場合、属性名はデフォルトでカラム名になります。属性名は、
attribute-name 引数を指定することにより変更できます。

element-content-expression   要素の内容。任意の文字列式を指定でき

ます。element-content-expression 引数は、無制限に指定でき、連結

もできます。次に例を示します。

SELECT XMLELEMENT( NAME x, 'abc', 'def' )
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次を返します。

<x>abcdef</x>

使用法 NULL の要素値と NULL の属性値は、結果から省かれます。要素名と

属性名の大文字と小文字は、クエリから取得されます。

データ型が XML ではない場合、要素内容は必ずエスケープされま

す。無効な要素名と属性名も引用符で囲まれます。

引用符と XMLELEMENT 関数の詳細については、『ASA SQL ユー

ザーズ・ガイド』 > 「無効な名前と SQL/XML」 を参照してください。

XMLELEMENT 関数をネストして階層を作成できます。同じレベルの

ドキュメント階層で異なる要素を返したい場合に、XMLFOREST 関
数を使用します。

詳細については、「XMLFOREST 関数 [ 文字列 ]」 306 ページ を参照し

てください。

XMLELEMENT を含むクエリを実行すると、BINARY、LONG 
BINARY、IMAGE、VARBINARY の各カラムのデータは、自動的に 
base64 エンコード形式で返されます。

標準と互換性 •    SQL/XML ドラフト・スタンダードの一部。

• Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XMLELEMENT 関数の使

用」
◆ 「XMLFOREST 関数 [ 文字列 ]」 306 ページ

例 次の文は、結果セットの各製品に対して <item_name> 要素を生成しま

す。ここでは、製品名が要素の内容です。

SELECT id, XMLELEMENT( NAME item_name, p.name )
 FROM product p
 WHERE id > 400
305



アルファベット順の関数リスト
XMLFOREST 関数 [ 文字列 ]

機能 XML 要素のフォレストを生成します。

構文 XMLFOREST ( element-content-expression [ AS element-name ],... )

パラメータ element-content-expression   文字列。指定された各 element-content-
expression 引数に対して、要素が生成されます。element-content-
expression の値が要素の内容になります。たとえば、この引数に従業

員テーブルの emp_id カラムを指定すると、テーブルの各値に対して 
emp_id 値を含む <emp_id> 要素が生成されます。

要素に element-content-expression 以外の名前を割り当てる場合は、

element-name 引数を指定します。それ以外の場合、要素名はデフォ

ルトで element-content-expression 名になります。

使用法 XML 要素のフォレストを生成します。解析対象外の XML ドキュメン

トでは、フォレストはドキュメント内の複数のルート・ノードを示し
ます。XMLFOREST の引数がすべて NULL の場合、NULL が返され

ます。一部の値が NULL の場合、NULL 値は結果から省かれます。

データ型が XML ではない場合、要素内容は必ず引用符で囲まれま

す。XMLFOREST を使用して属性を指定することはできません。生

成された要素に属性を指定する場合は、XMLELEMENT 関数を使用し

ます。

XMLELEMENT 関数の詳細については、「XMLELEMENT 関数 [ 文字

列 ]」 304 ページ を参照してください。

データ型が XML でない場合、要素名はエスケープされます。

整形式の XML ドキュメントを要求する場合、1 つのルート要素が生

成されるようにクエリを作成します。

XMLFOREST を含むクエリを実行すると、BINARY、LONG 
BINARY、IMAGE、VARBINARY の各カラムのデータは、自動的に 
base64 エンコード形式で返されます。

標準と互換性 •    SQL/XML ドラフト・スタンダードの一部。
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• Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XMLFOREST 関数の使

用」
◆ 「XMLELEMENT 関数 [ 文字列 ]」 304 ページ

◆ 「XMLCONCAT 関数 [ 文字列 ]」 303 ページ

例 次の文は、各従業員の姓と名前に対して XML 要素を生成します。

SELECT emp_id,
        XMLFOREST( emp_fname, emp_lname
                 ) AS "Employee Name"
 FROM employee

XMLGEN 関数 [ 文字列 ]

機能 XQuery コンストラクタに基づいて XML 値を生成します。

構文 XMLGEN ( xquery-constructor, content-expression [ AS variable-name ],... )

パラメータ xquery-constructor   XQuery コンストラクタ。XQuery コンストラクタ

は、XQuery 言語で定義された項目です。XQuery 式に基づいて XML 
要素を構成するための構文を提供します。xquery-constructor 引数は、

1 つ以上の変数参照を持つ整形式の XML ドキュメントにしてくださ

い。変数参照は中かっこで囲まれます。プレフィクス $ が必要で、前

後に空白スペースは不要です。次に例を示します。

SELECT XMLGEN('<a>{$x}</a>', 1 AS x)

content-expression   変数。content-expression 引数は、複数指定でき

ます。オプションの variable-name 引数は、変数の名前を付ける際に

使用されます。次に例を示します。
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SELECT XMLGEN( '<emp 
emp_id="{$emp_id}"><start_date>{$x}
                 </start_date></emp>',
                emp_id,
                start_date AS x
              )
 FROM employee
 

使用法 XQuery 仕様で定義されている計算コンストラクタは、XMLGEN でサ

ポートされません。

XMLGEN を含むクエリを実行すると、BINARY、LONG BINARY、

IMAGE、VARBINARY の各カラムのデータは、自動的に base64 エン

コード形式で返されます。

データ型が XML ではない場合、要素内容は必ずエスケープされま

す。無効な XML 要素名と属性名もエスケープされます。

エスケープと XMLGEN 関数については、『ASA SQL ユーザーズ・ガ

イド』 > 「無効な名前と SQL/XML」 を参照してください。

標準と互換性 •    SQL/XML ドラフト・スタンダードの一部。

• Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「XMLGEN 関数の使用」

例 次の例では、各従業員に対して、<emp>、<last_name>、<first_name>、
<start_date> の各要素が生成されます。

SELECT XMLGEN ( '<emp emp_id="{$emp_id}">
                   <last_name>="{$emp_lname}"</last_name>
                   <first_name>="{$emp_fname}"</
first_name>
                   <start_date>="{$start_date}"</
start_date>
                </emp>',
                emp_id,
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                emp_lname,
                emp_fname,
                start_date
               ) AS employee_list
 FROM employee

YEAR 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 タイムスタンプ値をパラメータとして受け取り、そのタイムスタンプ
で指定された年を返します。

構文 YEAR ( datetime-expression )

パラメータ datetime-expression   日付、時刻、またはタイムスタンプ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、値 2001 を返します。

SELECT YEAR ( '2001-09-12')

YEARS 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 2 つの日付を指定すると、2 つの日付の間の年数を整数で返します。

この目的で使用する場合は、「DATEDIFF 関数 [ 日付と時刻 ]」 159
ページ を代わりに使用することをおすすめします。

1 つの日付を指定すると、その年が返されます。この目的で使用する

場合は、「DATEPART 関数 [ 日付と時刻 ]」 163 ページ を代わりに使用

することをおすすめします。

1 つの日付と整数を指定すると、指定した日付に、指定した整数の年

数が加算されます。この目的で使用する場合は、「DATEADD 関数 [
日付と時刻 ]」 158 ページ を代わりに使用することをおすすめします。

構文 1 は、整数を返します。構文 2 は、タイムスタンプを返します。
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構文 1 YEARS ( [ datetime-expression, ] datetime-expression )

構文 2 YEARS ( datetime-expression, integer-expression )

パラメータ datetime-expression   日付と時刻

integer-expression   datetime-expression に加算する年数。integer-
expression が負の場合、日時の値から適切な年数が引かれます。整数

式を指定する場合は、datetime-expression を datetime データ型として

明示的にキャストしてください。

データ型のキャストについては、「CAST 関数 [ データ型変換 ]」 136
ページ を参照してください。

使用法 YEARS の値を求めるには、2 つの日付の間に年の 初の日がいくつ

あるかを計算します。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文はどちらも -4 を返します。

SELECT YEARS( '1998-07-13 06:07:12',
               '1994-03-13 08:07:13' )
 SELECT DATEDIFF( year,
    '1998-07-13 06:07:12',
    '1994-03-13 08:07:13' )

次の文は、1998 を返します。

SELECT YEARS( '1998-07-13 06:07:12' )
 SELECT DATEPART( year, '1998-07-13 06:07:12' )

次の文は、指定した日付の 300 年後を返します。

SELECT YEARS(
    CAST( '1998-07-13 06:07:12' AS TIMESTAMP ),
    300 )
 SELECT DATEADD( year, 300,
    '1998-07-13 06:07:12' )
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YMD 関数 [ 日付と時刻 ]

機能 指定した年、月、日に相当する日付値を返します。値は -32768 ～ 
32767 の small integer です。

構文 YMD (
 integer-expression,
 integer-expression,
 integer-expression )

パラメータ integer-expression   年

integer-expression   月の数。月が 1 ～ 12 の値でない場合は、年が相応

に調整されます。

integer-expression   日の数。任意の整数を指定でき、日付が相応に調

整されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 次の文は、値 1998-06-12 を返します。

SELECT YMD( 1998, 06, 12 )

値が通常の範囲から外れている場合は、日付が相応に調整されます。
たとえば、次の文は値 2000-03-01 を返します。

SELECT YMD( 1999, 15, 1 )
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第 4章 

 SQL 文

この章の内容 この章では、SQL 文の詳細についてアルファベット順に説明します。
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SQL 文リファレンスの使い方

この項では、SQL 文の説明に使用する表記規則を説明します。

一般的な SQL 構文要素

この項では、多くの SQL 構文で使われる言語要素をリストします。

ここで説明する要素の詳細については、「識別子」 8 ページ、「SQL 
データ型」 63 ページ、「探索条件」 26 ページ、「式」 18 ページ、または

「文字列」 10 ページを参照してください。

•    column-name   カラム名を表す識別子

•    condition   TRUE、FALSE、または UNKNOWN の評価を行う式

•    connection-name   アクティブな接続の名前を表す文字列

•    data-type   記憶データ型

•    expression   式

•    filename   ファイル名を指定した文字列

•    hostvar   先頭にコロンがあるホスト変数として宣言される C 言
語変数の 1 つ。詳細については、『ASA プログラミング・ガイ

ド』 > 「ホスト変数の使用」を参照してください。

•    indicator-variable   通常のホスト変数の直後に置かれた short int 
型の二次的なホスト変数。この変数の前にはコロンを付けてく
ださい。インジケータ変数は、データベースとの NULL 値の受

け渡しに使用されます。

•    number   任意の順序に並んだ数字。小数点以下の位があったり、

負の記号を付けたりできます。また、数字の後に E と指数を付

けることもできます。次に例を示します。
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42
-4.038
.001
3.4e10
1e-10

•    owner   データベース・オブジェクトの所有者であるユーザ ID 
を表す識別子

•    role-name   外部キーの役割名を表す識別子

•    savepoint-name   セーブポイント名を表す識別子

•    search-condition   TRUE、FALSE、または UNKNOWN の評価を

行う条件

•    special-value   「特別値」 39 ページで説明する特別値の 1 つ

•    statement-label   ループまたは複合文のラベルを表す識別子

•    table-list   テーブル名のリスト。相関名が含まれることもありま

す。

詳細については、「FROM 句」 586 ページを参照してください。

•    table-name   テーブル名を表す識別子

•    userid   ユーザ名を表す識別子

•    variable-name   変数名を表す識別子

SQL 構文の表記規則

SQL 構文の表記には、次の規則が適用されます。

•    キーワード   SQL キーワードはすべて次の例に示す SQL 文 
ALTER TABLE のように大文字で表記します。

ALTER TABLE [ owner.]table-name

•    プレースホルダ   適切な識別子または式で置き換えられる項目

は、次の例に示す owner や table-name ように斜体で表記しま

す。
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ALTER TABLE [ owner.]table-name

•    オプション部分   文のオプション部分は角カッコで囲みます。

RELEASE SAVEPOINT [ savepoint-name ]

この例では、角カッコで囲まれた savepoint-name がオプション

部分です。角カッコは入力しないでください。

•    繰り返し項目   繰り返しできる項目は、次の例に示す column-
constraint のように、後ろに適切なリスト・セパレータと省略記

号 ( ピリオド 3 つ ) を付けて表します。

ADD column-definition [ column-constraint, … ]

この場合は、カラムの制約を指定しないこと、または 1 つ以上

のカラムを指定することができます。複数の要素を指定する場
合は、各要素間をカンマで区切ります。

•    オプション   項目リストから 1 つだけ選択する場合や、何も選択

しなくてもよい場合は、項目間を縦線で区切り、リスト全体を
角カッコで囲みます。

[ ASC | DESC ]

この例では、ASC と DESC のどちらか 1 つを選択しても、どち

らも選択しなくてもかまいません。角カッコは入力しないでく
ださい。

•    選択肢   オプションの中の 1 つを必ず選択する場合は、選択肢を

中カッコで囲みます。

[ QUOTES { ON | OFF } ]

この場合、ON または OFF のどちらかを必ず選択します。角

カッコと中カッコは入力しないでください。

文の適応性インジケータ

一部の文には、タイトルの後ろに角カッコで囲まれたインジケータが
付き、文が使用される場所を示します。このインジケータは以下のと
おりです。
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•    [ESQL]   Embedded SQL で使用される文

•    [Interactive SQL]   Interactive SQL 専用の文

•    [SP]   ストアド・プロシージャ、トリガ、またはバッチで使用さ

れる文

•    [T-SQL]   Adaptive Server Enterprise との互換性のために実装され

ている文。場合によっては、Transact-SQL フォーマット以外の

ストアド・プロシージャで使用できないことがあります。また、
Transact-SQL の互換性が問題にならないかぎり、SQL/92 標準に

近い代わりの文が推奨される場合もあります。

•    [Mobile Link]   Mobile Link クライアント専用の文

•    [SQL Remote]   SQL Remote 専用の文

カッコが 2 つある場合、文はどちらの環境でも使用できます。たとえ

ば、[ESQL][SP] は Embedded SQL でもストアド・プロシージャでも使

用できる文であることを意味します。
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ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]

説明 この文は、SQL 記述子領域 (SQLDA) に使用する領域を割り付けます。

構文 ALLOCATE DESCRIPTOR descriptor-name
 [ WITH MAX { integer | hostvar } ]

descriptor-name : string

パラメータ WITH MAX 句   記述子領域の変数の数を指定できます。デフォルト

のサイズは 1 です。さらに、fill_sqlda を呼び出して実際のデータ項目

に使用する領域を割り付けてから、フェッチを行ったり、記述子領域
内のデータにアクセスする文を実行します。

使用法 記述子領域 (SQLDA) に使用する領域を割り付けます。C コードの中

で次の宣言を行ってから、この文を使用します。

struct sqlda * descriptor_name

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DEALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 518 ページ

◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「SQLDA (SQL descriptor 
area)」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次のサンプル・プログラムは、ALLOCATE DESCRIPTOR 文の使用例

です。

#include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
 #include <sqldef.h>
 EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
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 int         x;
 short       type;
 int         numcols;
 char        string[100];
 a_SQL_statement_number  stmt = 0;
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 int main(int argc, char * argv[]){
    struct sqlda *      sqlda1;
    if( !db_init( &sqlca ) ) {
       return 1;
    }
    db_string_connect( &sqlca,
    "UID=DBA;PWD=SQL;DBF=d:¥¥DB Files¥¥sample.db");
    EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR sqlda1 WITH MAX 25;
    EXEC SQL PREPARE :stmt FROM
       'SELECT * FROM employee';
    EXEC SQL DECLARE curs CURSOR FOR :stmt;
    EXEC SQL OPEN curs;
    EXEC SQL DESCRIBE :stmt into sqlda1;
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR sqlda1 :numcols=COUNT;
    // how many columns?
    if( numcols > 25 ) {
       // reallocate if necessary
       EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR sqlda1;
       EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR sqlda1
          WITH MAX :numcols;
       EXEC SQL DESCRIBE :stmt into sqlda1;
    }
    type = DT_STRING; // change the type to string
    EXEC SQL SET DESCRIPTOR sqlda1 VALUE 2 TYPE = :type;
    fill_sqlda( sqlda1 );
    // allocate space for the variables
    EXEC SQL FETCH ABSOLUTE 1 curs
       USING DESCRIPTOR sqlda1;
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR sqlda1
       VALUE 2 :string = DATA;
    printf("name = %s", string );
    EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR sqlda1;
    EXEC SQL CLOSE curs;
    EXEC SQL DROP STATEMENT :stmt;
    db_string_disconnect( &sqlca, "" );
    db_fini( &sqlca );
    return 0;
 }
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ALTER DATABASE 文

説明 この文は、旧バージョンのソフトウェアで作成したデータベースを
アップグレードするため、または任意のデータベースに Java または 
jConnect サポート機能を追加するために使用します。

構文 1 ALTER DATABASE
 [ UPGRADE [ JAVA { ON | OFF | JDK { '1.1.8' | '1.3' } } ]
     [ JCONNECT { ON | OFF } ]
 | REMOVE JAVA ]

構文 2 ALTER DATABASE
 {    CALIBRATE [ SERVER ]
  | CALIBRATE DBSPACE dbspace-name
  | CALIBRATE DBSPACE TEMPORARY
  | RESTORE DEFAULT CALIBRATION
 }

構文 3 ALTER DATABASE dbfile
 MODIFY [ TRANSACTION ] LOG
 { { OFF | ON } { log-name | log-name  MIRROR mirror-name | MIRROR 
mirror-name } }
 [ KEY key ]
 

パラメータ JAVA 句   アップグレード対象データベースにおける Java のサポート

を制御します。

•    JAVA ON を指定すると、システム・テーブルにデフォルトの 
Sybase ランタイム Java クラスのエントリを追加して、データ

ベース内の Java サポートを有効化できます。データベース内の 
Java がすでにインストールされていても、それがデフォルト・

クラスよりも低いバージョンの場合は、 新のデフォルト・ク
ラスにアップグレードされます。デフォルトのクラスは JDK 1.3 
のクラスです。

•    データベース内の Java がまだインストールされていないデータ

ベースにデータベース内の Java が追加されないようにするには、

JAVA OFF を指定します。データベース内の Java がすでにインス

トールされているデータベースでは、JAVA OFF 設定によって 
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Java サポートは削除されません。Java のバージョンは現在の

バージョンのままになります。データベース内の Java を削除す

るには、REMOVE JAVA 句を使用します。

•    JAVA JDK '1.1.8' または JAVA JDK '1.3' を指定すると、指定した

バージョンの JDK サポートが明示的にインストールされます。

データベースを上位バージョンの JDK にアップグレードするこ

とはできますが、ダウングレードはできません。

JDK 1.1.8 の場合、クラスは SQL Anywhere ディレクトリの 
java¥1.1¥classes.zip に入っています。JDK 1.3 の場合は、

java¥1.3¥rt.jar に入っています。

デフォルト動作は JAVA OFF です。

データベースに追加した Java は、データベースを再起動しなければ

使用できません。

詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「データベース

における Java の概要」を参照してください。

別途ライセンスを取得できるオプションが必要
データベース内の Java に関するコンポーネントには別途ライセンス

が必要です。インストールする場合はご注文ください。

このコンポーネントを注文するには、『SQL Anywhere Studio の紹介』 > 
「別途ライセンスが入手可能なコンポーネント」を参照してください。

JCONNECT 句   Sybase jConnect JDBC ドライバを使用してシステム・

カタログ情報にアクセスする場合は、JCONNECT ON を指定する必要

があります。jConnect システム・オブジェクトを含まない場合、

JCONNECT OFF を指定します。その場合でも、システム・カタログ

情報にアクセスしないかぎり、JDBC を使用できます。デフォルトで

は、jConnect サポートを含みます (JCONNECT ON)。

JCONNECT OFF を設定しても、データベースから jConnect サポート

が削除されることはありません。
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REMOVE JAVA 句   データベースから Java を削除します。このオペ

レーションにより、データベースは JAVA OFF を指定して作成した場

合と同様の状態になります。この文は、データベース内の Java が使

用中でないときに発行してください。データベースからすべての Java 
クラスを削除してから、この文を実行します。この文を実行しても、
Java オブジェクトを参照するストアド・プロシージャとトリガは削除

されません。また、これらのオブジェクトがあっても、ALTER 
DATABASE 文でエラーはトリガされません。

使用法 構文 1   ALTER DATABASE 文は、データベースをアップグレードす

るためのアップグレード・ユーティリティの代わりとして使用できま
す。ALTER DATABASE UPGRADE を使用した後は、データベースを

停止してください。アップグレード・ユーティリティを使用すると、
自動的に停止されることはありません。

アップグレードの前にバックアップ
すべてのソフトウェアに共通することですが、データベースのバック
アップを作成してからアップグレードすることをおすすめします。

ALTER DATABASE を使用すると、以前のバージョンのソフトウェア

で作成されたデータベースをアップグレードできます。以前のバー
ジョンにはメンテナンス・リリースも含まれます。したがって、たと
えばバージョン 7.0.3 の ALTER DATABASE 文では、バージョン 7.0.2 
で作成されたデータベースを 7.0.3 の標準にアップグレードできます。

一般に、マイナー・バージョンでのデータベースの変更はデータベー
ス・オプションの追加やシステム・テーブルの細かい変更にかぎられ
ます。

ALTER DATABASE 文をデータベースのアップグレードに使用する

と、次の変更が行われます。

•    システム・テーブルを現在のバージョンにアップグレードする。

•    新しいデータベース・オプションを追加する。

•    すべてのシステム・ストアド・プロシージャを削除して再作成

する。
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データベースがこのソフトウェアの現在のバージョンで作成されてい
る場合は、Java または jConnect の機能を追加するために ALTER 
DATABASE を使用できます。

Java サポートの追加の詳細については、『ASA プログラミング・ガイ

ド』 > 「データベースを Java 実行可能にする」を参照してください。

バージョン 6 データベースの jConnect サポート追加の詳細について

は、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「jConnect システム・オブジェ

クトのデータベースへのインストール」を参照してください。

すべての機能が使用可能になるわけではない
データベース・ファイルの物理的な再編成を必要とする機能は、
ALTER DATABASE で使用可能にすることはできません。そのような

機能には、インデックスの拡張やデータの格納に関する変更が含まれ
ています。これらの拡張機能を利用するには、データベースのアン
ロードと再ロードを行ってください。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「データベース

の再構築」を参照してください。

構文 2   ALTER DATABASE を使用すると、オプティマイザが使用す

る I/O コスト・モデルを再調整することもできます。この場合、ディ

スク転送時間 (DTT: Disk Transfer Time) モデルが更新されます。DTT 
は、コスト・モデルで使用されるディスク I/O の数学的モデルです。

通常のオペレーションでは、コスト・モデルには組み込みのデフォル
ト DTT モデルが使用されます。このデフォルト・モデルは、標準的

なハードウェアと設定に基づいて設計されています。しかし、特殊な
ディスク・ドライブのような、特化したハードウェアを使用している
場合もあります。このような状況でパフォーマンスに問題がある場合
は、デフォルト・モデルを特定のセットアップに基づくモデルに置き
換えた方がよいことがあります。ただし、通常はデフォルトのまま使
用することをおすすめします。

I/O コスト・モデルを再調整するときは、サーバを他の用途に使用で

きません。また、コンピュータ上の他のすべてのアクティビティがア
イドル状態になっている必要があります。サーバの再調整は高負荷の
オペレーションであり、完了までに長時間かかることがあります。
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CALIBRATE [SERVER] 引数を使用すると、テンポラリ DB 領域以外

のすべての DB 領域が調整されます。テンポラリ DB 領域の調整には 
CALIBRATE TEMPORARY DBSPACE を使用します。1 つの DB 領域

だけの調整には、CALIBRATE DBSPACE dbspace-name を使用しま

す。デフォルトの DTT モデルをリストアするには、RESTORE 
DEFAULT CALIBRATION を使用します。

構文 3   ALTER DATABASE 文を使用して、データベース・ファイル

に関連付けられているトランザクション・ログとミラーの名前を変更
できます。これらの変更は、トランザクション・ログ (dblog) ユー

ティリティで行う変更と同じです。この文は、-gu オプションの設定

に応じて、ユーティリティ・データベースまたは別のデータベースと
接続しているときに実行できます。暗号化されたデータベースのトラ
ンザクション・ログまたはミラー・ログを変更する場合は、キーを指
定してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。また、このデータベースに他の接続がないこ

とが必要です。

REMOVE JAVA 文は、データベース内の Java が使用中でないときに

発行してください。

ALTER DATABASE UPGRADE  文は、Windows CE ではサポートされ

ません。

別途ライセンスを取得できるオプションが必要
データベース内の Java に関するコンポーネントには別途ライセンス

が必要です。インストールする場合はご注文ください。

このコンポーネントを注文するには、『SQL Anywhere Studio の紹介』 > 
「別途ライセンスが入手可能なコンポーネント」を参照してください。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE DATABASE 文」 403 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「アップグレード・ユー

ティリティ」
◆ 「CREATE STATISTICS 文」 475 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「トランザクション・ロ

グ・ユーティリティ」
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、Java オペレーションを実行できるようにデータベースを

アップグレードします。

ALTER DATABASE UPGRADE
JAVA ON

次の例は、asademo.db に関連するトランザクション・ログ・ファイル

名を newdemo.log に設定します。

ALTER DATABASE 'asademo.db'
MODIFY LOG ON 'newdemo.log'
325



ALTER DBSPACE 文
ALTER DBSPACE 文

説明 この文は、DB 領域またはトランザクション・ログ用に領域を割り付

ける場合、またはデータベース・ファイル名の変更時や移動時に使用
します。

構文 ALTER DBSPACE { dbspace-name | TRANSLOG | TEMPORARY  }
  { ADD number [ PAGES | KB | MB | GB | TB ]
 | RENAME filename-string }

パラメータ TRANSLOG   この特別な DB 領域名 TRANSLOG を指定して、トラン

ザクション・ログにディスク領域を事前に割り付けます。事前に割り
付けておくと、トランザクション・ログが急速に大きくなることが予
測される場合に、パフォーマンスを改善できます。たとえば、ビット
マップのような多量のバイナリ・ラージ・オブジェクト (BLOB) を処

理する場合、この機能を使用できます。

TEMPORARY   特別な DB 領域名 TEMPORARY を指定して、テンポ

ラリ DB 領域にスペースを追加します。テンポラリ DB 領域にスペー

スが追加されるとすぐに、追加のスペースは対応するテンポラリ・
ファイルで実体化されます。データベースのテンポラリ DB 領域に領

域を事前に割り付けると、大きなワーク・テーブルを使用する複雑な
クエリを実行する場合、パフォーマンスが向上します。

ADD 句   ALTER DBSPACE に ADD 句を指定して、DB 領域にディス

ク領域を事前に割り付けます。ページ、キロバイト (KB)、メガバイ

ト (MB)、ギガバイト (GB)、またはテラバイト (TB) 単位でサイズを指

定して、対応するデータベース・ファイルを拡張します。単位を指定
しない場合、デフォルトは PAGES です。データベースのページ・サ

イズはデータベースの作成時に決定されます。

領域が事前に割り付けられていない場合、データベース・ファイル
は、領域が必要になったとき、ページ・サイズが 1 K、2 K、4 K、8 K 
の場合は一度に約 256 K 拡張され、その他のページ・サイズの場合は

約 32 ページ拡張されます。領域を事前に割り付けると、多量のデー

タをロードする場合のパフォーマンスを改善でき、ファイル・システ
ム内でデータベース・ファイルの断片化を防ぐことができます。
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RENAME 句   メイン・ファイル以外のデータベース・ファイルを別

のファイル名に変更したり、別のディレクトリまたはデバイスに移動
したりする場合は、RENAME 句を指定した ALTER DBSPACE 文を使

用すると、Adaptive Server Anywhere にデータベース起動時に確実に新

しいファイルを検索させることができます。

メイン DB 領域の SYSTEM に RENAME 句を指定した ALTER 
DBSPACE を使用しても効果はありません。

使用法 それぞれのデータベースは 1 つまたは複数のファイルの中に保持され

ます。DB 領域は、各データベース・ファイルに関連付けられた論理

名を持つ追加ファイルであり、メイン・データベース・ファイル単独
では保持できないデータを格納するために使用されます。ALTER 
DBSPACE は、メイン・データベース ( ルート・ファイルとも呼ばれ

ます ) または追加の DB 領域を修正します。データベースの DB 領域

名は、SYSFILE システム・テーブルに保持されます。メイン・デー

タベース・ファイルの DB 領域名は SYSTEM です。

マルチファイル・データベースを起動すると、起動ラインまたは 
ODBC データ・ソースの記述が、Adaptive Server Anywhere にメイン・

データベース・ファイルの場所を知らせます。メイン・データベー
ス・ファイルは、システム・テーブルを保持しており、Adaptive 
Server Anywhere は、このシステム・テーブルを調べて他の DB 領域の

ロケーションを検索します。次に、Adaptive Server Anywhere は、検索

した各 DB 領域を開きます。

パーミッション DBA 権限が必要です。また、このデータベースに他のユーザがいな

いことが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE DBSPACE 文」 410 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「データベースの編集」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、SYSTEM の DB 領域サイズを 200 ページ増やします。
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ALTER DBSPACE system
ADD 200

次の例は、SYSTEM の DB 領域サイズを 400 MB 増やします。

ALTER DBSPACE system
ADD 400 MB

次の例は、system_2 の DB 領域に関連するファイル名を変更します。

ALTER DBSPACE system_2
RENAME 'e:¥db¥dbspace2.db'
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ALTER DOMAIN 文

説明 この文は、ユーザ定義のドメインまたはデータ型の名前を変更するた
めに使用します。この文を使用して、Java 型の名前を変更することは

できません。

構文 ALTER { DOMAIN | DATATYPE } user-type RENAME new-name

使用法 この文を実行すると、ユーザ定義のドメインまたはデータ型の名前が 
SYSUSERTYPE システム・テーブル内で更新されます。この文を使用

して、Java 型の名前を変更することはできません。

注意
ユーザ定義ドメインまたはデータ型を参照するプロシージャ、トリ
ガ、ビュー、またはイベントは再作成してください。再作成しない
と、引き続き古い名前が参照されます。

パーミッション DBA 権限があるか、ドメインを作成したデータベース・ユーザであ

ることが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 「CREATE DOMAIN 文」 414 ページ

「ドメイン」 95 ページ

『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ドメインの使い方」

標準と互換性 • SQL/92 ベンダ拡張。

•  SQL/99 ベンダ拡張。

• Sybase Adaptive Server Enterprise ではサポートされていませ

ん。

例 次の例は、Address ドメインの名前を MailingAddress に変更します。

ALTER DOMAIN Address RENAME MailingAddress
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ALTER EVENT 文

説明 この文は、イベントの定義、またはイベントに関連付けて定義済みア
クションを自動化するイベント・ハンドラの定義を変更するために使
用します。また、この文を使って、スケジュールされたアクションの
定義を変更することもできます。

構文 ALTER EVENT event-name
 [ DELETE TYPE | TYPE event-type ]
 {      WHERE { trigger-condition | NULL }
    | { ADD | MODIFY | DELETE } SCHEDULE schedule-spec
 }
 [ ENABLE | DISABLE ]
 [ [ MODIFY ] HANDLER compound-statement | DELETE HANDLER }

event-type :
   BackupEnd   | "Connect"
 | ConnectFailed  | DatabaseStart
 | DBDiskSpace | "Disconnect"
 | GlobalAutoincrement | GrowDB
 | GrowLog      | GrowTemp
 | LogDiskSpace   | "RAISERROR"
 | ServerIdle     | TempDiskSpace

trigger-condition :
 event_condition( condition-name ) { = | < | > | != | <= | >= } value

schedule-spec :
 [ schedule-name ]
    { START TIME start-time | BETWEEN start-time AND end-time }
    [ EVERY period { HOURS | MINUTES | SECONDS } ]
    [ ON { ( day-of-week, … ) | ( day-of-month, … ) } ]
    [ START DATE start-date ]

event-name | schedule-name :    identifier

day-of-week :        string

value | period | day-of-month :   integer

start-time | end-time :      time

start-date :         date
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パラメータ DELETE TYPE 句   イベントとイベント・タイプの関連付けを解除し

ます。イベント・タイプの説明については、『ASA データベース管理

ガイド』 > 「システム・イベントの選択」を参照してください。

ADD | MODIFY | DELETE SCHEDULE 句   スケジュールの定義を変

更します。1 つの ALTER EVENT 文で 1 つのスケジュールしか変更で

きません。

WHERE 句   WHERE NULL オプションは条件を削除します。

パラメータの説明については、「CREATE EVENT 文」 419 ページを参

照してください。

使用法 この文によって、CREATE EVENT で作成されたイベント定義を変更

することができます。この文は以下の目的に使用できます。

•    ALTER EVENT を使って開発時にイベント・ハンドラを変更でき

ます。

•    開発段階でトリガ条件やスケジュールを指定せずにイベント・

ハンドラを定義、テストし、イベント・ハンドラの完成後に 
ALTER EVENT を使って実行条件を追加することができます。

•    イベントを無効にすることにより、イベント・ハンドラを一時

的に無効にできます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「CREATE EVENT 文」 419 ページ
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ALTER FUNCTION 文

説明 この文を使用して、関数を修正します。新しい関数全体を ALTER 
FUNCTION 文にインクルードします。

構文 1 ALTER FUNCTION [ owner.]function-name
 function-definition

function-definition: 
 名前の後に続く CREATE FUNCTION 構文

構文 2 ALTER FUNCTION [ owner.]function-name SET HIDDEN

使用法 構文 1   ALTER FUNCTION 文の構文は、 初の 1 語を除き、CREATE 
FUNCTION 文の構文とまったく同じです。CREATE FUNCTION 文の

どちらのバージョンも変更できます。

関数に対する既存のパーミッションはそのまま維持されます。このた
め、パーミッションの再割り当ては必要ありません。DROP 
FUNCTION と CREATE FUNCTION を実行した場合は、実行パーミッ

ションを再び割り当ててください。

構文 2   SET HIDDEN を使用して、関連する関数定義にスクランブル

をかけ、解読できないようにします。この関数はアンロードして、他
のデータベースに再ロードできます。

この設定は、元に戻せません。
元のソースが再び必要な場合は、データベース外で保存してくださ
い。

SET HIDDEN を使用すると、ストアド・プロシージャ・デバッガを使

用したデバッグでも、プロシージャ・プロファイリングによっても、
関数定義は表示されません。

パーミッション 関数の所有者であるか、DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE FUNCTION 文」 432 ページ
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◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、関数、ト

リガ、ビューの内容を隠す」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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ALTER INDEX 文

説明 この文を使用して、インデックスまたは外部キーの名前を変更した
り、インデックスのクラスタ化された内容を変更したりします。

構文 ALTER { index-spec { rename-clause | cluster-clause }
 | foreign-key-spec { rename-clause | cluster-clause }
 | primary-key-spec cluster-clause }

index-spec :
 INDEX index-name ON [ owner.]table-name

foreign-key-spec :
 [ INDEX ] FOREIGN KEY role-name ON [ owner.]table-name

primary-key-spec :
 [ INDEX ] PRIMARY KEY ON [ owner.]table-name

rename-clause :
 RENAME [ AS | TO ] index-name

cluster-clause :
 CLUSTERED | NONCLUSTERED

パラメータ rename-clause   インデックスに新しい名前を指定します。

cluster-clause   インデックスを CLUSTERED と NONCLUSTERED の
どちらに変更するかを指定します。特定のテーブル上で 1 つのイン

デックスのみ、クラスタ化できます。

使用法 ALTER INDEX 文は、次の 2 つのタスクを実行します。

•    インデックスまたは外部キーの名前変更

•    インデックス・タイプをノンクラスタードからクラスタードに、

またはその逆に変更

ALTER INDEX 文は、インデックスのクラスタ指定の変更には使

用できますが、データの再編成はしません。また、特定のテー
ブル上で 1 つのインデックスのみ、クラスタ化できます。クラ

スタード・インデックスの詳細については、「CREATE INDEX 
文」 439 ページを参照してください。
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ローカル・テンポラリ・テーブル上では ALTER INDEX を使用してイ

ンデックスを変更できません。この文を使用してインデックスを変更
しようとすると、" インデックスが見つかりません。" エラーになり

ます。

パーミッション テーブル所有者であるか、テーブルに対する REFERENCES パーミッ

ションまたは DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット。Interactive SQL の [ 結果 ] ウィンドウ枠の [ 結果 ] タ
ブをクリアします。現在接続しているすべてのカーソルを閉じます。

参照 ◆ 「CREATE INDEX 文」 439 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、product テーブルのインデックス ix_prod_name の名前を 
ixProductName に変更します。

ALTER INDEX ix_prod_name ON product
RENAME TO ixProductName

次の文は、ix_prod_name をクラスタード・インデックスに変更しま

す。

ALTER INDEX ix_prod_name ON product
CLUSTERED
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ALTER PROCEDURE 文

説明 この文は、プロシージャを修正したり、Sybase Replication Server での

レプリケーションのプロシージャを有効にしたり無効にするために使
用します。新しいプロシージャ全体を ALTER PROCEDURE 文にイン

クルードします。

構文 1 ALTER PROCEDURE [ owner.]procedure-name
 procedure-definition

procedure-definition: 
 名前の後に続く CREATE PROCEDURE 構文

構文 2 ALTER PROCEDURE [ owner.]procedure-name
 REPLICATE { ON | OFF }

構文 3 ALTER PROCEDURE [ owner.]procedure-name SET HIDDEN

使用法 構文 1   ALTER PROCEDURE 文の構文は、 初の 1 語を除き、

CREATE PROCEDURE 文の構文とまったく同じです。CREATE 
PROCEDURE 文のどちらのバージョンも変更できます。

プロシージャに対する既存のパーミッションはそのまま維持されま
す。このため、パーミッションの再割り当ては必要ありません。
DROP PROCEDURE と CREATE PROCEDURE を実行した場合は、実

行パーミッションを再び割り当ててください。

構文 2   プロシージャが Sybase Replication Server によって他のサイト

にレプリケートされる場合は、プロシージャに REPLICATE ON を設

定します。

ALTER PROCEDURE 文の構文 2 には、sp_setreplicate または 
sp_setrepproc 'table' Adaptive Server Enterprise システム・プロシージャ

と同じ効果があります。

構文 3   SET HIDDEN を使用して、関連するプロシージャの定義にス

クランブルをかけ、解読できないようにします。このプロシージャは
アンロードして、他のデータベースに再ロードできます。

この設定は、元に戻せません。
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元のソースが再び必要な場合は、データベース外で保存してくださ
い。

SET HIDDEN を使用すると、ストアド・プロシージャ・デバッガを使

用したデバッグでも、プロシージャ・プロファイリングによっても、
プロシージャ定義は表示されません。

構文 2 と構文 1 を組み合わせることはできません。構文 3 は、構文 1 
とも構文 2 とも組み合わせることはできません。

パーミッション プロシージャの所有者であるか、DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、関数、ト

リガ、ビューの内容を隠す」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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ALTER PUBLICATION 文

説明 この文を使用して、パブリケーションを変更します。Mobile Link で
は、パブリケーションが Adaptive Server Anywhere リモート・データ

ベース内の同期データを識別します。SQL Remote では、統合データ

ベース内とリモート・データベース内の両方のレプリケートされた
データがパブリケーションによって識別されます。

構文 ALTER PUBLICATION [ owner.]publication-name alterpub-clause, …

alterpub-clause:
   ADD TABLE article-description
 | MODIFY TABLE article-description
 | { DELETE | DROP } TABLE [ owner.]table-name
 | RENAME publication-name

owner, publication-name, table-name : identifier

article-description :
 table-name [ ( column-name, … ) ]
 [ WHERE search-condition ]
 [ SUBSCRIBE BY expression ]

使用法 この文は、Mobile Link と SQL Remote にのみ適用されます。

ALTER PUBLICATION 文は、データベース内でパブリケーションを変

更します。パブリケーションでは、「アーティクル」が 1 つのテーブ

ルを表します。パブリケーションの変更とは、アーティクルの追加、
修正、削除、またはパブリケーションの名前の変更を意味します。
アーティクルを修正する場合は、そのアーティクル全体の仕様を入力
してください。

Mobile Link パブリケーションのオプションは、ALTER 
SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文または CREATE 
SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文の ADD OPTION 句で設定し

ます。

パーミッション DBA 権限を持っているか、パブリケーションの所有者であることが

必要です。文中で参照されるすべてのテーブルに対する排他アクセス
が必要です。

関連する動作 オートコミット
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参照 ◆ 「CREATE PUBLICATION 文」 459 ページ

◆ 「DROP PUBLICATION 文」 550 ページ

◆ 「ALTER SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 
Link]」 350 ページ

◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 
Link]」 478 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_add_article プロシー

ジャ」
◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_add_article_col プロ

シージャ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 次の文は、customer テーブルを pub_contact パブリケーションに追加

します。

ALTER PUBLICATION pub_contact
    ADD TABLE customer
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ALTER REMOTE MESSAGE TYPE 文 
[SQL Remote]

説明 この文は、特定のメッセージ・システム、または作成したメッセー
ジ・タイプに対する、パブリッシャのメッセージ・システム、または
パブリッシャのアドレスの変更に使用します。

構文 ALTER REMOTE MESSAGE TYPE message-system
 ADDRESS address

message-system: FILE | FTP | MAPI | SMTP | VIM

address: string

パラメータ message-system   SQL Remote がサポートするメッセージ・システムの 
1 つ。次のいずれかの値を指定します。

address   指定したメッセージ・システムに対して有効なアドレスを含

む文字列

使用法 この文は、指定したメッセージ・タイプでパブリッシャのアドレスを
変更します。

Message Agent は、サポートしているいずれかのメッセージ・リンク

を使用して、データベースから出力メッセージを送信します。抽出
ユーティリティは、リモート・データベースで GRANT 
CONSOLIDATE 文を実行するときにこのアドレスを使用します。

アドレスには、指定したメッセージ・システムに応じた、パブリッ
シャのアドレスを指定します。電子メール・システムの場合、アドレ
ス文字列には有効な電子メール・アドレスを指定します。ファイル共
有システムの場合、アドレス文字列には SQLREMOTE 環境変数で指

定されているディレクトリのサブディレクトリを指定します。
SQLREMOTE 環境変数でディレクトリが指定されていない場合は、

現在のディレクトリを指定してください。この設定は、リモート・
データベースで GRANT CONSOLIDATE 文を使って無効にできます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット
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参照 ◆ 「CREATE REMOTE MESSAGE TYPE 文 [SQL Remote]」 463
ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_remote_type プロ

シージャ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 次の文は、FILE メッセージ・リンクのパブリッシャのアドレスを 
new_addr に変更します。

CREATE REMOTE MESSAGE TYPE file
 ADDRESS 'new_addr'
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ALTER SERVER 文

説明 この文は、リモート・サーバの属性を変更するために使用します。

構文 ALTER SERVER server-name
 [ CLASS 'server-class' ]
 [ USING 'connection-info' ]
 [ CAPABILITY 'cap-name' { ON | OFF } ]
 [ CONNECTION CLOSE [ CURRENT | ALL |  connection-id

server-class :
   ASAJDBC | ASEJDBC
 | ASAODBC | ASEODBC
 | DB2ODBC | MSSODBC
 | ORAODBC | ODBC

connection-info :
 machine-name:port-number[/dbname ] | data-source-name

パラメータ CLASS 句   CLASS 句は、サーバのクラスを変更するために指定され

ます。

サーバ・クラスの詳細とサーバの設定方法については、『ASA SQL 
ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アクセスのサーバ・ク

ラス」を参照してください。

USING 句   USING 句は、サーバの接続情報を変更するために指定さ

れます。connection-info の詳細については、「CREATE SERVER 文」 
467 ページを参照してください。

CAPABILITY 句   CAPABILITY 句は、サーバの機能の ON と OFF を
切り替えます。サーバの機能は、システム・テーブル syscapability に
保管されています。サーバ機能の名前は、システム・テーブル 
syscapabilityname に保管されています。リモート・サーバからサーバ

への接続が確立されるまでは、syscapability テーブルにリモート・

サーバのエントリは含まれていません。 初の接続時に、Adaptive 
Server Anywhere が機能に関する問い合わせを行って、syscapability 
テーブルにエントリを設定します。後続の接続では、このテーブルか
らサーバの機能が取得されます。
342



     第 4 章   SQL 文
通常、サーバの機能を変更する必要はありません。クラス ODBC の
一般的なサーバの機能を変更しなければならない場合はあります。

CONNECTION CLOSE 句   ユーザがリモート・サーバへの接続を作

成した場合、リモート接続は、ユーザがローカル・データベースから
切断するまで閉じられません。CONNECTION CLOSE 句を使用する

と、リモート・サーバへの接続を明示的に閉じることができます。こ
の句は、リモート接続が非アクティブまたは不要になった場合に役立
ちます。

次の SQL 文は同等であり、リモート・サーバへの現在の接続を閉じ

ます。

ALTER SERVER server-name CONNECTION CLOSE

ALTER SERVER server-name CONNECTION CLOSE CURRENT

この構文を使用して、リモート・サーバへの ODBC 接続と JDBC 接続

の両方を閉じることができます。これらの文を実行するために DBA 
権限は不要です。

接続 ID を指定して特定のリモート ODBC 接続を切断すること、また

は ALL キーワードを指定してすべてのリモート ODBC 接続を切断す

ることができます。接続 ID または ALL キーワードを指定して JDBC 
接続を閉じようとすると、エラーが発生します。connection-id で指

定された接続が現在のローカル接続ではない場合、接続を閉じるには
ユーザに DBA 権限が必要です。

使用法 ALTER SERVER 文は、サーバの属性を変更します。これらの変更は、

次回リモート・サーバを接続するまでは有効になりません。

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

◆ 「DROP SERVER 文」 552 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アク

セスのサーバ・クラス」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アク

セスのトラブルシューティング」
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、Adaptive Server ase_prod  のサーバ・クラスを変更して、

Adaptive Server Anywhere に対するその接続が ODBC ベースになるよ

うにします。このデータ・ソース名は ase_prod です。

ALTER SERVER ase_prod
 CLASS 'ASEODBC'
 USING 'ase_prod'

次の例は、サーバ infodc の機能を変更します。

ALTER SERVER infodc
 CAPABILITY 'insert select' OFF

次の例は、リモート サーバ rem_test への接続をすべて閉じます。

ALTER SERVER rem_test
 CONNECTION CLOSE ALL

次の例は、リモート サーバ rem_test への、接続 ID が 142536 である接

続をすべて閉じます。

ALTER SERVER rem_test
 CONNECTION CLOSE 142536
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ALTER SERVICE 文

説明 この文を使用して Web サービスを変更します。

構文 1 ALTER SERVICE service-name
 [ TYPE 'DISH' ]
 [ GROUP { group-name | NULL } ]
 [ FORMAT { 'DNET' | 'CONCRETE' | 'XML' | NULL } ]
 [ common-attributes ]

構文 2 CREATE SERVICE service-name
 [ TYPE 'SOAP' ]
 [ FORMAT { 'DNET' | 'CONCRETE' | 'XML' | NULL } ]
 [ common-attributes ]
 [ AS statement ]

構文 3 CREATE SERVICE service-name
 [ TYPE { 'RAW' | 'HTML' | 'XML' } ]
 [ URL [ PATH ] { ON | OFF | ELEMENTS } ]
 [ common-attributes ]
 [ AS { statement | NULL } ]

common-attributes:
 [ AUTHORIZATION { ON | OFF } ]
 [ SECURE { ON | OFF } ]
 [ USER { user-name | NULL } ]

パラメータ service-name   変更するサービスを識別します。

service-type-string   サービスのタイプを識別します。リストされた

サービス・タイプのいずれかを指定します。デフォルト値はありませ
ん。

AUTHORIZATION 句   サービスに接続するときに、HTTP 基本認証

を通じてユーザ名とパスワードを指定する必要があるかどうかを決定
します。認証が OFF の場合、AS 句が必要となり、USER 句によって 
1 人のユーザが識別されます。そのユーザのアカウントとパーミッ

ションを使用して、すべての要求が実行されます。
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認証が ON の場合、すべてのユーザはユーザ名とパスワードを指定す

る必要があります。オプションとして、USER 句を使用しユーザ名ま

たはグループ名を指定することにより、ユーザに対しサービスの使用
許可を制限することもできます。ユーザ名が NULL の場合、既知の

ユーザはすべてサービスにアクセスできます。

デフォルト値は ON です。運用システムでは認証を ON にして実行す

ること。ユーザをグループに追加しサービス使用のパーミッションを
付与することをおすすめします。

SECURE 句   安全化されていない接続を受け入れるかどうかを示しま

す。ON は、HTTPS 接続のみを受け入れることを示します。HTTP 
ポートで受信されたサービス要求は、自動的に HTTPS ポートにリダ

イレクトされます。OFF に設定すると、HTTP 接続と HTTPS 接続の

両方を受け入れます。デフォルト値は OFF です。

USER 句   認証を無効にすると、このパラメータは必須となり、すべ

てのサービス要求を実行する際に使用されるユーザ ID が指定されま

す。認証を有効 ( デフォルト ) にすると、このオプション句は、サー

ビスへのアクセスを許可されるユーザまたはグループを識別します。
デフォルト値は NULL です。これによって、すべてのユーザにアクセ

スが付与されます。

URL 句   URI パスを受け入れるかどうか、受け入れる場合にはどのよ

うに処理するかを決定します。OFF は、URI 要求のサービス名の後に

何も指定する必要がないことを示します。ON は、URI の残りの部分

が URL という名前の変数の値として解釈されることを示します。

ELEMENTS は、URI パスの残りの部分が、スラッシュで、 大 10 の
要素からなるリストに分割されることを示します。値は、url という

名前の変数と 1 から 10 までの数値サフィックスに割り当てられます。

たとえば、 初の 3 つの変数名は、url1、url2、url3 です。指定される

値の数が 10 より少ない場合、残りの変数は NULL に設定されます。

サービス名が / で終わる場合、URL を OFF に設定する必要がありま

す。デフォルト値は OFF です。

GROUP 句   DISH サービスにだけ適用されます。DISH サービスがど

の SOAP サービスを公開するかを制御する共通プレフィクスを指定し

ます。たとえば、GROUP xyz を指定すると、SOAP サービス xyz/
aaaa、xyz/bbbb、または xyz/cccc のみ公開され、abc/aaaa または 
xyzaaaa は公開されません。グループ名が指定されていない場合、
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DISH サービスはデータベース内のすべての SOAP サービスを公開し

ます。SOAP サービスは、複数の DISH サービスによって公開される

場合があります。サービス名で使用できる文字と同じ文字をグループ
名に使用できます。

FORMAT 句   DISH および SOAP サービスにだけ適用されます。

.NET や Java JAX-RPC などのさまざまなタイプの SOAP クライアント

と互換性のある出力フォーマットを生成します。SOAP サービスの

フォーマットが指定されていない場合、フォーマットはサービスの 
DISH サービス宣言から継承されます。DISH サービスでもフォーマッ

トが宣言されていない場合、デフォルトは、.NET クライアントと互

換性のある DNET です。フォーマットを宣言しない SOAP サービス

は、それぞれ異なる FORMAT タイプを持つ複数の DISH サービスを

定義して、別のタイプの SOAP クライアントで使用できます。

statement   statement が NULL の場合、実行する statement を URI で指

定する必要があります。そうしないと、指定された SQL 文しかサー

ビスを使って実行されません。SOAP サービスには statement が必要で

すが、DISH サービスには必要ありません。デフォルト値は (NULL) 
です。

運用システムで実行するすべてのサービスに statement を定義するこ

とを強くおすすめします。認証が有効になっている場合のみ、
statement に NULL が指定できます。

フォーマット・タイ
プ

•    DNET   .NET SOAP クライアントに使用する Microsoft DataSet 
フォーマット。DNET はデフォルトの FORMAT 値であり、バー

ジョン 9.0.2 より前で使用できた唯一のフォーマットです。

•    CONCRETE   プラットフォームに依存しない DataSet フォー

マットであり、JAX-RPC などのクライアント、または返される

データ構造のフォーマットに基づいてインタフェースを自動的
に生成するクライアントで使用します。このフォーマット・タ
イプを指定すると、WSDL 内の ASADataset 要素が公開されま

す。この要素は、結果セットを、それぞれカラム要素の配列を
含むローの配列から構成されるローセットの包含階層として記
述します。
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•    XML   単純な XML 文字列フォーマット。XML パーサに渡すこ

とのできる文字列として DataSet が返されます。このフォーマッ

トは、SOAP クライアント間で も移植が簡単です。

サービス・タイプ •    RAW   結果セットがフォーマットされずにクライアントに送ら

れます。要求されたタグをプロシージャ内で明示的に生成する
ことによって、フォーマットされた文書を作成できます。

•    HTML   文またはプロシージャの結果セットは、テーブルを格

納する HTML ドキュメントに自動的にフォーマットされます。

•    XML   結果セットは XML として返されます。結果セットがすで

に XML の場合、それ以上フォーマットは適用されません。

XML 以外の場合は、自動的に XML としてフォーマットされま

す。効果は、SELECT 文で FOR XML RAW 句を使用した場合と

同様です。

•    SOAP   結果セットは、SOAP 応答として返されます。データの

フォーマットは、FORMAT 句によって決定されます。SOAP 
サービスへの要求は、単純な HTTP 要求ではなく有効な SOAP 
要求である必要があります。SOAP 標準の詳細については、

www.w3.org/TR/SOAP を参照してください。

•    DISH   DISH サービス (SOAP ハンドラを決定 ) は、GROUP 句で

識別される SOAP サービスのプロキシとして機能し、これらの

各 SOAP サービスに対して WSDL (Web Services Description 
Language) ファイルを生成します。

使用法 ALTER SERVICE 文を使用すると、データベース・サーバは Web サー

バとして動作します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE SERVICE 文」 470 ページ , 「DROP SERVICE 文」 553
ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 Web サーバをすばやく設定するには、-xs スイッチを使用してデータ

ベース・サーバを起動し、次の文を実行します。

CREATE SERVICE tables TYPE 'XML'

ALTER SERVICE tables
    AUTHORIZATION OFF
    USER DBA
    AS SELECT *
       FROM SYS.SYSTABLE

これらの文を実行したら、Web ブラウザを使用して URL http://
localhost/tables を開きます。
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ALTER SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 
[Mobile Link]

説明 この文を使用して、Adaptive Server Anywhere リモート・データベース

で、Mobile Link ユーザによるパブリケーションへのサブスクリプ

ションのプロパティを変更します。

構文 ALTER SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
 TO publication-name
 [ FOR ml_username, …  ]
 [ TYPE protocol ]
 [ ADDRESS protocol-options ]
 [ ADD OPTION option=value, … ]
 [ MODIFY OPTION option=value, … ]
 [ DELETE { ALL OPTION | OPTION option, … } ]

ml_username: identifier

protocol-type: http | https |  https_fips |tcpip | ActiveSync

protocol-options: string

value: string | integer

パラメータ TO 句   パブリケーション名を指定します。

FOR 句   1 つ以上の Mobile Link ユーザ名を指定します。

FOR 句を省略すると、パブリケーションに対するプロトコル・タイ

プ、プロトコル・オプション、拡張オプションが設定されます。

異なるロケーションで指定されるオプションを dbmlsync が処理する

方法については、『Mobile Link クライアント』 > 「拡張オプションと

接続パラメータの優先順位」を参照してください。

TYPE 句   同期に使用するネットワーク・プロトコルを指定します。

デフォルトのプロトコルは tcpip です。

通信プロトコルの詳細については、『Mobile Link クライアント』 > 
「CommunicationType (ctp) 拡張オプション」を参照してください。
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ADDRESS 句   Mobile Link 同期サーバのロケーションを含むネット

ワーク・プロトコル・オプションを指定します。

プロトコル・オプションの完全なリストについては、『Mobile Link ク
ライアント』 > 「CommunicationAddress (adr) 拡張オプション」を参照

してください。

ADD OPTION、MODIFY OPTION、DELETE OPTION、DELETE 
ALL OPTION 句   拡張オプションの追加、修正、削除、すべての削

除ができます。それぞれの句に、オプションは 1 つしか指定できませ

ん。

各オプションの値に、"="、","、";" の記号は使用できません。

オプションの完全なリストについては、『Mobile Link クライアント』 > 
「dbmlsync 拡張オプション」を参照してください。

使用法 この文を使用して、Mobile Link リモート・データベースまたはリ

ファレンス・データベース内で、同期サブスクリプションを変更しま
す。

パーミッション DBA 権限が必要です。パブリケーションで参照されるすべてのテー

ブルへの排他アクセスが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE PUBLICATION 文」 459 ページ

◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile Link]」 481
ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 sales パブリケーションについて、デフォルトのサブスクリプション

値を含むデフォルトのサブスクリプションを作成します (FOR 句は省

略します )。Mobile Link 同期サーバのアドレスを指定し、Certicom 
ルート証明書だけが信頼されるように指定します。
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CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
    TO sales_publication
    ADDRESS 'host=test.internal;port=2439;
       security=ecc_tls'
    OPTION memory='2m';

sales パブリケーションに対して、Mobile Link ユーザ ml_user1 のサブ

スクリプションを作成します。メモリ・オプションを、デフォルトの
パブリケーションで指定される値ではなく 3 MB に設定します。

CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
    TO sales_publication
    FOR 'ml_user1'
    OPTION memory='3m';
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ALTER SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile 
Link]

説明 この文を使用して、Adaptive Server Anywhere リモート・データベース

で Mobile Link ユーザのプロパティを変更します。

構文 ALTER SYNCHRONIZATION USER ml_username
 [ TYPE protocol-type ]
 [ ADDRESS protocol-options ]
 [ ADD OPTION option=value, … ]
 [ MODIFY OPTION option=value, … ]
 [ DELETE { ALL OPTION | OPTION option } ]

ml_username: identifier

protocol-type: http | https | https_fips | tcpip | ActiveSync

protocol-options: string

value: string | integer

パラメータ TYPE 句   同期に使用するネットワーク・プロトコルを指定します。

通信プロトコルの詳細については、『Mobile Link クライアント』 > 
「CommunicationType (ctp) 拡張オプション」を参照してください。

ADDRESS 句   Mobile Link 同期サーバのロケーションを含むネット

ワーク・プロトコル・オプションを指定します。

プロトコル・オプションの完全なリストについては、『Mobile Link ク
ライアント』 > 「CommunicationAddress (adr) 拡張オプション」を参照

してください。

ADD OPTION、MODIFY OPTION、DELETE OPTION、DELETE 
ALL OPTION 句   拡張オプションの追加、修正、削除、すべての削

除ができます。それぞれの句に、オプションは 1 つしか指定できませ

ん。

オプションの完全なリストについては、『Mobile Link クライアント』 > 
「dbmlsync 拡張オプション」を参照してください。
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使用法 この文を使用して、Mobile Link リモート・データベース内で同期

ユーザのプロパティを変更します。

パーミッション DBA 権限が必要です。パブリケーションで参照されるすべてのテー

ブルへの排他アクセスが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「ALTER SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 
Link]」 350 ページ

◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile Link]」 481
ページ

◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 
Link]」 478 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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ALTER TABLE 文

説明 この文は、テーブル定義を修正したり、テーブルの Replication Server 
レプリケーションを有効にするために使用します。

構文 1 ALTER TABLE [ owner.]table-name
 { add-clause | modify-clause | drop-clause | rename-clause }

add-clause :
    ADD { column-definition | table-constraint }
 | { ADD PCTFREE integer | PCTFREE DEFAULT }

modify-clause :
   MODIFY column-definition
 | MODIFY column-name { DEFAULT default-value
    | [ NOT ] NULL
    | [ CONSTRAINT constraint-name ]
          CHECK { NULL |  ( new-condition ) } }
 | ALTER column-name  column-modification
 | ALTER constraint-name CHECK ( new-condition )

drop-clause :
 { DELETE | DROP }{
     column-name
    | CONSTRAINT constraint-name
    | CHECK
    | UNIQUE ( column-name, … )
    | PRIMARY KEY
    | FOREIGN KEY role-name }

rename-clause :
   RENAME  new-table-name
 | RENAME column-name TO new-column-name
 | RENAME constraint-name TO new-constraint-name

column-definition :
 column-name data-type [ [ NOT ] NULL ] [ DEFAULT default-value ] [ 
column-constraint … ]

table-constraint :
 [ CONSTRAINT constraint-name ] {  UNIQUE ( column-name, … )
    | PRIMARY KEY [ CLUSTERED ] ( column-name, … )
    | foreign-key-constraint
    | CHECK ( condition ) }
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column-constraint :
 [ CONSTRAINT constraint-name ] {  UNIQUE
   | PRIMARY KEY
   | REFERENCES table-name
       [ ( column-name ) ] [ actions ] [ CLUSTERED ]
   | CHECK ( condition ) }
 | COMPUTE ( expression )

column-modification :
   SET DEFAULT default-value
 | DROP DEFAULT
 | ADD [ CONSTRAINT column-constraint-name ] CHECK ( condition )
 | { DELETE | DROP } CONSTRAINT column-constraint-name
 | { DELETE | DROP } CHECK
 | SET COMPUTE ( expression )
 | DROP COMPUTE

default-value :
  special-value
 | string
 | global variable
 | [ - ] number
 | ( constant-expression )
 | built-in-function( constant-expression )
 | AUTOINCREMENT
 | GLOBAL AUTOINCREMENT [ ( partition-size ) ]
 | NULL
 | TIMESTAMP
 | UTC TIMESTAMP
 | LAST USER
 | USER

special-value:
 CURRENT { DATABASE | DATE
    | REMOTE USER | TIME
    | TIMESTAMP | UTC TIMESTAMP
    | USER | PUBLISHER }

foreign-key-constraint :
 [ NOT NULL ] FOREIGN KEY [ role-name ] [ (column-name, … ) ]
 REFERENCES table-name [ (column-name, … ) ] [ actions ]
 [ CHECK ON COMMIT ] [ CLUSTERED ]

actions :
 [ ON UPDATE action ] [ ON DELETE action ]
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action :
 CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | RESTRICT

構文 2 ALTER TABLE [ owner.]table-name REPLICATE { ON | OFF }

パラメータ add-clause   テーブルに新しいカラム制約またはテーブル制約を追加

します。詳細については、以下を参照してください。

modify-clause   1 つのカラム制約を変更します。詳細については、以

下を参照してください。

drop-clause   カラム制約またはテーブル制約を削除します。詳細につ

いては、以下を参照してください。

rename-clause   テーブル名、カラム名、制約名を変更します。詳細に

ついては、以下を参照してください。

ADD column-definition   テーブルに新しいカラムを追加します。

カラムにデフォルト値がある場合は、新しいカラムのすべてのローに
そのデフォルト値が移植されます。

Adaptive Server Anywhere は、NULL 値を含めることができるカラムの

作成を 適化します。 初のカラムに NULL 値を含められるようにす

ることにより、同様のカラム 8 つ分の領域を割り付け、8 カラムすべ

てを初期化して NULL にします ( これには余分な記憶領域は必要あり

ません )。したがって、追加された 7 つのカラムには、テーブルの

ローに対する変更は必要ありません。9 つ目のカラムを追加すると、

別の 8 つ分のカラム領域が割り付けられ、テーブルの各ローが修正さ

れて、追加の領域を割り付けます。

ADD table-constraint   テーブルに制約を追加します。テーブル制約の

詳細については、「CREATE TABLE 文」 484 ページを参照してくださ

い。

PRIMARY KEY を指定する場合、テーブルは CREATE TABLE 文また

は別の ALTER TABLE 文が作成したプライマリ・キーを持っていては

いけません。

オプションの制約名を使用すると、テーブル全体の制約を修正するこ
となく、後で個々の制約を修正したり削除したりできます。
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テーブルの検査制約は FALSE が返された場合にのみエラーとなりま

す。戻り値が UNKNOWN の場合は変更できます。

PCTFREE   各テーブル・ページに確保する空き領域の割合を指定し

ます。空き領域は、データが更新されたときにローのサイズが増えた
場合に使用されます。テーブル・ページに空き領域がない場合は、
ページのローのサイズが増えるたびに、ローを複数のテーブル・ペー
ジに分割することが必要になり、ローの断片化が発生します。また、
パフォーマンス低下の可能性があります。

空き領域のパーセンテージを 0 に指定すると、各ページに空き領域を

残さず、完全にパックします。空き領域のパーセントを高い値に設定
すると、各ローは単独でページに挿入されます。PCTFREE を設定し

ない場合、または DEFAULT を指定した場合、各ページに 200 バイト

が確保されます。

PCTFREE を設定すると、テーブル・ページに対するそれ以降のすべ

ての挿入操作で、新しい値が使用されます。しかし、すでに挿入済み
であったローは影響を受けません。設定した値は、変更するかテーブ
ルを削除するまで保持されます。

PCTFREE は、ベース・テーブル、グローバル・テンポラリ・テーブ

ル、またはローカル・テンポラリ・テーブルに対して指定できます。
ローカル・テンポラリ・テーブル以外の PCTFREE の値は、

SYSATTRIBUTE システム・テーブルに格納されます。

詳細については、「SYSATTRIBUTE システム・テーブル」 814 ページ

を参照してください。

MODIFY column-definition   テーブルの既存のカラムの長さまたは

データ型を変更します。NOT NULL を指定すると、指定されたカラ

ムに NOT NULL 制約が追加されます。指定しないと、カラムに対す

る NOT NULL 制約は変更されません。必要に応じて、変更されるカ

ラムのデータを新しいデータ型に変換します。変換エラーが発生する
と、操作は失敗となり、テーブルは変更されません。

MODIFY 句を使用し、カラムを変更して計算カラムを作ることはで

きません。計算カラムは、ADD、DELETE ／ DROP、または ALTER 
句を使用した追加、削除、または変更のみできます。
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インデックス、制約、またはキーの削除
カラムに一意性制約、外部キー、またはプライマリ・キーが設定され
ている場合は、制約またはキーを削除してからカラムを修正してくだ
さい。プライマリ・キーを削除すると、テーブルを参照するすべての
外部キーも削除されます。

テーブルまたはカラムの制約は MODIFY ( 変更 ) できません。制約を

変更するには、古い制約を DELETE ( 削除 ) し、新しい制約を ADD (
追加 ) します。

MODIFY column-name DEFAULT default-value   テーブルの既存カラ

ムのデフォルト値を変更します。カラムからデフォルト値を削除する
には、DEFAULT NULL を指定します。デフォルト値を変更しても、

テーブル内の既存の値は変更されません。

ALTER column-name column-modification   カラムの定義を変更しま

す。許可される修正は、次のとおりです。

• SET DEFAULT default-value テーブルの既存カラムのデフォ

ルト値を変更します。このタスクには MODIFY 句を使用する

こともできます。ただし、ALTER は SQL/92 に準拠していま

すが、MODIFY は準拠していません。デフォルト値を変更し

ても、テーブル内の既存の値は変更されません。

• DROP DEFAULT テーブルの既存カラムからデフォルト値を

削除します。このタスクには MODIFY 句を使用することもで

きます。ただし、ALTER は SQL/92 に準拠していますが、

MODIFY は準拠していません。デフォルト値を削除しても、

テーブル内の既存の値は変更されません。

• ADD 指定された制約または CHECK 条件をカラムに追加しま

す。新しい制約または条件は、定義された後のテーブル操作
にのみ適用されます。テーブルの既存値に対して、新しい制
約または条件を満たすかどうかは検証されません。

• CONSTRAINT column-constraint-name オプションのカラム

制約名を使用すると、カラム制約全体を修正することなく、
後で個々の制約を修正したり削除したりできます。
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• SET COMPUTE (expression) 計算カラムに対応する式を変更

します。この文を実行すると、カラムの値が再計算されます。
新しい式が無効な場合、この文は失敗します。

• DROP COMPUTE 計算カラムを非計算カラムに変更します。

この文はテーブル内の既存の値を変更しません。

MODIFY column-name [ NOT ] NULL   カラムに対する NOT NULL 制
約を変更し、カラム内で NULL 値の使用を許可または禁止します。

MODIFY column-name CHECK NULL   カラムに対する検査制約を削

除します。この文は、5.0 より前のリリースで作成したデータベース

では使用できません。

MODIFY column-name CHECK (condition)   カラムに対する既存の検

査条件を指定された条件に置き換えます。この文は、5.0 より前のリ

リースで作成したデータベースでは使用できません。

DELETE column-name   テーブルからカラムを削除します。カラムが

インデックス、一意性制約、外部キー、またはプライマリ・キーに含
まれている場合は、インデックス、制約またはキーを削除してからカ
ラムを削除してください。このようにするとカラムを参照する 
CHECK 制約は削除されません。

DELETE constraint-name   テーブル定義から指定された制約を削除し

ます。

DELETE CHECK   テーブルに対するすべての検査制約を削除しま

す。テーブル検査制約とカラム検査制約の両方が対象となります。

DELETE UNIQUE (column-name, …)   該当テーブルの一意性制約を

削除します。この一意性約を参照する外部キー ( プライマリ・キーで

はなく ) も削除します。

DELETE PRIMARY KEY   該当テーブルに対するプライマリ・キー

制約を削除します。このテーブルのプライマリ・キーを参照するすべ
ての外部キーも削除します。

DELETE FOREIGN KEY role-name   指定した役割名を持つ該当テー

ブルに対する外部キー制約を削除します。
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RENAME new-table-name   テーブルの名前を new-table-name に変更

します。古いテーブル名を使用しているアプリケーションを修正する
必要があることに注意してください。古いテーブル名を自動的に割り
当てられた外部キーは、名前を変更しません。

RENAME column-name TO new-column-name   カラムの名前を new-
column-name に変更します。古いカラム名を使用しているアプリ

ケーションを修正する必要があることに注意してください。

使用法 構文 1   ALTER TABLE 文は、以前作成したテーブルのテーブル属性 (
カラム定義、制約 ) を変更します。構文としては一連の変更句が使え

ますが、1 つの ALTER TABLE 文の中では 1 つのテーブル制約または

カラム制約しか追加、修正、削除できないことに注意してください。
テーブルの追加と修正の両方を 1 つの文で実行することはできませ

ん。

ローカル・テンポラリ・テーブル上では ALTER TABLE を使用できま

せん。

ALTER TABLE は、文が他の接続で現在使用中のテーブルに影響する

ときには防止されます。ALTER TABLE には時間がかかり、サーバ

は、文の処理中にそのテーブルを参照する処理ができません。

CLUSTERED オプションの使い方の詳細については、『ASA SQL ユー

ザーズ・ガイド』 > 「クラスタード・インデックスの使用」を参照し

てください。

5.0 より前のバージョンでは、すべてのテーブルとカラム制約は単一

のテーブル制約に含まれていました。結果として、これらのデータ
ベースでは、カラム上の個々の制約を MODIFY column-name CHECK 
NULL 句を使って削除できませんし、MODIFY column-name CHECK 
(condition) 句を使って置き換えることもできません。これらの文を使

うには、全テーブル制約を削除し、MODIFY column-name CHECK 
(condition) 句を使って制約を追加し直してください。この時点で、

MODIFY CHECK を使用できます。

構文 2   テーブルに REPLICATE ON があるとき、テーブルに対するす

べての変更はレプリケーションのために Replication Server に送信され

ます。Replication Server のレプリケーション定義は、どのテーブルの

変更が他のサイトに送信されたかを決定するために使用されます。こ
れ以降では構文 1 を説明します。
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パーミッション 次のいずれかであることが必要です。

•    テーブルの所有者

•    DBA 権限を持つユーザ

•    テーブルに対する ALTER パーミッションを付与されたユーザ

•    ALTER TABLE には、テーブルへの排他的アクセスが必要です。

グローバル・テンポラリ・テーブルは、このテンポラリ・テーブルを
参照したすべてのユーザが切断されるまで変更できません。

関連する動作 オートコミット

MODIFY と DELETE (DROP) オプションは現在の接続しているすべて

のカーソルを閉じます。

チェックポイントは ALTER TABLE オペレーションの開始時に実行さ

れます。

カラムまたはテーブルを変更すると、変更を加えたカラムを参照する
ストアド・プロシージャ、ビュー、その他のアイテムは動作しなくな
ります。

宣言されたカラムの長さを変更した場合、そのカラムの統計は削除さ
れます。

参照 ◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「SQL データ型」 63 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「テーブルの変更」

◆ 「特別値」 39 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「テーブル制約とカラム制

約の使い方」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 

「ALLOW_NULLS_BY_DEFAULT オプション [ 互換性 ]」

標準と互換性 •    SQL/92   中級レベル機能。MODIFY は SQL/92 に準拠していま

せん。
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•    SQL/99   ADD COLUMN はコア機能です。他の句は、ベンダ拡

張または SQL/99 への特定の名前付き拡張の実装です。

•    Sybase   一部の句が Adaptive Server Enterprise でサポートされて

います。

例 次の例は、従業員が勤めている事務所を示す新しいカラムを、
employee テーブルに追加します。

ALTER TABLE employee
 ADD office CHAR(20) DEFAULT 'Boston'

次の例は、employee テーブルから office カラムを削除します。

ALTER TABLE employee
 DELETE office

customer テーブルの address カラムは、現在 35 文字まで保持できま

す。 大 50 文字まで保持できるようにするには、次のように入力し

ます。

ALTER TABLE customer
 MODIFY address CHAR(50)

次の例は、customer テーブルにカラムを追加して、各顧客に販売担当

を割り当てます。

ALTER TABLE customer
 ADD sales_contact INTEGER
 REFERENCES employee (emp_id)
 ON UPDATE CASCADE
 ON DELETE SET NULL

この外部キーは、カスケード更新で構成され、削除される時に NULL 
が設定されます。従業員がその従業員 ID を変更すると、カラムが更

新してこの変更を反映します。従業員が会社を辞めて、従業員 ID が
削除されると、カラムは NULL に設定されます。
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ALTER TRIGGER 文

説明 この文は、トリガの定義を修正したものに置き換える場合に使用しま
す。

新しいトリガの定義全体を ALTER TRIGGER 文にインクルードしま

す。

構文 1 ALTER TRIGGER trigger-name trigger-definition

trigger-definition: 
 トリガ名の後に続く CREATE TRIGGER 構文

構文 2 ALTER TRIGGER trigger-name ON [owner.] table-name SET HIDDEN

使用法 構文 1   ALTER TRIGGER 文の構文は、 初の 1 語を除き、CREATE 
TRIGGER 文の構文とまったく同じです。trigger-definition の詳細につ

いては、「CREATE TRIGGER 文」 500 ページと 「CREATE TRIGGER 
文 [T-SQL]」 509 ページ を参照してください。

Transact-SQL 形式と Watcom-SQL 形式のどちらの CREATE TRIGGER 
構文も使用できます。

構文 2   SET HIDDEN を使用して、関連するトリガの定義にスクラン

ブルをかけ、解読できないようにします。このトリガはアンロードし
て、他のデータベースに再ロードできます。

この設定は、元に戻せません。
元のソースが再び必要な場合は、データベース外で保存してくださ
い。

SET HIDDEN を使用すると、ストアド・プロシージャ・デバッガを使

用したデバッグでも、プロシージャ・プロファイリングによっても、
トリガ定義は表示されません。

パーミッション トリガを定義するテーブルの所有者であるか、DBA 権限またはテー

ブルに対する ALTER パーミッションが必要であり、さらに 
RESOURCE 権限が必要です。
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関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE TRIGGER 文」 500 ページ

◆ 「CREATE TRIGGER 文 [T-SQL]」 509 ページ

◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、関数、ト

リガ、ビューの内容を隠す」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
365



ALTER VIEW 文
ALTER VIEW 文

説明 この文は、ビューの定義を修正したものに置き換える場合に使用しま
す。SET HIDDEN または RECOMPILE が使用されている場合、

ビュー定義は指定されません。

構文 1 ALTER VIEW
 [ owner.]view-name [ ( column-name, … ) ] AS select-statement
 [ WITH CHECK OPTION ]

構文 2 ALTER VIEW
 [ owner.]view-name { SET HIDDEN | RECOMPILE }

使用法 構文 1   ALTER VIEW 文の構文は、 初の 1 語を除き、CREATE 
VIEW 文の構文とまったく同じです。ALTER VIEW 文により、

CREATE VIEW 文の内容全体が ALTER VIEW 文の内容と置き換えら

れます。ビューに対する既存のパーミッションはそのまま維持されま
す。このため、パーミッションの再割り当ては必要ありません。
ALTER VIEW の代わりに DROP VIEW と CREATE VIEW を使用した

場合は、ビューに対するパーミッションの再割り当ては必要ありませ
ん。

構文 2   SET HIDDEN を使用して、関連するビューの定義にスクラン

ブルをかけ、解読できないようにします。このビューはアンロードし
て、他のデータベースに再ロードできます。

この設定は、元に戻せません。
元のソースが再び必要な場合は、データベース外で保存してくださ
い。

SET HIDDEN を使用すると、ストアド・プロシージャ・デバッガを使

用したデバッグでも、プロシージャ・プロファイリングによっても、
ビュー定義は表示されません。

RECOMPILE 句は、既存のビューのカラム定義を再作成するために使

用されます。ビューのベースとなっているテーブルが更新された場合
は、RECOMPILE を使用してビュー定義を更新できます。
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RECOMPILE は、データベースの再構築時にビュー定義を更新するた

めに sa_recompile_views システム・プロシージャによっても使用され

ます。

詳細については、「sa_recompile_views システム・プロシージャ」 983
ページを参照してください。

警告
ビューを定義する SELECT 文にアスタリスク (*) が含まれていた場

合、ビュー内のカラム数は、基本となるテーブルでカラムが追加また
は削除された場合に変化することがあります。ビュー・カラムの名前
とデータ型も変化する場合があります。

キーワードとオプションの詳細については、「CREATE VIEW 文」 513
ページを参照してください。

パーミッション ビューの所有者であるか、DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

すべてのプロシージャとトリガがメモリからアンロードされるため、
元のビューを参照するプロシージャやトリガには新しいビュー定義が
反映されます。ビューを頻繁に変更すると、プロシージャとトリガの
アンロードとロードによってパフォーマンスが低下することがありま
す。

参照 ◆ 「CREATE VIEW 文」 513 ページ

◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、関数、ト

リガ、ビューの内容を隠す」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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ALTER WRITEFILE 文 ( 旧式 )

説明 この文は、ライト・ファイルが参照する読み込み専用データベース・
ファイルの名前を変更する場合に使用します。

使用されなくなった文
ライト・ファイルは推奨されなくなりました。

構文 ALTER WRITEFILE write-file-name
 REFERENCES db-file-name [ KEY key ]

write-file-name | db-file-name :    string

使用法 ALTER WRITEFILE 文は、ライト・ファイルが参照する読み込み専用

データベース・ファイルの名前を変更します。データベース・ファイ
ルをあるディレクトリから別のディレクトリへ移動すると、この文を
使用してライト・ファイルを新しいロケーションへポイントできま
す。

データベース・ファイルのパス名は、データベース・サーバの起動時
における現在のディレクトリを基準にします。

文字列における円記号のエスケープの詳細については、「文字列」 10
ページを参照してください。

パーミッション この文を実行するのに必要なパーミッションは、サーバ・コマンド・
ラインで -gu オプションを使用して設定します。デフォルトの設定で

は、DBA 権限が必要です。

高度に暗号化されたデータベースのライト・ファイルを変更する場合
は、KEY 値を指定する必要があります。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE WRITEFILE 文 ( 旧式 )」 515 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ライト・ファイル・ユー

ティリティ ( 旧式 )」
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◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ライト・ファイルの処理 
( 旧式 )」

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ユーティリティ・データ

ベースの使用」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DatabaseKey 接続パラ

メータ [DBKEY]」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、データベース・ファイル h:¥readonly.db を指すように既存

のライト・ファイル c:¥readwrite.wrt を変更します。

ALTER WRITEFILE 'c:¥¥readwrite.wrt'
 REFERENCES 'h:¥¥readonly.db'
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BACKUP 文

説明 この文は、データベースとトランザクション・ログをバックアップす
るために使用します。

構文 1 ( イメージの

バックアップ )
BACKUP DATABASE

 DIRECTORY backup-directory
 [ WAIT BEFORE START ]
 [ WAIT AFTER END ]
 [ DBFILE ONLY ]
 [ TRANSACTION LOG ONLY ]
 [ TRANSACTION LOG RENAME [ MATCH ] ]
 [ TRANSACTION LOG TRUNCATE ]
 [ ON EXISTING ERROR ]
 [ HISTORY { ON | OFF } ]

backup-directory : { string | variable }

構文 2 ( アーカイブ

のバックアップ )
BACKUP DATABASE TO archive-root

 [ WAIT BEFORE START ]
 [ WAIT AFTER END ]
 [ DBFILE ONLY ]
 [ TRANSACTION LOG ONLY ]
 [ TRANSACTION LOG RENAME [ MATCH ] ]
 [ TRANSACTION LOG TRUNCATE ]
 [ ATTENDED { ON | OFF } ]
 [ WITH COMMENT comment string ]
 [ HISTORY { ON | OFF } ]

archive-root :  { string | variable }

comment-string :   string

パラメータ backup-directory   バックアップ・ファイルを作成するディスク上の

ロケーション。サーバ起動時の現在のディレクトリを基準に指定しま
す。このディレクトリが存在しない場合は作成されます。ディレクト
リとして空の文字列を指定して、ログをコピーせずに名前を変更した
り、トランケートすることができます。

WAIT BEFORE START 句   この句を指定すると、データベースの

バックアップ・コピーにはリカバリに必要な情報は含まれません。特
に、各接続のロールバック・ログが空になります。
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この句を指定してバックアップを実行すると、データベースのバック
アップ・コピーを読み取り専用で開始し、検証できます。バックアッ
プ・データベースの検証を有効にすることにより、ユーザがデータ
ベースの追加コピーを作成することを防止できます。

WAIT AFTER END 句   この句は、トランザクション・ログの名前変

更またはトランケートを行う場合に使用します。この句を指定する
と、すべてのトランザクションが完了してから、ログの名前変更また
はトランケートが行われます。この句が使用されている場合、バック
アップは、開いているトランザクションを他の接続がコミットまたは
ロールバックするまで待機します。

DBFILE ONLY 句   この句は、メイン・データベース・ファイルと関

連する DB 領域のバックアップ・コピーを作成するのに使用されま

す。トランザクション・ログはコピーされません。

TRANSACTION LOG ONLY 句   この句は、トランザクション・ログ

のバックアップ・コピーを作成するのに使用します。他のデータベー
ス・ファイルはコピーされません。

TRANSACTION LOG RENAME [MATCH] 句   この句を指定すると、

サーバによって、バックアップの完了時に現在のトランザクション・
ログの名前が変更されます。コピーの変更後の名前は、
YYMMDDnn.log 形式の名前になります。MATCH キーワードを省略す

ると、ログのバックアップ・コピーの名前は、データベースの現在の
トランザクション・ログと同じになります。MATCH キーワードを指

定すると、トランザクション・ログのバックアップ・コピーの名前
は、YYMMDDnn.log 形式になり、現在のトランザクション・ログの

コピーの変更名と一致します。MATCH キーワードを指定すると、古

いデータを上書きしないで同じ文を 2 度以上実行できます。

TRANSACTION LOG TRUNCATE 句   この句を指定すると、バック

アップの完了時に現在のトランザクション・ログはトランケートされ
て再起動します。

archive-root   アーカイブ・ファイルのファイル名またはテープ・ドラ

イブ・デバイス名

テープ上にバックアップを作成する場合は、そのテープ・ドライブの
デバイス名を指定します。たとえば、Windows NT または NetWare で
は、 初のテープ・ドライブは ¥.¥tape0 となります。
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円記号 (\) は、SQL 文字列のエスケープ文字であるため、2 つ重ねま

す。エスケープ文字と文字列の詳細については、「文字列」 10 ページ

を参照してください。

ON EXISTING ERROR   この句は、イメージ・バックアップにだけ

適用されます。デフォルトでは、既存のファイルは BACKUP 
DATABASE 文を実行したときに上書きされます。この句が使用され

ている場合は、バックアップによって作成されるファイルのいずれか
がすでに存在するとエラーが発生します。

ATTENDED   この句は、テープ・デバイスにバックアップを作成す

る場合にのみ適用されます。ATTENDED ON ( デフォルト ) は、テー

プ・ドライブの状況を監視し、必要に応じてテープを交換する担当者
がいることを示します。テープ・ドライブに介入が必要な場合には、
BACKUP 文を発行したアプリケーションにメッセージが送信されま

す。データベース・サーバはドライブが使用可能になるのを待ちま
す。このような状態が発生するのは、テープの交換が必要な場合など
です。

ATTENDED OFF を指定すると、テープの交換が必要な場合やドライ

ブが使用できない場合、メッセージは送信されず、エラーとなりま
す。

バックアップ操作では、イメージかアーカイブかに関係なく、ヒスト
リ・ファイル backup.syb が更新されます。

backup.syb ファイルの詳細については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「ASLOGDIR 環境変数」を参照してください。

WITH COMMENT   アーカイブ・ファイルとバックアップ・ヒスト

リ・ファイルにコメントを記録します。

HISTORY   デフォルトでは、各 BACKUP 操作は backup.syb に行を追

加します。HISTORY OFF を指定して、backup.syb ファイルが更新さ

れないようにすることができます。次のすべての条件があてはまる場
合は、ファイルが更新されないようにしたい場合があります。

•    バックアップが頻繁に行われる

•    backup.syb ファイルを定期的にアーカイブまたは削除するプロ

シージャがない
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•    ディスク領域が非常に限られている

使用法 構文 1 はイメージのバックアップで、構文 2 はアーカイブのバック

アップです。

構文 1   イメージのバックアップでは、各データベース・ファイルの

コピーが、バックアップ・ユーティリティ (dbbackup) の場合と同じ方

法で作成されます。デフォルトでは、バックアップ・ユーティリティ
はクライアント・マシンにバックアップを作成しますが、-s オプショ

ンを使用すると、バックアップ・ユーティリティの使用時にサーバ上
にバックアップを作成することもできます。一方、BACKUP 文の場

合、バックアップはサーバ上にのみ作成できます。

オプションで、データベース・ファイルまたはトランザクション・ロ
グのどちらかだけを保存できます。ログは、バックアップの完了後に
名前を変更するか、またはトランケートすることもできます。

または、ディレクトリとして空の文字列を指定して、ログをコピーせ
ずに名前を変更したり、トランケートすることができます。これは、
スペースが問題となるレプリケーション環境では特に便利です。この
機能をトランザクション・ログ・サイズのイベント・ハンドラと一緒
に使用して、ログが所定のサイズに達したときに名前を変更したり、
DELETE_OLD_LOGS オプションと一緒に使用して、ログが必要なく

なったときに削除したりすることができます。

イメージのバックアップからリストアを行うには、保存されたファイ
ルを元のロケーションにコピーして、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「バックアップとデータ・リカバリ」の説明に従ってトランザ

クション・ログを再適用します。

構文 2   アーカイブのバックアップでは、必要なバックアップ情報を

すべて保持する 1 つのファイルが作成されます。送信先には、ファイ

ル名またはテープ・ドライブ・デバイス名のどちらかを指定できま
す。バージョン 5 以前の NetWare では、テープに対するアーカイブの

バックアップはサポートされません。

1 つのテープに 1 つのバックアップしか保存できません。backup.syb 
ファイルには、特定のサーバで実行された BACKUP 操作と RESTORE 
操作が記録されます。

バックアップ処理が終了すると、テープが排出されます。
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1 つのテープに 1 つのアーカイブしか作成できませんが、1 つのアー

カイブを複数のテープに保存することは可能です。アーカイブのバッ
クアップからデータベースをリストアするには、RESTORE 
DATABASE 文を使用してください。

RESTORE 文が、トランザクション・ログのみ含むアーカイブ・ファ

イルを参照している場合、復元されたデータベース・ファイルの場所
にファイルが存在しない場合でも、文ではそのファイル名を指定しま
す。たとえば、ログのみ含むアーカイブからディレクトリ 
C:\MYNEWDB に復元するには、RESTORE 文は次のようになります。

RESTORE DATABASE 'c:\mynewdb\my.db' FROM archive-location

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 チェックポイントを発生させます。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「バックアップ・ユーティ

リティ」
◆ 「RESTORE DATABASE 文」 696 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「バックアップとデータ・

リカバリ」
◆ 「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ

•    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise との互換性はありません。

•    Windows CE   Windows CE プラットフォームでは、BACKUP 
DATABASE DIRECTORY 構文 ( 上記の構文 1) だけがサポートさ

れます。

例 現在のデータベースとトランザクション・ログをファイルにバック
アップし、既存のトランザクション・ログ名を変更します。イメージ
のバックアップが作成されます。

BACKUP DATABASE
DIRECTORY 'd:¥¥temp¥¥backup'
TRANSACTION LOG RENAME
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トランザクション・ログの名前を変更するオプションは、古いトラン
ザクション・ログが引き続き必要になるレプリケーション環境で特に
役立ちます。

現在のデータベースとトランザクション・ログをテープにバックアッ
プします。

BACKUP DATABASE
TO '¥¥¥¥.¥¥tape0'

コピーを作成せずにログの名前を変更します。

BACKUP DATABASE DIRECTORY''
 TRANSACTION LOG ONLY
 TRANSACTION LOG RENAME

動的に構成されたファイル名を指定して、BACKUP 文を実行します。

CREATE EVENT NightlyBackup
SCHEDULE 
START TIME '23:00' EVERY 24 HOURS
HANDLER
BEGIN
     DECLARE dest LONG VARCHAR;
     DECLARE day_name CHAR(20);
     
     SET day_name = DATENAME(WEEKDAY, CURRENT DATE);
     SET dest = 'd:¥¥backups¥¥' || day_name;
                 BACKUP DATABASE DIRECTORY dest

     TRANSACTION LOG RENAME;
END
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BEGIN 文

説明 この文は SQL 文を 1 つにまとめるために使用します。

構文 [ statement-label : ]
 BEGIN [ [ NOT ] ATOMIC ]
    [ local-declaration; … ]
    statement-list
    [ EXCEPTION [ exception-case … ] ]
 END [ statement-label ]

local-declaration :
  variable-declaration
 | cursor-declaration
 | exception-declaration
 | temporary-table-declaration

variable-declaration :
 DECLARE variable-name data-type

exception-declaration :
 DECLARE exception-name EXCEPTION
 FOR SQLSTATE [ VALUE ] string

exception-case :
  WHEN exception-name [, … ] THEN statement-list
 | WHEN OTHERS THEN statement-list

パラメータ local-declaration   BEGIN のすぐ後で、複合文は複合文の中にだけ存

在するオブジェクトをローカルに宣言できます。複合文は、変数、
カーソル、テンポラリ・テーブル、または例外に対してローカル宣言
を行います。ローカル宣言は、複合文またはその中でネストされる複
合文の中のどの文からでも参照できます。ローカル宣言は、複合文の
中から呼び出される他のプロシージャには表示されません。

statement-label   終了の statement-label を指定する場合は、開始の 
statement-label と一致させます。LEAVE 文を使うと、複合文に続く

初の文から実行を再開できます。プロシージャまたはトリガの本文
である複合文は、プロシージャまたはトリガの名前と同じ暗黙のラベ
ルを持っています。

複合文と例外処理の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイ

ド』 > 「プロシージャ、トリガ、バッチの使用」を参照してください。
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ATOMIC   ATOMIC 文は、完全に実行されるか、あるいはまったく実

行されない文です。たとえば、何千ものローを更新する UPDATE 文
では、多くのローを更新した後エラーが発生することがあります。こ
の文が完了されない場合、変更はすべて元の状態に戻されます。同様
に、BEGIN 文を ATOMIC と指定すると、この文は完全に実行される

か、あるいはまったく実行されないかのどちらかです。

使用法 プロシージャまたはトリガの本文は複合文です。複合文は、プロシー
ジャまたはトリガ内の制御文の中でも使用できます。

複合文によって、1 つまたは複数の SQL 文をまとめて、1 つの単位と

して扱うことができます。複合文はキーワード BEGIN で始まり、

キーワード END で終わります。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 文」 529 ページ

◆ 「LEAVE 文」 640 ページ

◆ 「SIGNAL 文」 751 ページ

◆ 「RESIGNAL 文」 695 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「アトミックな複合文」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。複合

文中のすべての文がサポートされているわけではありません。

BEGIN と END キーワードは、Transact-SQL では必要ありませ

ん。

BEGIN と END は、一連の文を 1 つの複合文としてまとめるため

に Transact-SQL で使用されます。したがって、IF … ELSE のよ

うな制御文は単一の SQL 文の実行にだけ影響を及ぼしますが、
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1 つの複合文としてまとめればグループ全体の実行に影響を及ぼ

すことができます。ATOMIC キーワードは、Adaptive Server 
Enterprise でサポートされていません。

Transact-SQL では、DECLARE 文は BEGIN キーワードのすぐ後

に来る必要はなく、宣言したカーソルまたは変数は複合文の間
だけ存在します。互換性のため、複合文の始めで変数を宣言し
てください。

例 プロシージャまたはトリガの本文は複合文です。

CREATE PROCEDURE TopCustomer (OUT TopCompany CHAR(35), 
OUT TopValue INT)
 BEGIN
    DECLARE err_notfound EXCEPTION FOR
       SQLSTATE '02000';
    DECLARE curThisCust CURSOR FOR
       SELECT company_name, CAST(
             sum(sales_order_items.quantity *
             product.unit_price) AS INTEGER) VALUE
       FROM customer
             LEFT OUTER JOIN sales_order
             LEFT OUTER JOIN sales_order_items
             LEFT OUTER JOIN product
       GROUP BY company_name;
    DECLARE ThisValue INT;
    DECLARE ThisCompany CHAR(35);
    SET TopValue = 0;
    OPEN curThisCust;
    CustomerLoop:
    LOOP
       FETCH NEXT curThisCust
          INTO ThisCompany, ThisValue;
       IF SQLSTATE = err_notfound THEN
          LEAVE CustomerLoop;
       END IF;
       IF ThisValue > TopValue THEN
          SET TopValue = ThisValue;
          SET TopCompany = ThisCompany;
       END IF;
    END LOOP CustomerLoop;
    CLOSE curThisCust;
 END
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BEGIN TRANSACTION 文

説明 この文は、ユーザ定義のトランザクションを開始するために使用しま
す。

構文 BEGIN TRAN[SACTION] [ transaction-name ]

使用法 オプションのパラメータ transaction-name はこのトランザクション

に割り当てられた名前です。有効な識別子を指定します。トランザク
ション名はネストされた BEGIN/COMMIT または BEGIN/ROLLBACK 
文の も外側の組でのみ使用してください。

BEGIN TRANSACTION 文をトランザクション内で実行すると、トラ

ンザクションのネスト・レベルが 1 つ増加します。ネスト・レベルは 
COMMIT 文で減少します。トランザクションがネストされていると

きは、 も外側の COMMIT だけがデータベースへの変更を保存しま

す。

Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere は、両方とも 2 
つのトランザクション・モードを持ちます。

デフォルトの Adaptive Server Enterprise トランザクション・モードは

非連鎖モードと呼ばれ、明示的な BEGIN TRANSACTION 文が実行さ

れてトランザクションを起動しないかぎり、各文を個々にコミットし
ます。反対に、ISO SQL/92 互換の連鎖モードは、明示的 COMMIT が
実行されるときか、オートコミットする文 ( データ定義文など ) が実

行されるときにだけトランザクションをコミットします。

CHAINED データベース・オプションを設定してモードを制御できま

す。Adaptive Server Anywhere の ODBC 接続と Embedded SQL 接続の

デフォルト設定は ON で、この場合、Adaptive Server Anywhere は連鎖

モードで実行します (ODBC ユーザは AutoCommit ODBC の設定を

チェックすることも必要です )。TDS 接続のデフォルトは OFF です。

非連鎖モードでは、トランザクションはデータ検索やデータ修正文の
前に暗黙的に開始されます。これらの文には、DELETE、INSERT、
OPEN、FETCH、SELECT、UPDATE があります。トランザクション

の終了は、COMMIT または ROLLBACK 文を使って明示的に行いま

す。
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トランザクション内で CHAINED オプションを変更することはできま

せん。

警告
ストアド・プロシージャを呼び出すときは、目的のトランザクショ
ン・モードで正しく動作することを確認してください。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「CHAINED オプ

ション [ 互換性 ]」 を参照してください。

現在のネスト・レベルはグローバル変数 @@trancount に入っていま

す。@@trancount 変数は、 初の BEGIN TRANSACTION 文が実行さ

れる前に 0 の値を持ち、@@trancount が 1 のときに実行した 
COMMIT だけがデータベースへの変更を永続的なものにすることが

できます。

トランザクションまたはセーブポイント名のない ROLLBACK 文は、

常に文を も外側の BEGIN TRANSACTION ( 明示的または暗黙的 ) 
文にロールバックし、トランザクション全体をキャンセルします。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「COMMIT 文」 393 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ISOLATION_LEVEL オプ

ション [ 互換性 ]」
◆ 「ROLLBACK 文」 710 ページ

◆ 「SAVEPOINT 文」 717 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「トランザクション内の

セーブポイント」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次のバッチは、@@trancount の連続値を 0、1、2、1、0 で報告しま

す。値は [ サーバ ] ウィンドウに出力されます。
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PRINT @@trancount
BEGIN TRANSACTION
PRINT @@trancount
BEGIN TRANSACTION
PRINT @@trancount
COMMIT
PRINT @@trancount
COMMIT
PRINT @@trancount

@@trancount の値は、発行された明示的な BEGIN TRANSACTION 文
を数える以上の目的には使用しないでください。

Adaptive Server Enterprise が暗黙的にトランザクションを起動する場

合、@@trancount 変数を 1 に設定します。トランザクションが暗黙的

に起動されたとき、Adaptive Server Anywhere は @@trancount 値を 1 に
設定しません。その結果、BEGIN TRANSACTION 文が始まる前 ( 現
在のトランザクションがあるときでも ) は、Adaptive Server Anywhere 
の @@trancount 変数は 0 の値を持ち、Adaptive Server Enterprise ( 連鎖

モードで ) は 1 の値を持ちます。

BEGIN TRANSACTION 文で起動するトランザクションには、 初の 
BEGIN TRANSACTION 文の後、@@trancount の値は Adaptive Server 
Anywhere と Adaptive Server Enterprise の両方で 1 です。トランザク

ションが異なる文で暗黙的に起動し、その後、BEGIN 
TRANSACTION 文が実行された場合、BEGIN TRANSACTION 文の

後、@@trancount の値は、Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server 
Enterprise の両方で 2 になります。
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CALL 文

説明 この文は、プロシージャを呼び出すために使用します。

構文 1 [variable = ] CALL procedure-name ( [ expression, … ] )

構文 2 [variable = ] CALL procedure-name ( [ parameter-name = expression, … ] )

使用法 CALL 文は、CREATE PROCEDURE 文を使ってあらかじめ作成された

プロシージャを呼び出します。プロシージャが完了すると、INOUT 
または OUT パラメータ値がコピーし直されます。

引数リストは、引数の順序を守って指定するか、キーワード・フォー
マットを使うことにより指定できます。順序を守って指定する場合、
引数はプロシージャのパラメータ・リスト内の対応するパラメータと
一致します。キーワードを使用した場合、引数は指定したパラメータ
と一致します。

プロシージャ引数には、CREATE PROCEDURE 文のデフォルト値が

割り当てられます。パラメータが見つからない場合は、デフォルト値
が割り当てられます。また、デフォルトが設定されていない場合、パ
ラメータが NULL に設定されます。デフォルトが設定されていないう

え、引数も指定されていない場合には、エラーが発生します。

プロシージャの内部では、プロシージャが結果セットを返す場合、
DECLARE 文で CALL 文を使用できます (『ASA SQL ユーザーズ・ガ

イド』 > 「プロシージャから返される結果」を参照してください )。

プロシージャは RETURN 文を使って整数値 ( ステータス・インジ

ケータとして ) を返すことができます。変数の戻り値を保存するに

は、割り当て演算子として等号を使います。

CREATE VARIABLE returnval INT;
 returnval = CALL proc_integer ( arg1 = val1, ... )

整数以外の値を返す方法については、「CREATE FUNCTION 文」 432
ページを参照してください。

パーミッション プロシージャの所有者であるか、そのプロシージャに対する 
EXECUTE パーミッションまたは DBA 権限が必要です。
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関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 「GRANT 文」 601 ページ

◆ 「EXECUTE 文 [T-SQL]」 567 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

代わりにサポートされる機能については、「EXECUTE 文 [T-
SQL]」 567 ページ を参照してください。

例 sp_customer_list プロシージャを呼び出します。このプロシージャはパ

ラメータがなく、結果セットを返します。

CALL sp_customer_list()

次の Interactive SQL の例は、指定された ID を持つ顧客からの注文の

数を戻すプロシージャを作成し、結果を保持する変数を作成し、プロ
シージャを呼び出し、結果を表示します。

CREATE PROCEDURE OrderCount (IN customer_ID INT, OUT 
Orders INT)
 BEGIN
    SELECT COUNT("DBA".sales_order.id)
    INTO Orders
    FROM "DBA".customer
    KEY LEFT OUTER JOIN "DBA".sales_order
    WHERE "DBA".customer.id = customer_ID;
 END
 go
  -- Create a variable to hold the result
 CREATE VARIABLE Orders INT
 go
 -- Call the procedure, FOR customer 101
 CALL OrderCount ( 101, Orders)
 go
 --  Display the result
 SELECT Orders FROM DUMMY
 go
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CASE 文

説明 この文は、複数の状況に基づいた実行パスを選択するために使用しま
す。

構文 1 CASE value-expression
 WHEN [ constant | NULL ] THEN statement-list …
 [ WHEN [ constant | NULL ] THEN statement-list ] …
 [ ELSE statement-list ]
 END CASE

構文 2 CASE
 WHEN [ search-condition | NULL] THEN statement-list …
 [ WHEN [ search-condition | NULL] THEN statement-list ] …
 [ ELSE statement-list ]
 END CASE

使用法 構文 1   CASE 文は制御文であり、これを使用して SQL 文のリストか

ら式の値に対応する文を選択して実行できます。value-expression 
は、文字列、数値、日付、その他の SQL データ型などの単一の値を

取る式です。WHEN 句が value-expression の値に対して存在する場

合、WHEN 句の中の statement-list が実行されます。適切な WHEN 句
が存在せず、ELSE 句が存在する場合、ELSE 句の statement-list が実

行されます。END CASE の後に記述されている 初の文から実行が再

開されます。

value-expression が null でよい場合は、ISNULL 関数を使用して 
NULL の value-expression を異なる式で置き換えます。

ISNULL 関数の詳細については、「ISNULL 関数 [ データ型変換 ]」 209
ページ を参照してください。

構文 2   このフォームの文は、CASE 文中で 初に条件と一致した 
search-condition に対して実行されます。条件と一致する search-
conditions がない場合は、ELSE 句が実行されます。

式が NULL でもよい場合は、 初の search-condition に次の構文を使

用します。

WHEN search-condition IS NULL THEN statement-list
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NULL 値の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「不

定の値：NULL」 を参照してください。

CASE 文は CASE 式とは異なります。

CASE 文の構文と CASE 式の構文を混同しないでください。

CASE 式の詳細については、「CASE 式」 21 ページを参照してくださ

い。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。Adaptive Server 
Anywhere は、WHEN NULL を許容する CASE 文をサポートして

います。これは、SQL/92 標準に対するベンダ拡張です。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。Adaptive Server 
Anywhere は、WHEN NULL を許容する CASE 文をサポートして

います。これは、SQL/92 標準に対するベンダ拡張です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 case 文を使用する次の文は、サンプル・データベースの product テー

ブルにリストされている製品を、シャツ、帽子、ショート・パンツ、
不明のいずれかに分類します。

CREATE PROCEDURE ProductType (IN product_id INT, OUT 
type CHAR(10))
 BEGIN
    DECLARE prod_name CHAR(20);
    SELECT name INTO prod_name FROM "DBA"."product"
    WHERE id = product_id;
    CASE prod_name
    WHEN 'Tee Shirt' THEN
       SET type = 'Shirt'
    WHEN 'Sweatshirt' THEN
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       SET type = 'Shirt'
    WHEN 'Baseball Cap' THEN
       SET type = 'Hat'
    WHEN 'Visor' THEN
       SET type = 'Hat'
    WHEN 'Shorts' THEN
       SET type = 'Shorts'
    ELSE
       SET type = 'UNKNOWN'
    END CASE;
 END

次の例は、構文 2 を使用して、サンプル・データベース内の製品数量

に関するメッセージを生成します。

CREATE PROCEDURE StockLevel (IN product_id INT)
 BEGIN
    DECLARE qty INT;
    SELECT quantity INTO qty FROM product
    WHERE id = product_id;
    CASE
    WHEN qty < 30 THEN
       MESSAGE 'Order Stock' TO CLIENT;
    WHEN qty > 100 THEN
       MESSAGE 'Overstocked' TO CLIENT;
    ELSE
       MESSAGE 'Sufficient stock on hand' TO CLIENT;
    END CASE;
 END
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CHECKPOINT 文

説明 この文は、データベースにチェックポイントを実行させるために使用
します。

構文 CHECKPOINT

使用法 CHECKPOINT 文はデータベース・サーバにチェックポイントの実行

を強制します。またチェックポイントは、内部アルゴリズムに従って
データベース・サーバによっても自動的に実行されます。通常、アプ
リケーションが、CHECKPOINT 文を発行する必要はありません。

チェックポイントの詳細については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「バックアップとデータ・リカバリ」を参照してください。

パーミッション ネットワーク・データベース・サーバに CHECKPOINT 文を実行する

には、DBA 権限が必要です。

パーソナル・データベース・サーバに CHECKPOINT 文を実行するに

は、パーミッションは必要ありません。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「CHECKPOINT_TIME オ
プション [ データベース ]」

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「RECOVERY_TIME オプ

ション [ データベース ]」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。
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CLEAR 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL のウィンドウ枠をクリアするために使用し

ます。

構文 CLEAR

使用法 CLEAR 文を使用して、[SQL 文 ] ウィンドウ枠、[ メッセージ ] ウィン

ドウ枠と、[ 結果 ] ウィンドウ枠の [ 結果 ]、[ メッセージ ]、
[ プラン ]、[Ultra Light プラン ] の各タブをクリアします。

パーミッション なし

関連する動作 クリアされているデータに関連付けられているカーソルを閉じます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。
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CLOSE 文 [ESQL] [SP]

説明 この文は、カーソルを閉じるために使用します。

構文 CLOSE cursor-name

cursor-name : identifier | hostvar

使用法 この文は指定したカーソルを閉じます。

パーミッション 事前にカーソルを開いておきます。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ

◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の例は Embedded SQL のカーソルを閉じます。

EXEC SQL CLOSE employee_cursor;
 EXEC SQL CLOSE :cursor_var;

次のプロシージャはカーソルを使用します。

CREATE PROCEDURE TopCustomer (OUT TopCompany CHAR(35), 
OUT TopValue INT)
 BEGIN
    DECLARE err_notfound EXCEPTION
       FOR SQLSTATE '02000';
    DECLARE curThisCust CURSOR FOR
    SELECT company_name, CAST(    
sum(sales_order_items.quantity *
    product.unit_price) AS INTEGER) VALUE
    FROM customer
    LEFT OUTER JOIN sales_order
    LEFT OUTER JOIN sales_order_items
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    LEFT OUTER JOIN product
    GROUP BY company_name;
    DECLARE ThisValue INT;
    DECLARE ThisCompany CHAR(35);
    SET TopValue = 0;
    OPEN curThisCust;
    CustomerLoop:
    LOOP
       FETCH NEXT curThisCust
       INTO ThisCompany, ThisValue;
          IF SQLSTATE = err_notfound THEN
             LEAVE CustomerLoop;
          END IF;
          IF ThisValue > TopValue THEN
             SET TopValue = ThisValue;
             SET TopCompany = ThisCompany;
          END IF;
       END LOOP CustomerLoop;
    CLOSE curThisCust;
 END
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COMMENT 文

説明 この文は、データベース・オブジェクトに対するシステム・テーブル
にコメントを格納するために使用します。

構文 COMMENT ON
 {
     COLUMN [ owner.]table-name.column-name
    | EVENT event-name
    | FOREIGN KEY [ owner.]table-name.role-name
    | INDEX [ [ owner.] table.]index-name
    | JAVA CLASS java-class-name
    | JAVA JAR java-jar-name
    | LOGIN integrated_login_id
    | PROCEDURE [ owner.]procedure-name
    | SERVICE web-service-name
    | TABLE [ owner.]table-name
    | TRIGGER [ [ owner.]tablename.]trigger-name
    | USER userid
    | VIEW [ owner.]view-name
 }
 IS comment

comment : string | NULL

使用法 いくつかのシステム・テーブルは、Remarks という名前が付いたカラ

ムを持っています。このカラムによって、コメントをデータベース項
目 (SYSUSERPERM、SYSTABLE、SYSCOLUMN、SYSINDEX、

SYSLOGIN、SYSFOREIGNKEY、SYSPROCEDURE、SYSTRIGGER) 
に関連付けられるようになります。COMMENT ON 文を使うと、これ

らのシステム・テーブルに Remarks カラムを設定できます。コメント

は、NULL に設定すると削除できます。

インデックスまたはトリガに対するコメントの場合、コメントの所有
者はインデックスまたはトリガが定義されているテーブルの所有者で
す。

パーミッション コメントされるデータベース・オブジェクトの作成者であるか、また
は DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、コメントの追加と削除の方法を示します。

employee テーブルにコメントを追加します。

COMMENT
 ON TABLE employee
 IS 'Employee information'

employee テーブルからコメントを削除します。

COMMENT
 ON TABLE employee
 IS NULL
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COMMIT 文

説明 この文は、データベースに加えられた変更を永久的なものにしたり、
ユーザ定義のトランザクションを終了するために使用します

構文 1 COMMIT [ WORK ]

構文 2 COMMIT TRAN[SACTION] [ transaction-name ]

パラメータ transaction-name   このトランザクションに割り当てられた名前です (
任意 )。有効な識別子を指定します。ネストされている BEGIN/
COMMIT または BEGIN/ROLLBACK 文の も外側のペアだけでトラ

ンザクション名を使用してください。

Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere のトランザク

ション・ネストの詳細については、「BEGIN TRANSACTION 文」 379
ページを参照してください。セーブポイントの詳細については、

「SAVEPOINT 文」 717 ページを参照してください。

さまざまなオプションを使用して、COMMIT 文の動作を詳細に制御

できます。詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「COOPERATIVE_COMMIT_TIMEOUT オプション [ データベース ]」、
『ASA データベース管理ガイド』 > 「COOPERATIVE_COMMITS オプ

ション [ データベース ]」、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「DELAYED_COMMITS オプション [ データベース ]」、『ASA データ

ベース管理ガイド』 > 「DELAYED_COMMIT_TIMEOUT オプション [
データベース ]」 を参照してください。コミット接続プロパティを使

用して、現在の接続のコミット数を取得できます。

使用法 構文 1   COMMIT 文はトランザクションを終了し、このトランザク

ション中に加えられたすべての変更をデータベースの中で永続的なも
のにします。

データ定義文はすべて、コミットを自動的に実行します。詳細につい
ては、各 SQL 文の「関連する動作」を参照してください。

データベース・サーバが無効な外部キーを検知すると、COMMIT 文
は失敗します。その場合、無効な外部キーがあることによってトラン
ザクションが終了できなくなります。通常、外部キー整合性をそれぞ
れのデータ操作オペレーションごとにチェックします。ただし、デー
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タベース・オプション WAIT_FOR_COMMIT が ON に設定されている

か、または特定の外部キーが CHECK ON COMMIT 句によって定義さ

れている場合、データベース・サーバは COMMIT 文が実行されるま

で整合性のチェックを遅延します。

構文 2   BEGIN TRANSACTION 文と COMMIT TRANSACTION 文をペ

アで使用すると、ネストされたトランザクションを作成できます。ネ
ストされたトランザクションはセーブポイントに似ています。
COMMIT 文がネストされたトランザクションの一番外側で実行され

た場合は、データベースに対する変更が保存されます。トランザク
ション内で実行する場合、COMMIT TRANSACTION はトランザク

ションのネストされているレベルを 1 つずつ減らします。トランザク

ションがネストされているときは、 も外側の COMMIT だけがデー

タベースへの変更を保存します。

パーミッション なし

関連する動作 WITH HOLD によって開かれたカーソルを除き、すべてのカーソルを

閉じます。

この接続で宣言されたテンポラリ・テーブルのすべてのローを削除し
ます。ただし、宣言に ON COMMIT PRESERVE ROWS が指定されて

いるテーブルは除きます。

参照 ◆ 「BEGIN TRANSACTION 文」 379 ページ

◆ 「PREPARE TO COMMIT 文」 678 ページ

◆ 「ROLLBACK 文」 710 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   構文 1 は初級レベル機能です。構文 2 は Transact-SQL 
拡張です。

•    SQL/99   構文 1 はコア機能です。構文 2 は Transact-SQL 拡張で

す。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の文は現在のトランザクションをコミットします。

COMMIT
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次の Transact-SQL バッチは、@@trancount の値を、連続した値 0、1、
2、1、0 で報告します。

PRINT @@trancount
 BEGIN TRANSACTION
 PRINT @@trancount
 BEGIN TRANSACTION
 PRINT @@trancount
 COMMIT TRANSACTION
 PRINT @@trancount
 COMMIT TRANSACTION
 PRINT @@trancount
 go
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CONFIGURE 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL の [ オプション ] ダイアログを開くために

使用します。

構文 CONFIGURE

使用法 CONFIGURE 文は、Interactive SQL の [ オプション ] ダイアログを開

きます。このウィンドウには、すべての Interactive SQL オプションの

現在の設定が表示されます。データベース・オプションへの変更は、
表示も許可もしません。

このダイアログで Interactive SQL を設定できます。[ 設定 ] を選択し

た場合は、オプションが保存され、後続の Interactive SQL セッション

で使用されます。[ 永続化 ] を選択しないで [OK] をクリックすると、

オプションは一時的に設定され、現在のデータベース接続の間だけ有
効になります。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SET OPTION 文」 738 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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CONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]

説明 この文は、データベースへの接続を確立するために使用します。

構文 1 CONNECT
 [ TO engine-name ]
 [ DATABASE database-name ]
 [ AS connection-name ]
 [ USER ] userid IDENTIFIED BY password

engine-name, database-name, connection-name, userid, password :
 { identifier | string | hostvar }

構文 2 CONNECT USING connect-string

connect-string : { identifier | string | hostvar }

パラメータ AS 句   オプションとして AS 句を指定して、接続に名前を付けること

ができます。名前を付けると、同じデータベースへの複数の接続、あ
るいは同じまたは異なるデータベース・サーバへの複数の接続が、す
べて同時に行えるようになります。それぞれの接続には、固有のトラ
ンザクションがあります。たとえば、2 つの異なる接続から同じデー

タベース内の同じレコードを修正しようとする場合は、トランザク
ション間でロックの競合が起こることもあります。

構文 2   connect-string はセミコロンで区切った keyword=value 形式の

パラメータ設定リストです。一重引用符で囲んでください。

接続文字列の詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「接続パラメータ」を参照してください。

使用法 CONNECT 文は、engine-name およびその上で稼動している 
database-name によって識別され、データベースへの接続を確立しま

す。

Embedded SQL の動作    Embedded SQL では、engine-name を指定し

ない場合、デフォルトのローカル・データベース・サーバ ( 初に起

動するデータベース・サーバ ) が使用されます。database-name を指

定しない場合、指定されたサーバ上の 初のデータベースが使用され
ます。
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WHENEVER、SET SQLCA、いくつかの DECLARE 文はコードを生成

しないので、ソース・ファイル内の CONNECT 文の前に置いてもか

まいません。それ以外の場合は、CONNECT 文が正しく実行されるま

で、どのような文も使用できません。

ユーザ ID とパスワードを使って、動的 SQL 文ごとにパーミッション

をチェックします。

パスワードの代わりにホスト変数を使い、ホスト変数の値を NULL ポ
インタに設定することにより、パスワードを明示的に指定しなくても
接続することができます。

DBA 権限を持つユーザ ID に接続している場合は、パスワードを指定

しなくても別のユーザ ID に接続できます (dbtran の出力には、この機

能が必要です )。

接続アルゴリズムの詳細については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「接続のトラブルシューティング」を参照してください。

注意
Adaptive Server Anywhere の場合、Embedded SQL では構文 1 のみ有効

です。Ultra Light の場合、Embedded SQL では構文 1 と構文 2 の両方

を使用できます。

Interactive SQL の動作    CONNECT 文でデータベースまたはサーバ

を指定しない場合、Interactive SQL はデフォルトのサーバとデータ

ベースには接続しないで、現在のデータベースとの接続を継続しま
す。サーバ名を指定せずに、データベース名を指定する場合、
Interactive SQL は現在のサーバの指定したデータベースに接続しよう

とします。データベース名を指定せずにサーバ名を指定する場合、
Interactive SQL は指定したサーバのデフォルト・データベースに接続

します。

たとえば、データベースに接続した状態で次のようなバッチを実行す
ると、同じデータベースに 2 つのテーブルが作成されます。

CREATE TABLE t1( c1 int );
 CONNECT DBA IDENTIFIED BY SQL;
 CREATE TABLE t2 (c1 int );
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CONNECT 文が正しく実行されるまで、他のデータベース文を使用で

きません。

ユーザ・インタフェースでは、パスワードまたはパスワードとユーザ 
ID を指定しないと、不足している情報を入力するように要求されま

す。

Interactive SQL がコマンド・プロンプト・モード (-nogui はコマンド・

プロンプトから Interactive SQL を開始したときに指定します ) または

バッチ・モードで実行中の場合、または AS 句を付けずに CONNECT 
を実行した場合は、無名の接続が開かれます。別の無名の接続がすで
に開いている場合には、古い接続は自動的に閉じられます。それ以外
の場合は、CONNECT を実行しても、既存の接続は閉じられません。

複数の接続も、現在の接続という概念を使って管理されます。接続文
が成功した後、新しい接続が現在の接続になります。別の接続に切り
替えるには、SET CONNECTION 文を使います。DISCONNECT 文を

使って接続を切断することができます。

Interactive SQL では、接続情報 ( データベース名、ユーザ ID、データ

ベース・サーバなど ) は、[SQL 文 ] ウィンドウ枠の上のタイトル・

バーに表示されます。データベースに接続していない場合は、タイト
ル・バーに [ 未接続 ] と表示されます。

注意
Interactive SQL では構文 1 と構文 2 の両方とも有効です。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「GRANT 文」 601 ページ

◆ 「DISCONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 542 ページ

◆ 「SET CONNECTION 文 [Interactive SQL] [ESQL]」 734 ページ

◆ 「SETUSER 文」 748 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続パラメータ」

標準と互換性 •    SQL/92   構文 1 は上級レベルの SQL 機能です。構文 2 はベンダ

拡張です。
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•    SQL/99   構文 1 はコア SQL に含まれない SQL ／基本機能です。

構文 2 はベンダ拡張です。

•    Sybase   Open Client Embedded SQL は CONNECT 文に対して異な

る構文をサポートします。

例 次は、Embedded SQL 内での CONNECT 使用の例です。

EXEC SQL CONNECT AS :conn_name
 USER :userid IDENTIFIED BY :password;
 EXEC SQL CONNECT USER "DBA" IDENTIFIED BY "SQL";

次の例では、サンプル・データベース (asademo.db) が起動しているこ

とが前提です。

Interactive SQL からデータベースに接続します。Interactive SQL が
ユーザ ID とパスワードを要求するプロンプトを表示します。

CONNECT

DBA として Interactive SQL からデフォルト・データベースに接続し

ます。Interactive SQL はパスワードを要求するプロンプトを表示しま

す。

CONNECT USER "DBA"

DBA として Interactive SQL からサンプル・データベースに接続しま

す。

CONNECT
TO asademo
USER DBA
IDENTIFIED BY SQL

接続文字列を使って Interactive SQL からサンプル・データベースに接

続します。

CONNECT
USING 'UID=DBA;PWD=SQL;DBN=asademo'

サンプル・データベースに接続すると、タイトル・バーにデータベー
ス名、ユーザ ID、サーバ名が 「asademo9 上の asademo (DBA)」 と表

示されます。
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CREATE COMPRESSED DATABASE 文 ( 旧式 )

説明 この文は、既存のデータベース・ファイルから圧縮されたデータベー
スを作成したり、圧縮されたデータベースを展開したりするために使
用します。

使用されなくなった文
圧縮データベースは使用されなくなりました。

構文 CREATE [ COMPRESSED | EXPANDED ] DATABASE new-db-file-name
 FROM old-db-file-name [ KEY key ]

使用法 圧縮されていないデータベース・ファイルから圧縮データベース・
ファイルを作成するか、圧縮されたものから圧縮されていないデータ
ベース・ファイルを作成します。

相対パスは、サーバ上の現在の作業ディレクトリを基準に解釈されま
す。

この文は、メイン・データベース・ファイル以外のファイルでは使用
できません。

警告
暗号化されたデータベースを圧縮すると、データベースから暗号化が
削除されます。

パーミッション •    この文を実行するのに必要なパーミッションは、サーバ・コマ

ンド・ラインで -gu オプションを使用して設定します。デフォ

ルトの設定では、DBA 権限が必要です。

•    サーバを実行中のオペレーティング・システム・アカウントに

は、ファイルが作成されたディレクトリの書き込みパーミッ
ションが必要です。

•    元のデータベース・ファイルは現在動作中であってはなりませ

ん。

•    Windows CE ではサポートされません。
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•    高度に暗号化されたデータベース用に圧縮データベースを作成

する場合は、キーを指定してください。

関連する動作 オペレーティング・システム・ファイルが作成されます。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「圧縮ユーティリティ ( 旧
式 )」

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「展開ユーティリティ ( 旧
式 )」

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DatabaseKey 接続パラ

メータ [DBKEY]」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、サーバの現在作業中のディレクトリにあるデータベース・
ファイル full.db から、C:¥ ディレクトリに圧縮データベース・ファイ

ル compress.db を作成します。

CREATE COMPRESSED DATABASE 'C:¥¥compress.db'
FROM 'full.db'

次の文は、サーバの現在作動中のディレクトリにある圧縮データベー
ス・ファイル compress.db から、C:¥ ディレクトリに展開されたデー

タベース・ファイル full.db を作成します。

CREATE EXPANDED DATABASE 'C:¥¥full.db'
FROM 'compress.db'
402



     第 4 章   SQL 文
CREATE DATABASE 文

説明 この文は、データベースを作成するために使用します。データベース
はオペレーティング・システム・ファイルとして格納されます。

構文 CREATE DATABASE db-file-name
  [ [ TRANSACTION ] { LOG OFF | LOG ON } [ log-file-name-string ]
        [ MIRROR mirror-file-name-string ] ]
 [ CASE { RESPECT | IGNORE } ]
 [ PAGE SIZE page-size ]
 [ COLLATION collation-label ]
 [ ENCRYPTED { ON | OFF | key-spec } ]
 [ BLANK PADDING { ON | OFF } ]
 [ ASE [ COMPATIBLE ] ]
 [ JAVA { ON | OFF | JDK { '1.1.8' | '1.3' } } ]
 [ JCONNECT { ON | OFF } ]
 [ PASSWORD CASE { RESPECT | IGNORE } ]
 [ CHECKSUM { ON | OFF } ]
 ]

page-size :
 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768

collation-label : string

key-spec:
 [ ON ] KEY key [ ALGORITHM { 'AES' | 'AES_FIPS' } ]
 

パラメータ ファイル名   ファイル名 (db-file-name-string、log-file-name-string、
mirror-file-name-string) はオペレーティング・システム・ファイル名

を含む文字列です。リテラル文字列として、一重引用符で囲んでくだ
さい。

•    パスを指定する場合、後に n または x が続くすべての円記号 (\) 
は、2 つ重ねます。このようにエスケープすることによって、

SQL の文字列のルールに従って、改行文字 (\n) または 16 進数字 
(\x) として解釈されるのを回避できます。

常に円記号をエスケープすると安全です。次に例を示します。

CREATE DATABASE 'c:¥¥sybase¥¥my_db.db'
 LOG ON 'e:¥¥logdrive¥¥my_db.log'
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•    パスを指定しない場合、または相対パスで指定する場合、デー

タベース・ファイルはサーバの作業ディレクトリを基準に作成
されます。ログ・ファイルのパスを指定しないと、データベー
ス・ファイルと同じディレクトリにファイルが作成されます。

•    ファイル拡張子を指定しない場合、データベース・ファイルは 
.db 拡張子、トランザクション・ログには .log 拡張子、ミラー・

ログには .mlg 拡張子を付けて作成されます。

TRANSACTION LOG 句   トランザクション・ログは、データベー

ス・サーバがデータベースに対するすべての変更を記録するファイル
です。トランザクション・ログはバックアップとリカバリ (『ASA 
データベース管理ガイド』 > 「トランザクション・ログ」を参照 )、
データ・レプリケーションで重要な役割を果たします。

MIRROR 句   トランザクション・ログ・ミラーはトランザクション・

ログと同一のコピーで、通常は別のデバイスで管理され、データを確
実に保護しています。デフォルトでは、Adaptive Server Anywhere はミ

ラー化されたトランザクション・ログを使用しません。トランザク
ション・ログ・ミラーを使う場合、このオプションでファイル名を指
定できます。

CASE 句   CASE RESPECT を使用して作成されたデータベースでは、

比較操作と文字列操作ですべての値の大文字と小文字が区別されま
す。

このオプションは、ISO/ANSI SQL 標準との互換性を保つために用意

されています。このオプションのデフォルト値は CASE IGNORE で、

この場合、すべての比較において大文字と小文字が区別されません。
データベース内のユーザ ID とその他の識別子は、大文字と小文字を

区別するデータベースにおいても大文字と小文字を区別しません。

PAGE SIZE 句   データベースのページ・サイズは、1024、2048、
4096、8192、16384、または 32768 バイトです。デフォルトのペー

ジ・サイズは 2048 バイトです。ページ・サイズを大きくすると、一

般に大規模なデータベースのパフォーマンスは向上しますが、オーバ
ヘッドは増大します。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「情報ユーティ

リティのオプション」を参照してください。

次に例を示します。
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CREATE DATABASE 'c:¥¥sybase¥¥my_db.db'
PAGE SIZE 4096

ページ・サイズ制限
現在のサーバで使用しているページ・サイズより大きいページ・サイ
ズは指定できません。サーバ・ページ・サイズは、 初に起動された
データベースのセットから取得されるか、サーバ・コマンド・ライン
で -gp オプションを使用して設定します。

COLLATION 句   データベース中のすべての文字列比較に使用される

照合順です。

カスタム照合を作成する場合は、照合ユーティリティを使用して照合
を含むファイルを作成します。照合を修正して、適切なスクリプトに
挿入したら、データベースを作成し、新しい照合を指定します。カス
タム照合ファイルで照合ラベルを変更してください。変更しないと、
既存の照合ラベルと重複してしまうため、新しい照合を使用してデー
タベースを作成することはできません。

カスタム照合順の詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「国際言語と文字セット」を参照してください。

照合ユーティリティの詳細については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「照合ユーティリティ」を参照してください。

照合を指定しない場合は、デフォルトの照合が使用されます。大文字
と小文字を区別する設定 (-c) をしている場合、標準の ASCII ( バイナ

リ ) 順序が、下位の 128 文字に対して使用されます。上位の 128 文字 
( 拡張文字とも呼ばれます ) に対しては、下位の 128 にある文字にアク

セントを付けた文字を、アクセントを付けない文字と同じ位置にソー
トします。拡張文字がアクセント付きの文字であるかどうかの決定は 
Code Page 850 ( マルチ言語コード・ページ ) に基づきます。

使用可能な照合順ラベルの一覧については、『ASA データベース管理

ガイド』 > 「照合の知識」を参照してください。

ENCRYPTED 句   暗号化すると、物理データベース・ファイルに格

納されているデータが判読不能になります。暗号化には、2 つのレベ

ルがあります。
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簡単な暗号化は、難読化と同じです。データは判読できませんが、暗
号に関する知識を持ったユーザはデータを解読できます。簡単な暗号
化を行うには、KEY 句を指定しないで ENCRYPTED 句を指定します。

高度な暗号化の場合は、128 ビット AES アルゴリズムとセキュリ

ティ・キーが使用されます。データは判読不能になり、キーがなけれ
ば事実上は解読できません。高度に暗号化されたデータベースを作成
するには、ENCRYPTED 句と一緒に KEY オプションを指定します。

ほとんどのパスワードと同様に、簡単には推測できない KEY 値を選

択するのが 善の方法です。KEY には 16 文字以上の値を選択し、大

文字と小文字を混在させ、数字、文字、特殊文字を使用することをお
すすめします。

警告
キーは保護してください。キーのコピーは、安全な場所に保管してく
ださい。キーを紛失すると、データベースにまったくアクセスできな
くなり、リカバリも不可能になります。

このキーは、データベースを起動するたびに必要になります。

次のキーはデータベース暗号化キーに使用できません。

•    空白スペース、一重引用符、または二重引用符で始まるキー

•    空白スペースで終わるキー

•    セミコロンを含むキー

ALGORITHM 句を使用すると、FIPS で承認されたアルゴリズムに 
AES ( デフォルト ) または AES_FIPS を選択できます。Windows CE で
は、AES アルゴリズムのみがサポートされています。

高度なデータベース暗号化の詳細については、『SQL Anywhere Studio 
セキュリティ・ガイド』 > 「高度な暗号化」を参照してください。

BLANK PADDING 句   BLANK PADDING ON を指定すると、後続ブ

ランクは比較時に無視されます。たとえば、次の 2 つの文字列につい

て考えます。

'Smith'
'Smith   '
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これらの文字列は、作成時に BLANK PADDING ON が指定された

データベースでは同じものです。

このオプションは ISO/ANSI SQL 規格と互換性を保つために用意され

ています。この規格では、比較をするときに後続ブランクが無視され
ます。デフォルトでは、ブランクは比較の際に意味を持ちます 
(BLANK PADDING OFF)。

ASE COMPATIBLE 句   SYS.SYSCOLUMNS ビューと 
SYS.SYSINDEXES ビューを作成しません。デフォルトでは、これら

のビューは Watcom SQL で使用可能なシステム・テーブルとの互換性

を保つために作成されます ( このソフトウェアのバージョン 4 以前 )。
これらのビューは、Sybase Adaptive Server Enterprise の互換性ビュー 
dbo.syscolumns と dbo.sysindexes と矛盾します。

JCONNECT 句   Sybase jConnect JDBC ドライバを使用して、システ

ム・カタログ情報にアクセスする場合は、jConnect サポートをインス

トールする必要があります。jConnect システム・オブジェクト含まな

い場合、JCONNECT OFF を指定します。その場合でも、システム情

報にアクセスしないかぎり、JDBC を使用できます。

JAVA 句   デフォルト動作は JAVA OFF です。

データベースで Java を使用するには、Sybase ランタイム Java クラス

のエントリをシステム・テーブルにインストールします。JAVA JDK 
'1.1.8' または JAVA JDK '1.3' を明示的に指定すると、指定したバー

ジョンの JDK のサポートがインストールされます。JDK 1.1.8 の場合、

クラスは SQL Anywhere ディレクトリの java¥1.1¥classes.zip に入って

います。JDK 1.3 の場合は、java¥1.3¥rt.jar に入っています。デフォル

トのクラスは JDK 1.3 のクラスです。

別途ライセンスを取得できるオプションが必要
データベース内の Java に関するコンポーネントには別途ライセンス

が必要です。インストールする場合はご注文ください。

このコンポーネントを注文するには、『SQL Anywhere Studio の紹介』 > 
「別途ライセンスが入手可能なコンポーネント」を参照してください。
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PASSWORD CASE 句   データベースでパスワードの大文字と小文字

が区別されるかどうかを指定できます。パスワードの大文字と小文字
の区別は、文字列比較に対するデータベースの大文字と小文字の区別
の設定と同じである必要はありません。パスワードの大文字と小文字
の区別を指定しない場合、パスワードはデータベースの大文字と小文
字の区別に従います。パスワードで使用される拡張文字は、パスワー
ドでの設定に関係なく大文字と小文字を区別します。

CHECKSUM 句   チェックサムは、データベース・ページがディスク

上で変更されたかどうかを判断するために使用します。チェックサム
を有効にしてデータベースを作成した場合、チェックサムはページが
ディスクに書き込まれる直前に計算されます。そのページが次にディ
スクから読み出されるときに、ページのチェックサムが再計算され
て、ページに保存されているチェックサムと比較されます。チェック
サムが異なる場合は、ディスク上でページが変更されており、エラー
が発生します。チェックサムを有効にして作成されたデータベース
も、チェックサムを使用して検証されます。次の文を実行することに
よって、データベースがチェックサムを有効にして作成されたかどう
かをチェックできます。

SELECT db_property ( 'Checksum' )

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「dbvalid コマン

ド・ライン・ユーティリティを使用したデータベースの検証」、
「sa_validate システム・プロシージャ」 1000 ページ、または 
「VALIDATE CHECKSUM 文」 796 ページを参照してください。

使用法 指定された名前と属性でデータベース・ファイルを作成します。

パーミッション この文を実行するのに必要なパーミッションは、サーバ・コマンド・
ラインで -gu オプションを使用して設定します。デフォルトの設定で

は、DBA 権限が必要です。

サーバを実行中のアカウントには、ファイルが作成されたディレクト
リの書き込みパーミッションが必要です。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 オペレーティング・システム・ファイルが作成されます。

参照 ◆ 「ALTER DATABASE 文」 320 ページ

◆ 「DROP DATABASE 文」 547 ページ
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◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「初期化ユーティリティ」

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DatabaseKey 接続パラ

メータ [DBKEY]」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は、CREATE DATABASE 文を

用意していますが、オプションは異なります。

例 次の文は、C:¥ ディレクトリにデータベース・ファイル mydb.db を作

成します。

CREATE DATABASE 'C:¥¥mydb'
 TRANSACTION LOG ON
 CASE IGNORE
 PAGE SIZE 1024
 COLLATION '437'
 ENCRYPTED OFF
 BLANK PADDING OFF
 JAVA JDK '1.3'
 JCONNECT OFF

次の文は、Sybase ランタイム Java 句のないデータベースを作成しま

す。すべてのデータベース操作は、Java クラスまたはオブジェクトに

関係するもの以外は、通常に実行されます。

CREATE DATABASE 'C:¥¥nojava'
 JAVA OFF
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CREATE DBSPACE 文

説明 この文は、新しい DB 領域を定義し、対応するデータベース・ファイ

ルを作成するために使用します。

構文 CREATE DBSPACE dbspace-name AS filename

パラメータ dbspace-name   データベース・ファイルの内部名です。filename パラ

メータはデータベース・ファイルの実際の名前であり、必要に応じて
パスを付けます。

filename   明示的なディレクトリ指定がない filename は、メイン・

データベース・ファイルと同じディレクトリ内で作成されます。すべ
ての相対ディレクトリはメイン・データベース・ファイルを基準にし
ます。filename にディレクトリ指定を含める場合、データベース・

サーバを基準にします。NetWare 対応のデータベース・サーバを使用

していて、filename で絶対ディレクトリを指定する場合はボリューム

名 ( ドライブ文字ではなく ) を使用してください。

使用法 CREATE DBSPACE 文は、新しいデータベース・ファイルを作成しま

す。データベースの作成時には、ファイルは 1 つしかありません。作

成されるすべてのテーブルとインデックスは、このファイルの中に入
ります。CREATE DBSPACE は、新しいファイルをデータベースに追

加します。このファイルはメイン・ファイルではなく、別のディス
ク・ドライブ上にあることもあり、1 つの物理的なデバイスよりも大

きなデータベースを作成できるようになります。

各データベースには、メイン・ファイル以外に、 大で 12 の DB 領
域という制限があります。

それぞれのテーブルは、1 つのデータベース・ファイル内に全体が含

まれています。CREATE TABLE 文の IN 句は、テーブルを入れる DB 
領域を指定します。デフォルトでは、テーブルはメイン・データベー
ス・ファイルの中に入ります。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット。自動チェックポイント。

参照 ◆ 「DROP 文」 544 ページ
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◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「追加 DB 領域の使用」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 DB 領域として library を作成し、LibraryBooks テーブルとそのイン

デックスを保持します。

CREATE DBSPACE library
AS 'e:¥¥dbfiles¥¥library.db';
CREATE TABLE LibraryBooks (
   title char(100),
   author char(50),
   isbn char(30),
) IN library;
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CREATE DECRYPTED FILE 文

説明 この文は、高度に暗号化されているデータベースを復号化します。

構文 CREATE DECRYPTED FILE newfile
 FROM oldfile KEY
 key

パラメータ FROM   暗号化されたファイルのファイル名をリストします。

KEY   暗号化されたファイルへのアクセスに必要なキーをリストしま

す。

使用法 この文は、暗号化されたデータベース、トランザクション・ログ・
ファイル、または DB 領域を復号化し、暗号化されていないファイル

を新しく作成します。オリジナル・ファイルは、暗号化キーを使用し
て高度に暗号化してください。復号化後のファイルは、暗号化された
ファイルの正確なコピーですが、暗号化されていないため、暗号化
キーは必要ありません。

この文を使用してデータベースを復号化する場合は、対応するトラン
ザクション・ログ・ファイル ( と DB 領域 ) も復号化しなければ、

データベースを使用できません。

リカバリを必要とするデータベースを復号化する場合は、対応するト
ランザクション・ログ・ファイルも復号化します。また、新しいデー
タベースのリカバリも必要になります。

このプロセスでトランザクション・ログ・ファイルの名前が変わるこ
とはありません。したがって、データベースとトランザクション・ロ
グ・ファイルの名前を変更した場合は、復号化後のデータベースに対
して dblog -t を実行する必要があります。

既存のデータベースを暗号化する場合は、CREATE ENCRYPTED FILE 
文を使用するか、または -an オプションと一緒に -ek または -ep を使

用してデータベースをアンロードし、再ロードする必要があります。
また、この方法を使用して、既存の暗号化キーを変更することもでき
ます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし
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例 次の例は、contacts データベースを復号化し、暗号化されていない新

しいデータベース contacts2 を作成します。

CREATE DECRYPTED FILE 'contacts2.db'
 FROM 'contacts.db'
 KEY 'Sd8f6654*Mnn'
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CREATE DOMAIN 文

説明 この文は、データベース内にドメインを作成するために使用します。

構文 CREATE { DOMAIN | DATATYPE } [ AS ] domain-name data-type
 [ [ NOT ] NULL ]
 [ DEFAULT default-value ]
 [ CHECK ( condition ) ]

domain-name :   identifier

data-type :  built-in data type, with precision and scale

パラメータ DOMAIN | DATATYPE   CREATE DOMAIN は ANSI/ISO SQL3 の用語

なので、CREATE DATATYPE ではなく、CREATE DOMAIN を使用す

ることをおすすめします。

NULL   デフォルトでドメインが NULL を使用するのは、

allow_nulls_by_default オプションが OFF に設定されていないときで

す。この場合、新しいドメインはデフォルトで Null 入力不可となり

ます。ドメイン上に作成されたカラムの NULL 入力属性は、カラムが

参照されたときの allow_nulls_by_default オプションの設定ではなく、

カラム定義の設定によって決まります。カラム定義の中で NULL また

は NOT NULL を明示的に設定するとドメイン設定は上書きされます。

CHECK 句   CHECK 条件を作成する場合は、条件の中に @ 記号のプ

レフィクスを持つ変数名を使用できます。データ型をカラムの定義内
で使う場合、このような変数をカラム名に置き換えます。こうすると 
CHECK 条件をデータ型上で定義でき、どのような名前のカラムでも

これを使用できます。

使用法 ドメインは、必要に応じて精度と小数点以下の桁数を含めた組み込み
データ型のエイリアスです。データベース内の使いやすさを改善し、
一貫性を高めます。

ドメインはデータベース内のオブジェクトです。名前を付けるには識
別子のルールに従います。ドメインは、大文字と小文字を区別しませ
ん。組み込みデータ型名の場合と同じです。
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データ型を作成するユーザは、自動的にそのデータ型の所有者となり
ます。CREATE DATATYPE 文の中では、所有者を指定できません。

ドメイン名はユニークにします。また、すべてのユーザはプレフィク
スとして所有者を使わなくてもデータ型にアクセスできます。

ドメインは、CHECK 条件と DEFAULT 値を持つことができ、ユーザ

側でそのデータ型が NULL 値を使えるかどうかを指定できます。これ

らの条件と値は、データ型上で定義するカラムによって継承されま
す。カラム上で明示的に指定された条件または値は、データ型に指定
された条件を上書きします。

データベースからデータ型を削除するには DROP 文を使います。ドメ

インを削除するためには、データ型の所有者であるか、DBA 権限が

必要です。

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「SQL データ型」 63 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   中級レベル機能。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Transact-SQL では、sp_addtype システム・プロシージャ、

CREATE DEFAULT 文、CREATE RULE 文を使用して、同様の機

能を提供します。

例 次の文は、35 文字の文字列を保持し、NULL が使用できる address と
いう名前のデータ型を作成します。

CREATE DOMAIN address CHAR( 35 ) NULL

次の文は、NULL は使用できず、デフォルトでオートインクリメント

される id という名前のデータ型を作成します。

CREATE DOMAIN id INT
 NOT NULL
 DEFAULT AUTOINCREMENT
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CREATE ENCRYPTED FILE 文

説明 この文は、高度に暗号化されたデータベース、トランザクション・ロ
グ・ファイル、または DB 領域を暗号化します。

構文 CREATE ENCRYPTED FILE newfile
 FROM oldfile
 KEY key
 [ ALGORITHM { AES | AES_FIPS } ]

パラメータ FROM   暗号化されていないファイルのファイル名をリストします。

KEY   暗号化されるファイルに割り当てるキーをリストします。

ALGORITHM   ファイルの暗号化に使用されるアルゴリズムを指定

します。アルゴリズムを指定しない場合、デフォルトとして AES が
使用されます。

使用法 この文は、暗号化されていないデータベース、トランザクション・ロ
グ・ファイル、または DB 領域を取得し、暗号化ファイルを新しく作

成します。元のファイルは暗号化しないでください。結果として出力
されるファイルは、指定されたアルゴリズムとキーを使用して暗号化
されている以外は、元のファイルの正確なコピーです。

この文を使用してデータベースを暗号化する場合は、対応するトラン
ザクション・ログ・ファイル ( と DB 領域 ) も同じアルゴリズムと

キーを使用して暗号化しなければ、データベースを使用できません。
暗号化されたファイルと暗号化されていないファイルを混在させるこ
とはできません。また、暗号化されたファイルに異なる暗号化アルゴ
リズムやキーを混在させることもできません。

リカバリを必要とするデータベースを暗号化する場合は、対応するト
ランザクション・ログ・ファイルも暗号化します。また、新しいデー
タベースのリカバリも必要になります。

このプロセスでトランザクション・ログ・ファイルの名前が変わるこ
とはありません。したがって、データベースとトランザクション・ロ
グ・ファイルの名前を変更した場合は、復号化後のデータベースに対
して dblog -t を実行する必要があります。
416



     第 4 章   SQL 文
-an オプションに -ek または -ep を使用してデータベースのアンロード

と再ロードを行うと、既存のデータベースを暗号化したり、既存の暗
号化キーを変更したりできます。または、CREATE ENCRYPTED FILE 
文と CREATE DECRYPTED FILE 文を合わせて使用しても暗号化キー

を変更できます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

Windows CE では、AES アルゴリズムのみがサポートされています。

関連する動作 なし

例 次の例は、contacts データベースを暗号化し、AES_FIPS で暗号化され

た新しいデータベース contacts2 を作成します。

CREATE ENCRYPTED FILE 'contacts2.db'
 FROM 'contacts.db'
 KEY 'Sd8f6654*Mnn'
 ALGORITHM AES_FIPS

次の例は、contacts データベースと contacts ログ・ファイルを暗号化

して、両ファイルの名前を変更します。ログの名前が変更されても
データベース・ファイルは引き続き古いログを指しているため、
dblog － ek abcd － t contacts2.log contacts.db を実行する必

要があります。

CREATE ENCRYPTED FILE 'contacts2.db'
 FROM 'contacts.db'
 KEY 'Sd8f6654*Mnn'
 CREATE ENCRYPTED FILE 'contacts2.log'
 FROM 'contacts.db'
 KEY 'Te9g7765*Noo'

例 3 次の例は、contacts データベースと contacts ログ・ファイルを暗号化

して、元のログ・ファイル名は変更しません。この場合は、ファイル
名が変更されないので、dblog を実行する必要はありません。

CREATE ENCRYPTED FILE 'newpath¥contacts.db'
 FROM 'contacts.db'
 KEY 'Sd8f6654*Mnn'
 CREATE ENCRYPTED FILE 'newpath¥contacts.log'
 FROM 'contacts.log'
 KEY 'Sd8f6654*Mnn'
417



CREATE ENCRYPTED FILE 文
例 4 次の例は、contacts データベースの暗号化キーを変更します。

CREATE DECRYPTED FILE 'temp.db'
 FROM 'contacts.db'
 KEY 'oldkey'
 del contacts.db
 CREATE ENCRYPTED FILE 'contacts.db'
 FROM 'temp.db'
 KEY 'newkey'
 del temp.db
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CREATE EVENT 文

説明 この文は、イベントまたは、イベントに関連付けて定義済みアクショ
ンを自動化するイベント・ハンドラを定義するために使用します。ま
た、スケジュールされたアクションを定義するときにも使用します。

構文 CREATE EVENT event-name
 [ TYPE event-type
          [ WHERE trigger-condition [ AND trigger-condition ] … ]
     | SCHEDULE schedule-spec, … ]
 [ ENABLE | DISABLE ]
 [ AT { CONSOLIDATED | REMOTE | ALL } ]
 [ HANDLER
       BEGIN
 …
      END ]

event-type :
   BackupEnd   | "Connect"
 | ConnectFailed  | DatabaseStart
 | DBDiskSpace | "Disconnect"
 | GlobalAutoincrement | GrowDB
 | GrowLog     | GrowTemp
 | LogDiskSpace   | "RAISERROR"
 | ServerIdle     | TempDiskSpace

trigger-condition :
 event_condition( condition-name ) { = | < | > | != | <= | >= } value

schedule-spec :
 [ schedule-name ]
    { START TIME start-time | BETWEEN start-time AND end-time }
    [ EVERY period { HOURS | MINUTES | SECONDS } ]
    [ ON { ( day-of-week, … ) | ( day-of-month, … ) } ]
    [ START DATE start-date ]

event-name | schedule-name : identifier

day-of-week :        string

day-of-month | value | period :   integer

start-time | end-time :      time
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start-date :         date

パラメータ CREATE EVENT 句   イベント名は識別子です。イベントには作成者

が関連付けられます。これはイベントを作成したユーザであり、イベ
ント・ハンドラはその作成者のパーミッションで実行されます。これ
はストアド・プロシージャの実行と同じです。他のユーザが所有する
イベントを作成することはできません。

TYPE 句   オプションの WHERE 句と一緒に TYPE 句を指定するか、

または SCHEDULE を指定できます。

event-type は、リストされたシステム定義のイベント・タイプの 1 つ
です。イベント・タイプでは大文字と小文字を区別しません。event-
type がイベントをトリガする条件を指定するには、WHERE 句を使用

します。以下にリストされていないイベントタイプの説明について
は、『ASA データベース管理ガイド』 > 「システム・イベントの選択」

を参照してください。

•    DiskSpace イベント・タイプ   データベースに DiskSpace タイプ

の 1 つに対応するイベント・ハンドラがある場合、データベー

ス・サーバは、使用するファイルに対応する各デバイスの空き
領域を 30 秒おきにチェックします。

データベースが別々のドライブに複数の DB 領域を持っている

場合、DBDiskSpace は各ドライブをチェックし、その中で 小

の空き領域に基づいて動作します。

LogDiskSpace イベント・タイプは、トランザクション・ログと

ミラーリング・トランザクション・ログのロケーションを
チェックし、 小の空き領域に基づいてレポートします。

Windows CE または Windows 95 の旧リリースでは、ディスク領

域イベント・タイプはサポートされません。

TempDiskSpace イベント・タイプは、テンポラリ・ディスク領

域の容量をチェックします。

適切なイベント・ハンドラが定義されている場合 (DBDiskSpace、
LogDiskSpace、または TempDiskSpace)、サーバは、データベー

ス・ファイルに対応する各デバイスの空き領域を 30 秒おきに

チェックします。同様に、システム・イベント・タイプ 
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ServerIdle を処理するようにイベントが定義されている場合、

サーバは、前の 30 秒間に要求が処理されなかったときにハンド

ラを通知します。

データベース・サーバの起動時に -fc オプションを指定して、

データベース・サーバでファイル・システム・フル条件が発生
した場合のコールバック関数を実装できます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-fc サー

バ・オプション」を参照してください。

•    GlobalAutoIncrement イベント・タイプ   このイベントは、

GLOBAL AUTOINCREMENT の残りの値の数がその範囲の終わ

り 1% 未満になったときに、それぞれの挿入に対して発生しま

す。このハンドラの一般的なアクションは、このイベントのパ
ラメータとして指定されたテーブルと残りの値の数に基づいて、
GLOBAL_DATABASE_ID オプションの新しい値を要求すること

です。

このイベント・タイプでは、event_condition 関数を使用し、引数

として RemainingValues を渡すことができます。

•    ServerIdle イベント・タイプ   データベースに ServerIdle タイプ

のイベント・ハンドラがある場合、サーバは 30 秒おきにサーバ

のアクティビティをチェックします。

WHERE 句   トリガ条件は、イベントが起動する条件を決定します。

たとえば、トランザクション・ログが書き込まれるディスクの使用率
が 80% を超えたときにアクションを実行する場合は、次のようなト

リガ条件を使用します。

...
 WHERE event_condition( 'LogDiskSpacePercentFree' ) < 
20
 ...

event_condition 関数には、イベント・タイプに有効な引数を指定して

ください。

複数の AND 条件を使って WHERE 句を構成できますが、OR 条件や

その他の条件は使用できません。
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有効な引数の詳細については、「EVENT_CONDITION 関数 [ システム

]」 181 ページ を参照してください。

SCHEDULE 句   この句は、スケジュールされたアクションをいつ実

行するかを指定します。時刻のシーケンスは、イベント・ハンドラに
定義された関連するアクションのトリガ条件セットとして動作しま
す。

1 つのイベントとそのハンドラに対し、複数のスケジュールを作成で

きます。これにより、複雑なスケジュールを実装できます。複数のス
ケジュールがある場合は、スケジュール名を必ず指定しなければなり
ませんが、スケジュールが 1 つしかない場合は、スケジュール名は省

略できます。

スケジュールされたイベントの定義に EVERY または ON が含まれる

場合、そのイベントは反復されます。このどちらの予約語も使用され
ていない場合、イベントは 大でも 1 回しか実行されません。非再帰

的にスケジュールされたイベントを作成する場合、そのイベントの開
始時刻が過ぎているときは、エラーになります。非再帰的にスケ
ジュールされたイベントが経過すると、スケジュールは削除されます
が、イベント・ハンドラは削除されません。

スケジュールされたイベントの時刻は、スケジュールの作成時に計算
され、イベント・ハンドラの実行が完了したときに再計算されます。
次のイベント時刻を計算するときには、イベントのスケジュールが調
べられ、起動時刻が現在以降のスケジュールから次のスケジュール時
刻が決定されます。9:00 から 5:00 の間に 1 時間ごとに実行され、実

行に 65 分を要するイベント・ハンドラは、9:00、11:00、1:00、3:00、
5:00 に実行されます。実行を重複させる場合は、複数のイベントを作

成します。

スケジュール定義に使用する句は次のとおりです。

•    START TIME   イベントがスケジュールされた各日の 初のス

ケジュール時刻。START DATE を指定した場合、START TIME 
はその日付を参照します。START DATE を指定しない場合、

START TIME は現在の日付 ( 時刻が経過していない場合 ) とそれ

以降の毎日 ( スケジュールに EVERY または ON が含まれる場合

) となります。
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•    BETWEEN … AND   その日のうち、スケジュールされた時刻が

発生する範囲。START DATE を指定した場合、スケジュールさ

れた時刻はその日が来るまで発生しません。

•    EVERY   連続してスケジュールするときのイベント発生の間隔。

スケジュールされたイベントは、その日の START TIME より後、

または BETWEEN … AND で指定された範囲内でのみ発生しま

す。

•    ON   スケジュールされたイベントが発生する日のリスト。

EVERY を指定した場合、デフォルトは毎日です。これらは曜日

または日付として指定できます。

曜日は、Mon、Tues のようになります。Monday のような完全形

も使用できます。使用言語が、英語でない場合、接続文字列で
クライアントによって要求された言語でない場合、サーバ・
ウィンドウに表示される言語でない場合は、完全形を使用しま
す。

日付は、0 ～ 31 の整数で指定します。0 は月の末日を表します。

•    START DATE   スケジュールされたイベントが開始される日付。

デフォルトは現在の日付です。

スケジュールされたイベント・ハンドラが完了するたびに、次のスケ
ジュールされた時刻と日付が計算されます。

1. EVERY 句を使用した場合は、次のスケジュールされた時刻が現

在の日付にあり、BETWEEN … AND で指定された範囲の終わり

より前であるかどうかを調べます。そうであれば、これが次のス
ケジュールされた時刻となります。

2. 次のスケジュールされた時刻が現在の日付にない場合は、イベン
トが実行される次の日付を調べます。

3. その日付の START TIME、または BETWEEN … AND で指定され

た範囲の始まりを確認します。
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ENABLE | DISABLE   イベント・ハンドラはデフォルトで有効になっ

ています。DISABLE を指定すると、スケジュールされた時刻に達し

たりトリガ条件が発生しても、イベント・ハンドラは起動しません。
TRIGGER EVENT 文は、無効に設定されているイベント・ハンドラを

起動しません

AT 句   SQL Remote のセットアップ時にリモート・データベースまた

は統合データベースでイベントを実行する場合は、この句を使用し
て、イベントを処理するデータベースを制限できます。デフォルトで
は、すべてのデータベースがイベントを実行します。

HANDLER 句   各イベントが 1 つのハンドラを持ちます。

使用法 イベントは次の 2 つの方法で使用できます。

•    アクションのスケジュール   データベース・サーバが一連のアク

ションをスケジュールに従って実行します。この機能を利用す
ると、バックアップ、妥当性検査、レポート・テーブル作成用
のクエリなどをスケジュールできます。

•    イベント処理アクション   データベース・サーバは、事前に定義

されたイベントが発生したときに一連のアクションを実行しま
す。処理できるイベントには、ディスク領域の制限 ( ディスク

領域の使用量が指定の割合を超えたとき )、サーバがアイドル状

態のときなどがあります。

イベント定義は 2 つの部分からなります。トリガ条件とは、ディスク

領域の使用量が指定のスレッショルドを超えるなどの出来事をいいま
す。スケジュールとは、時刻のセットのことで、それぞれの時刻がト
リガ条件の役割を果たします。トリガ条件が満たされると、イベン
ト・ハンドラが実行されます。イベント・ハンドラには、複合文 
(BEGIN… END) の中に指定された 1 つまたは複数のアクションが含

まれています。

トリガ条件やスケジュールを指定しない場合は、明示的な TRIGGER 
EVENT 文だけがイベントをトリガします。開発段階では TRIGGER 
EVENT を使ってイベント・ハンドラを作成、テストし、テストの完

了後にスケジュールまたは WHERE 句を追加することができます。

イベント・エラーはデータベース・サーバ・コンソールにログされま
す。
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イベント・ハンドラがトリガされると、サーバは event_parameter 関数

を使用して、イベントをトリガした接続 ID などのコンテキスト情報

をイベント・ハンドラに渡します。event_parameter の詳細について

は、「EVENT_PARAMETER 関数 [ システム ]」 182 ページ を参照して

ください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

イベント・ハンドラは、イベント所有者のパーミッションに基づいて
別の接続上で実行されます。DBA 以外のパーミッションで実行する

には、イベント・ハンドラからプロシージャを呼び出します。プロ
シージャは、その所有者のパーミッションを使用して実行されます。
イベント・ハンドラが実行される接続は、パーソナル・データベー
ス・サーバの 大接続数である 10 には含められません。

関連する動作 オートコミット

イベント・ハンドラの動作は、実行中にエラーが検出されなければコ
ミットされ、エラーが検出された場合はロールバックされます。

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「ALTER EVENT 文」 330 ページ

◆ 「COMMENT 文」 391 ページ

◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「TRIGGER EVENT 文」 774 ページ

◆ 「EVENT_PARAMETER 関数 [ システム ]」 182 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「システム・イベントの選

択」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 データベース・サーバに対し、毎日午前 1 時に Windows NT マシンの

初のテープ・ドライブを使ってテープへの自動バックアップを実行
するように指示します。
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CREATE EVENT DailyBackup
 SCHEDULE daily_backup
 START TIME '1:00AM' EVERY 24 HOURS
 HANDLER
    BEGIN
       BACKUP DATABASE TO '¥¥¥¥.¥¥tape0'
       ATTENDED OFF
    END

データベース・サーバに対して、月曜日から金曜日までの午前 8 時か

ら午後 6 時まで、1 時間ごとにトランザクション・ログのみの自動

バックアップを実行するように指示します。

CREATE EVENT HourlyLogBackup
 SCHEDULE hourly_log_backup
 BETWEEN '8:00AM' AND '6:00PM'
 EVERY 1 HOURS ON
    
('Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday')
 HANDLER
    BEGIN
       BACKUP DATABASE DIRECTORY 'c:¥¥database¥¥backup'
       TRANSACTION LOG ONLY
       TRANSACTION LOG RENAME
    END

詳細な例については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「イベント

のトリガ条件の定義」を参照してください。
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CREATE EXISTING TABLE 文

説明 この文は、リモート・サーバ上の既存のオブジェクトを表す新しいプ
ロキシ・テーブルを作成します。

構文 CREATE EXISTING TABLE [owner.]table-name
 [ (column-definition, …) ]
 AT location-string

column-definition :
 column-name data-type [NOT NULL]

location-string :
   remote-server-name.[db-name].[owner].object-name
 | remote-server-name;[db-name];[owner];object-name

パラメータ AT 句   AT 句は、リモート・オブジェクトのロケーションを指定しま

す。AT 句は、デリミタとしてセミコロン (;) をサポートします。セミ

コロンが location-string 文字列のどこかにある場合、そのセミコロン

はフィールド・デリミタです。セミコロンがない場合は、ピリオドが
フィールド・デリミタです。セミコロンを使用すると、データベース
と所有者の各フィールドにファイル名と拡張子を使用できます。たと
えば、次の文は、テーブル a1 を MS Access ファイル mydbfile.mdb に
マップします。

CREATE EXISTING TABLE a1
 AT 'access;d:¥mydbfile.mdb;;a1'

使用法 CREATE EXISTING TABLE 文は、外部のロケーションにあるテーブ

ルに対応する、新しいローカルのプロキシ・テーブルを作成します。
CREATE EXISTING TABLE 文は、CREATE TABLE 文の変形です。

EXISTING キーワードを CREATE TABLE で使用すると、テーブルが

すでにリモートに存在していて、そのメタデータが Adaptive Server 
Anywhere にインポートされるように指定できます。これにより、

Adaptive Server Anywhere ユーザにとって可視のエンティティであるよ

うに、リモート・テーブルが設定されます。Adaptive Server Anywhere 
は、テーブルを作成する前に、外部ロケーションにテーブルが存在す
るかどうかを確認します。
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オブジェクト ( ホスト・データ・ファイルまたはリモート・サーバ・

オブジェクトのどちらか ) が存在しない場合、この文は拒否されてエ

ラー・メッセージが出力されます。

ホスト・データ・ファイルまたはリモート・サーバ・テーブルのイン
デックス情報が抽出され、システム・テーブル sysindexes のローを作

成するために使用されます。これにより、サーバ関係のインデックス
とキーが定義されて、クエリ・オプティマイザがこのテーブルに存在
する可能性のあるすべてのインデックスを考慮できるようになりま
す。

参照整合性制約は、必要に応じてリモート・ロケーションに渡されま
す。

カラム定義が指定されていない場合、Adaptive Server Anywhere は、リ

モート・テーブルから取得するメタデータからカラム・リストを引き
出します。カラム定義が指定されている場合、Adaptive Server 
Anywhere は、そのカラム定義を検証します。カラム名、データ型、

長さ、IDENTITY プロパティ、NULL プロパティについて、次の点が

チェックされます。

•    カラム名が一致しなければなりません ( 大文字小文字は無視され

ます )。

•    CREATE EXISTING TABLE 文のデータ型は、リモート・ロケー

ションのカラムのデータ型と一致するか、またはそのデータ型
に変換可能でなければなりません。たとえば、ローカル・カラ
ムのデータ型が通貨として定義されているのに対して、リモー
ト・カラムのデータ型が数値である場合があります。

•    各カラムの NULL プロパティがチェックされます。ローカル・

カラムの NULL プロパティがリモート・カラムの NULL プロパ

ティと同じではないと、警告メッセージが出力されますが、文
はアボートしません。

•    各カラムの長さがチェックされます。char、varchar、binary、
varbinary、decimal、numeric の各カラムの長さが一致しない場合

は、警告メッセージが出力されますが、コマンドはアボートし
ません。

CREATE EXISTING 文には、実際のリモート・カラム・リスト

のサブセットだけをインクルードすることができます。
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パーミッション RESOURCE 権限が必要です。別のユーザのテーブルを作成するには、

DBA 権限が必要です。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ CREATE TABLE 文
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロキシ・テーブルのロ

ケーションの指定」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 リモート・サーバ server_a にある blurbs テーブルのプロキシ・テーブ

ル blurbs を作成します。

CREATE EXISTING TABLE blurbs
 ( author_id id not null,
 copy text not null)
 AT 'server_a.db1.joe.blurbs'

リモート・サーバ server_a にある blurbs テーブルに対して blurbs とい

う名前のプロキシ・テーブルを作成します。Adaptive Server Anywhere 
は、リモート・テーブルから取得したメタデータからカラム・リスト
を引き出します。

CREATE EXISTING TABLE blurbs
AT 'server_a.db1.joe.blurbs'

Adaptive Server Anywhere のリモート・サーバ asademo にある 
employee テーブルのプロキシ・テーブル rda_employee を作成します。

CREATE EXISTING TABLE rda_employee
AT 'asademo..DBA.employee'
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CREATE EXTERNLOGIN 文

説明 この文は、リモート・サーバとの通信に使用される代替ログイン名と
パスワードを割り当てるために使用します。

構文 CREATE EXTERNLOGIN login-name
 TO remote-server
 REMOTE LOGIN remote-user
 [ IDENTIFIED BY remote-password ]

パラメータ login-name   ローカル・ユーザ・ログイン名を指定します。統合化ロ

グインを使用する場合、login-name は Windows ユーザまたはグルー

プにマッピングされたデータベース・ユーザです。

TO 句   リモート・サーバの名前を指定します。

REMOTE LOGIN 句   REMOTE LOGIN 句は、ローカル・ユーザ 
login-name に対して、リモート・サーバ上のユーザ・アカウントを

指定します。

IDENTIFIED BY 句   IDENTIFIED BY 句は、remote-password が 
remote-user のパスワードになるように指定します。remote-user と 
remote-password の組み合わせは remote-server において有効でなけれ

ばなりません。

使用法 デフォルトでは、Adaptive Server Anywhere は、クライアントに代わっ

てリモート・サーバに接続するときは、常にそのクライアントの名前
とパスワードを使用します。CREATE EXTERNLOGIN は、リモート・

サーバとの通信に使用される代替ログイン名とパスワードを割り当て
ます。

パスワードは内部的に暗号化された形式で保存されます。remote-
server をローカル・サーバに認識させるには、SYSERVERS テーブル

のエントリを指定します。詳細については、「CREATE SERVER 文」 
467 ページを参照してください。

パスワードの自動有効期限を使用するサイトでは、外部ログインのた
めに、定期的なパスワードの更新を計画してください。

CREATE EXTERNLOGIN は、トランザクション内からは使用できま

せん。
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パーミッション ログイン名と DBA アカウントだけが、そのログイン名の外部ログイ

ンを追加または変更できます。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「DROP EXTERNLOGIN 文」 549 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 サーバ sybase1 に接続するときに、ローカル・ユーザ DBA をパス

ワード Plankton が設定されたユーザ sa にマップします。

CREATE EXTERNLOGIN DBA
 TO sybase1
 REMOTE LOGIN sa
 IDENTIFIED BY Plankton
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CREATE FUNCTION 文

説明 この文は、データベース内に新しい関数を作成するために使用しま
す。

構文 1 CREATE FUNCTION [ owner.]function-name ( [ parameter, … ] )
 RETURNS data-type routine-characteristics
 { compound-statement
    | AS tsql-compound-statement
    | external-name }

構文 2 CREATE FUNCTION [ owner.]procedure-name ( [ parameter, … ] )
 RETURNS data-type
 URL url-string
 [ TYPE { 'HTTP[:{GET|POST}]' | 'SOAP[:{RPC|DOC}]' } ]
 [ NAMESPACE namespace-string ]
 [ CERTIFICATE certificate-string ]
 [ CLIENTPORT clientport-string ]
 [ PROXY proxy-string ]

url-string :
 '{HTTP|HTTPS}://[user:password@]hostname[:port][/path]'

parameter :
 [ IN ] parameter-name data-type

routine-characteristics
 ON EXCEPTION RESUME | [ NOT ] DETERMINISTIC

tsql-compound-statement:
 sql-statement
 sql-statement
  ...

external-name:
   EXTERNAL NAME library-call
 | EXTERNAL NAME java-call LANGUAGE JAVA

library-call :
 '[operating-system:]function-name@library; …'

operating-system :
 Windows95 | WindowsNT | NetWare | UNIX
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java-call :
 '[package-name.]class-name.method-name method-signature'

method-signature :
 ([field-descriptor, … ]) return-descriptor

field-descriptor | return-descriptor :
 Z | B | S | I | J | F | D | C | V | [descriptor | Lclass-name;

パラメータ CREATE FUNCTION 句   パラメータ名は、データベース識別子に対

するルールに従って付けてください。パラメータ名は、有効な SQL 
データ型にします。また、キーワード IN のプレフィクスを付けて、

引数が関数に値を提供する式であることを示してください。

compound-statement   BEGIN と END で囲まれ、セミコロンで区切ら

れた SQL 文のセット。「BEGIN 文」 376 ページを参照してください。

tsql-compound-statement   Transact-SQL 文のバッチ。『ASA SQL ユー

ザーズ・ガイド』 > 「Transact-SQL のバッチの概要」と 「CREATE 
PROCEDURE 文 [T-SQL]」 456 ページ を参照してください。

EXTERNAL NAME 句   EXTERNAL NAME 句を使用する関数は、外

部ライブラリ関数呼び出しのラッパです。EXTERNAL NAME を使用

する関数では、RETURNS 句の後に他の句を置くことはできません。

library 名にはファイル拡張子を付けることができます。これは通常、

Windows では .dll、UNIX では .so、NetWare では .nlm です。拡張子が

ない場合、ライブラリに対するプラットフォーム固有のデフォルトの
ファイル拡張子が追加されます。NetWare では、NLM 名がない場合、

関数が呼び出されるときに、記号を含む NLM がロードされます。

外部ライブラリ呼び出しの詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・

ガイド』 > 「プロシージャからの外部ライブラリの呼び出し」を参照

してください。

EXTERNAL NAME LANGUAGE JAVA 句   LANGUAGE JAVA 句が付

いた EXTERNAL NAME を使用する関数は、Java メソッドのラッパで

す。

Java プロシージャの呼び出しについては、「CREATE PROCEDURE 
文」 446 ページを参照してください。
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ON EXCEPTION RESUME 句   Transact-SQL のようなエラー処理を使

用します。詳細については、「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページを

参照してください。

NOT DETERMINISTIC 句   NOT DETERMINISTIC として指定された

関数は、クエリで呼び出されるたびに再評価されます。このような方
法で指定されていない関数の結果は、パフォーマンスを向上させるた
めにキャッシュされ、クエリの評価中に関数が同じパラメータで呼び
出されるたびに再利用されます。

基本となるデータを修正するなどの関連する動作を伴う関数は、NOT 
DETERMINISTIC として宣言してください。たとえば、プライマリ・

キー値を生成し、INSERT … SELECT 文で使用する関数は、次のよう

に NOT DETERMINISTIC として宣言してください。

CREATE FUNCTION keygen( increment INTEGER )
 RETURNS INTEGER
 NOT DETERMINISTIC
 BEGIN
   DECLARE keyval INTEGER;
   UPDATE counter SET x = x + increment;
   SELECT counter.x INTO keyval FROM counter;
   RETURN keyval
 END
 INSERT INTO new_table
 SELECT keygen(1), ...
 FROM old_table

特定の入力パラメータに対して常に同じ値を返す関数は、
DETERMINISTIC として宣言できます。このソフトウェアの将来の

バージョンでは、この宣言を使用して、同じ入力に対して異なる値を
返す可能性のある関数にとっては安全でない 適化でも、実行するこ
とが可能になります。

URL 句   HTTP または SOAP Web サービス・クライアント関数を定義

する場合にのみ使用します。Web サービスの URI を指定します。

TYPE 句   Web サービス要求を行う場合に使用するフォーマットを指

定します。SOAP が指定されている場合、または type 句が含まれてい

ない場合は、デフォルトのタイプである SOAP:RPC が使用されます。

HTTP は HTTP:POST を暗黙的に指定します。SOAP 要求は常に XML 
文書として送信されるため、SOAP 要求の送信には常に HTTP:POST 
が使用されます。
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NAMESPACE 句   SOAP クライアント関数にのみ適用されます。この

句は、SOAP:RPC 要求と SOAP:DOC 要求の両方に通常必要なメソッ

ド・ネームスペースを識別します。要求を処理する SOAP サーバは、

このネームスペースを使用して、SOAP 要求メッセージ本文内のエン

ティティの名前を解釈します。ネームスペースは、Web サービス・

サーバから使用できる SOAP サービスの WSDL 記述から取得できま

す。デフォルト値は、プロシージャの URL のオプションのパス・コ

ンポーネントの直前までです。

CERTIFICATE  句   安全な (HTTPS) 要求を行うには、HTTPS サーバ

で使用される証明書にクライアントがアクセスできる必要がありま
す。必要な情報は、セミコロンで区切られたキー／値のペアの文字列
で指定されます。証明書はファイルに置かれ、file キーを使用して提

供されるファイルの名前、または証明書全体を文字列に配置できます
が、両方は配置できません。次のキーを使用できます。

証明書は、HTTPS サーバに対する要求、または安全でないサーバか

ら安全なサーバにリダイレクトされる可能性がある要求に対してのみ
必要です。データベース・サーバの起動時に証明書パラメータが使用
されていないかぎり、証明書の値は、HTTPS 要求を受け入れる 
Adpative Server Anywhere データベースへの送信時には不要です。

CLIENTPORT 句   HTTP クライアント・プロシージャが TCP/IP を使

用して通信するポート番号を識別します。この句は、ファイアウォー
ルを介する通信のためのものであり、このような通信にのみおすすめ
します。ファイアウォールは TCP/UDP ポートに従ってフィルタしま

す。単一のポート番号、ポート番号の範囲、または両方の組み合わせ
を指定できます。たとえば、CLIENTPORT '85,90-97' を指定できます。

キー 省略形 説明

file 証明書のファイル名。

certificate cert 証明書自体。

company co 証明書で指定された会社。

unit 証明書で指定された会社の部門。

name 証明書で指定された共通名。
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詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「ClientPort プロ

トコル・オプション [CPORT]」 を参照してください。

PROXY 句   プロキシ・サーバの URI を指定します。クライアントが

プロキシを介してネットワークにアクセスする場合に使用します。プ
ロシージャがプロキシ・サーバに接続し、そのプロキシ・サーバを介
して Web サービスに要求を送信することを示します。

使用法 CREATE FUNCTION 文は、データベース内でユーザ定義関数を作成

します。所有者名を指定すれば、別のユーザに対する関数を作成でき
ます。パーミッションに従って、ユーザ定義関数を他の非集合関数と
まったく同じ方法で使用できます。

Adaptive Server Anywhere は、NOT DETERMINISTIC を宣言する場合

以外は、すべてのユーザ定義関数を冪等 ( 何回繰り返しても、1 回だ

け実行した時と同じ ) として扱います。冪等関数は、同じパラメータ

に対して一貫した結果を返し、副次効果はありません。つまり、サー
バは、同じパラメータを持つ同じ関数が連続して 2 回呼び出されてい

る場合は、どちらの呼び出しでも同じ結果が返され、クエリの意味に
不要な弊害は生じないものとみなします。

関数が結果セットを返す場合、出力パラメータを設定したり戻り値を
返したりすることはできません。

SOAP 関数と HTTP 関数の戻り型は、VARCHAR などの文字データ型

の 1 つです。返される値は、HTTP 応答の本文です。HTTP ヘッダ情

報は含まれません。ステータス情報などの他の情報が必要な場合は、
関数ではなくプロシージャを使用します。

パラメータ値は、要求の一部として渡されます。使用される構文は、
要求のタイプによって決まります。HTTP:GET の場合、パラメータは 
URL の一部として渡されます。HTTP:POST 要求の場合、値は要求の

本文に置かれます。SOAP 要求へのパラメータは、常に要求本文にバ

ンドルされます。

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

Java 関数を含む外部関数には DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「ALTER FUNCTION 文」 332 ページ
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◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 「RETURN 文」 700 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

CREATE FUNCTION 文は Microsoft SQL Server でサポートされて

います。

例 次の関数は、firstname 文字列と lastname 文字列を連結します。

CREATE FUNCTION fullname (
    firstname CHAR(30),
    lastname CHAR(30) )
 RETURNS CHAR(61)
 BEGIN
    DECLARE name CHAR(61);
    SET name = firstname || ' ' || lastname;
    RETURN (name);
 END

次の例は、fullname 関数の使用法を示します。

2 つの提供された文字列からフル・ネームを戻します。

SELECT fullname ('joe','smith')

全従業員の名前をリストします。

SELECT fullname (emp_fname, emp_lname)
 FROM employee

fullname('joe','smith')

joe smith
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次の文は、Transact-SQL 構文を使用します。

CREATE FUNCTION DoubleIt ( @Input INT )
 RETURNS INT
 AS
   DECLARE @Result INT
   SELECT @Result = @Input * 2
   RETURN @Result

文 SELECT DoubleIt( 5 ) は、10 の値を返します。

次の文は、Java で作成された外部関数を作成します。

CREATE FUNCTION dba.encrypt( IN name char(254) )
 RETURNS VARCHAR
 EXTERNAL NAME
   'Scramble.encrypt (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/
String;'
 LANGUAGE JAVA

fullname (emp_fname, emp_lname)

Fran Whitney

Matthew Cobb

Philip Chin

Julie Jordan

…
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CREATE INDEX 文

説明 この文は、指定したテーブル上でインデックスを作成するために使用
します。インデックスによってデータベースのパフォーマンスを改善
できます。

構文 CREATE [ VIRTUAL ] [ UNIQUE ] [ CLUSTERED ] INDEX index-name
 ON [ owner.]table-name
 ( column-name [ ASC | DESC ], …
     | function-name ( argument [ ,… ] ) AS column-name )
 [ { IN | ON } dbspace-name ]

パラメータ VIRTUAL キーワード   VIRTUAL キーワードは主に、Index Consultant 
によって使用されます。クエリ・プランが Index Consultant によって

評価されている間と、PLAN 関数が使用されている場合に、仮想イン

デックスは実際の物理的なインデックスのプロパティを模倣します。
仮想インデックスを PLAN 関数と一緒に使用すると、実際のインデッ

クスを作成するという時間とリソースを消費する作業をせずに、イン
デックスのパフォーマンスへの影響を調べることができます。

仮想インデックスは、他の接続からは参照できず、その接続が閉じた
ときに削除されます。仮想インデックスは、クエリの実際の実行プラ
ンを評価しているときは使用されないため、パフォーマンスの妨げに
はなりません。

仮想インデックスのカラムの 大数は 4 です。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「インデックス・

コンサルタントの起動」と『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「イン

デックス・コンサルタントの概要」を参照してください。

CLUSTERED キーワード   CLUSTERED 属性を使用すると、テーブ

ルのローはインデックスのキーの順序で格納されます。サーバはキー
の順序を保持しようとしますが、完全なクラスタは保証されません。

クラスタード・インデックスが存在すると、LOAD TABLE 文はイン

デックス・キーの順序でテーブル内にローを挿入し、INSERT 文は

キーの順序の定義に従って、隣接するローがあるテーブル・ページに
新しいローを配置しようとします。
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詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「クラスタード・

インデックスの使用」を参照してください。

UNIQUE キーワード   UNIQUE 属性を使用すると、インデックス内の

各カラムで同じ値を持つローはテーブル内に存在しなくなります。各
インデックス・キーは、ユニークにするか、少なくとも 1 つのカラム

に NULL を入れます。

テーブルの一意性制約とユニーク・インデックスには違いがありま
す。ユニーク・インデックスのカラムは NULL でもかまいません。一

方、一意性制約のカラムは NULL にはなりません。外部キーは、プラ

イマリ・キーまたは一意性制約が指定されたカラムは参照できます
が、ユニーク・インデックスは参照できません。ユニーク・インデッ
クスは NULL の複数のインスタンスを含むことがあるからです。

ASC | DESC オプション   降順 (DESC) が明示的に指定されている場合

以外、カラムは昇 ( 増加 ) 順で格納されます。昇順と降順 ORDER BY 
の両方に対してインデックスを使います。これはインデックスが昇順
であっても降順であっても同様です。しかし、昇順と降順属性を混在
させて ORDER BY を実行する場合、インデックスを使うのは同じ昇

順と降順属性を使ってインデックスが作成されたときだけです。

function-name パラメータ   function-name パラメータは、組み込み関

数でインデックスを作成します。このフォームの CREATE INDEX 文
は、次の操作を実行する際に便利な方法です。

1. 計算カラム column-name をテーブルに追加します。カラムは、指

定された組み込み関数である COMPUTE 句と指定された引数を使

用して定義されます。カラムのデータ・タイプは、関数の結果タ
イプに基づきます。

2. テーブルの既存のローに対して計算カラムを移植します。

3. カラムでインデックスを作成します。

インデックスを削除しても、対応するカラムは削除されません。この
フォームの CREATE INDEX は、宣言されたテンポラリ・テーブルで

は使用できません。

計算カラムの詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「計算カラムの使用」を参照してください。
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IN | ON 句   デフォルトで、インデックスはそのテーブルと同じデー

タベース・ファイルの中に置かれます。インデックスを入れる DB 領
域名を指定して、別のデータベース・ファイルにインデックスを入れ
ることができます。この特徴は、主として大規模なデータベースにお
いてファイル・サイズの限界を取り払うのに役立ちます。

制限事項の詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「サ

イズと数の制限」を参照してください。

使用法 CREATE INDEX 文は、指定したテーブルの指定カラム上でストアド・

インデックスを作成します。インデックスを自動的に使用することに
より、データベースに発行するクエリのパフォーマンスを改善し、
ORDER BY 句を使ってクエリをソートします。一度インデックスを

作成すると、そのインデックスを検証する (VALIDATE INDEX) か、

削除する (DROP INDEX) とき以外は、再び参照されることはありま

せん。

ビューにはインデックスを設定できません。

•    インデックスの所有者   CREATE INDEX 文ではインデックスの

所有者を指定できません。常にテーブルの所有者がインデック
スの所有者となります。インデックス名は各所有者に対してユ
ニークにします。

•    ビューのインデックス   ビューのインデックスは作成できませ

ん。

•    インデックス名のスペース   各インデックスには、特定のテーブ

ルに対してユニークな名前を与えます。

•    テーブルの排他的使用   CREATE INDEX が妨害されるのは、こ

の文が別の接続によって現在使用されているテーブルに影響を
与えるときです。CREATE INDEX は処理に時間がかかり、サー

バは文が処理されている間は同じテーブルを参照する要求を処
理しません。

•    自動作成インデックス   Adaptive Server Anywhere は、プライマ

リ・キーと一意性制約に対するインデックスを自動的に作成し
ます。これら自動作成インデックスは、テーブルと同じデータ
ベース・ファイルに保持されます。
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パーミッション テーブルの所有者であるか、DBA 権限または REFERENCES パーミッ

ションが必要です。

関連する動作 オートコミット。組み込み関数でインデックスを作成すると、チェッ
クポイントが発生します。

カラム統計が更新されます。

参照 ◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「インデックス」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「インデックスのタイプ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は、Adaptive Server Anywhere 
よりも複雑な CREATE INDEX 文を使用します。Adaptive Server 
Enterprise 構文は Adaptive Server Anywhere で使用できますが、句

やキーワードには無視されるものがあります。

•    Adaptive Server Enterprise 11.5 の完全な構文は次のとおりで

す。

CREATE [ UNIQUE ] [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ]
 INDEX index-name
 ON [ [ database.]owner.]table_name
       (column_name [, column_name], …)
  [ WITH {
    {  FILLFACTOR | MAX_ROWS_PER_PAGE } = x,
        CONSUMERS = x,
    … IGNORE_DUP_KEY,
    … SORTED_DATA,
        [ IGNORE_DUP_ROW | ALLOW_DUP_ROW ]
    } ]
  [ ON segment_name ]

Adaptive Server Anywhere では、次のキーワードを許可しますが

無視します。

•    FILLFACTOR

•    IGNORE_DUP_KEY

•    SORTED_DATA
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•    IGNORE_DUP_ROW

•    ALLOW_DUP_ROW

インデックスの物理的な配置は、Adaptive Server Enterprise と 
Adaptive Server Anywhere では異なった方法で行われます。ON 
segment-name 句は Adaptive Server Anywhere でサポートされま

すが、segment-name は DB 領域を示します。

Adaptive Server Anywhere のユニーク・インデックスは、エント

リに NULL があってもよい点を除き、Adaptive Server Enterprise 
の場合と同じです。Adaptive Server Enterprise のユニーク・イン

デックスは、エントリに NULL があってはならない点を除き、

Adaptive Server Anywhere の場合と同じです。

インデックス名は、Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server 
Enterprise の両方で、指定されたテーブルでユニークにします。

例 employee テーブルで 2 カラムのインデックスを作成します。

CREATE INDEX employee_name_index
 ON employee
 ( emp_lname, emp_fname )

prod_id カラム用に sales_order_items テーブル上でインデックスを作成

します。

CREATE INDEX item_prod
 ON sales_order_items
 ( prod_id )

SORTKEY 関数を使用して、product テーブルの description カラムにイ

ンデックスを作成し、Russian 照合に従ってソートします。関連動作

として、この文は計算カラム desc_ru をテーブルに追加します。

CREATE INDEX ix_desc_ru
 ON product (
  SORTKEY( description, 'rusdict' )
  AS desc_ru )
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CREATE MESSAGE 文 [T-SQL]

説明 この文は、PRINT と RAISERROR が使うために、ユーザ定義メッ

セージをシステム・テーブル SYSUSERMESSAGES に追加する場合に

使用します。

構文 CREATE MESSAGE message-number AS message-text

message-number :  integer

message-text :    string

パラメータ message_number   追加するメッセージのメッセージ番号。ユーザ定

義メッセージのメッセージ番号は 20000 以上にしてください。

message_text   追加するメッセージのテキスト。 大長は、255 バイ

トです。PRINT と RAISERROR は、メッセージ・テキストのプレー

スホルダを認識します。1 つのメッセージには、ユニークなプレース

ホルダを任意の順序で 20 個まで含めることができます。これらのプ

レースホルダは、メッセージのテキストをクライアントに送信すると
きにメッセージの後に付けた任意の引数のフォーマット文字列に置換
されます。

メッセージを文法的構文が異なる言語に翻訳するときに順番を変えら
れるように、プレースホルダには番号が付けられます。引数のプレー
スホルダのフォームは "%nn!" です。パーセント記号 (％)、nn (1 ～ 20 
の整数 )、感嘆符 (!) の順に表されます。整数は引数の引数リスト内の

位置を表します。 初の引数は "%1!"、2 番目の引数は "%2!"、のよう

になります。

sp_addmessage の language 引数に対応するパラメータはありませ

ん。

使用法 CREATE MESSAGE はメッセージ番号をメッセージ文字列に関連付け

ます。このメッセージ番号は PRINT 文と RAISERROR 文で使用でき

ます。

メッセージを削除する方法については、「DROP 文」 544 ページを参照

してください。
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パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「PRINT 文 [T-SQL]」 679 ページ

◆ 「RAISERROR 文 [T-SQL]」 682 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   CREATE MESSAGE の機能性は、Adaptive Server 
Enterprise の sp_addmessage プロシージャで用意されています。
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CREATE PROCEDURE 文

説明 この文は、データベース内にプロシージャを作成するために使用しま
す。

構文 1 CREATE PROCEDURE [ owner.]procedure-name ( [ parameter, … ] )
 {   [ RESULT ( result-column, … ) | NO RESULT SET ]
     [ ON EXCEPTION RESUME ]
       compound-statement
    | AT location-string
    | EXTERNAL NAME library-call
    | [ DYNAMIC RESULT SETS integer-expression ]
      [ EXTERNAL NAME java-call LANGUAGE JAVA ]
     }

構文 2 CREATE PROCEDURE [ owner.]procedure-name ( [ parameter, … ] )
 compound-statement

構文 3 CREATE PROCEDURE [ owner.]procedure-name ( [ parameter, … ] )
 URL url-string
 [ TYPE { 'HTTP[:{GET|POST}]' | 'SOAP[:{RPC|DOC}]' } ]
 [ NAMESPACE namespace-string ]
 [ CERTIFICATE certificate-string ]
 [ CLIENTPORT clientport-string ]
 [ PROXY proxy-string ]

url-string :
 '{HTTP|HTTPS}://[user:password@]hostname[:port][/path]'

parameter :
   parameter_mode parameter-name data-type [ DEFAULT expression ]
 | SQLCODE
 | SQLSTATE

parameter_mode : IN | OUT | INOUT

result-column : column-name data-type

library-call :
 '[operating-system:]function-name@library; …'

operating-system :
 Windows95 | WindowsNT | NetWare | UNIX
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java-call :
 '[package-name.]class-name.method-name method-signature'

method-signature :
 ([field-descriptor, … ] ) return-descriptor

field-descriptor | return-descriptor :
 Z | B | S | I | J | F | D | C | V | [descriptor | Lclass-name;

パラメータ CREATE PROCEDURE 句    パラメータ名は、カラム名など他のデー

タベース識別子に対するルールに従って付けてください。これらは有
効な SQL データ型にする必要があります (「SQL データ型」 63 ページ

を参照してください )。パラメータには、IN、OUT、INOUT のいずれ

かのキーワードをプレフィクスとして付けることができます。これら
の値のいずれも指定しない場合、パラメータはデフォルトで INOUT 
パラメータになります。キーワードには次の意味があります。

•    [ 入力 ]   このパラメータは、プロシージャに値を与える式です。

•    [ 出力 ]   このパラメータは、プロシージャから値を受け取るこ

とがある変数です。

•    [ 入出力 ]   パラメータはプロシージャに値を与え、プロシー

ジャから新しい値を受け取ることがある変数です。

CALL 文を使ってプロシージャを実行する場合、必ずしもすべてのパ

ラメータを指定する必要はありません。CREATE PROCEDURE 文の

中にデフォルト値がある場合、不明のパラメータにデフォルト値を割
り当てます。CALL に引数が指定されておらず、デフォルトも設定さ

れていない場合には、エラーが発生します。

SQLSTATE と SQLCODE は、プロシージャが終了するときに、

SQLSTATE または SQLCODE 値を出力する特別なパラメータです 
(OUT パラメータです )。SQLSTATE と SQLCODE パラメータを指定し

ても、指定しなくても、SQLSTATE と SQLCODE 特別値をプロシー

ジャ・コールのすぐ後でチェックして、プロシージャのリターン・ス
テータスをテストします。

SQLSTATE と SQLCODE 特別値は、その次の SQL 文によって修正さ

れます。SQLSTATE と SQLCODE をプロシージャ引数として与える

と、リターン・コードは変数の中に格納されます。
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RESULT 句   RESULT 句は結果セットのカラムの数と型を宣言しま

す。RESULT キーワードに続くカッコで囲まれたリストは、結果カラ

ムの名前と型を定義します。CALL 文が記述されていると、この情報

を Embedded SQL DESCRIBE または ODBC SQLDescribeCol が返しま

す。許容されるデータ型のリストについては、「SQL データ型」 63
ページを参照してください。

プロシージャから返される結果セットの詳細については、『ASA SQL 
ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャから返される結果」を参照し

てください。

プロシージャは、その実行方法に応じて、それぞれカラム数が異なる
複数の結果セットを生成する場合があります。たとえば次のプロシー
ジャは、2 カラムを返す場合も、1 カラムを返す場合もあります。

CREATE PROCEDURE names( IN formal char(1))
 BEGIN
    IF formal = 'n' THEN
       SELECT emp_fname
       FROM employee
    ELSE
       SELECT emp_lname,emp_fname
       FROM employee
    END IF
 END

これらの結果セット・プロシージャは RESULT 句を指定しないで記述

するか、Transact-SQL で記述します。これらの使用には、次の制約が

あります。

•    Embedded SQL   正しい形式の結果セットを取得するには、結果

セットのカーソルが開かれてからローが返されるまでの間に、
プロシージャ・コールを記述 (DESCRIBE) します。DESCRIBE 
文の CURSOR cursor-name 句は必須です。

•    ODBC、OLE DB、ADO.NET   変数結果セット・プロシージャ

は、これらのインタフェースを使用するアプリケーションで使
用できます。結果セットの記述は、ドライバまたはプロバイダ
によって実行されます。

•    Open Client アプリケーション   変数結果セット・プロシージャ

は Open Client アプリケーションで使用できます。
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プロシージャが結果セットを 1 つしか返さない場合、RESULT 句を使

用してください。この句を使用すると、カーソルがオープンした後で 
ODBC と Open Client のアプリケーションが結果セットを記述し直す

のを防ぐことができます。

複数の結果セットを処理するには、ODBC はプロシージャが定義した

結果セットではなく、現在実行中のカーソルを記述します。したがっ
て、ODBC はいつもプロシージャ定義の RESULT 句内で定義されてい

るカラム名を記述するわけではありません。この問題を回避するに
は、結果セットを生成する SELECT 文でカラム・エイリアスを使用し

ます。

NO RESULT SET 句   このプロシージャによって結果セットが返され

ないことを宣言します。この句は、プロシージャが結果セットを返さ
ないことを外部環境から知る必要がある場合に役立ちます。

ON EXCEPTION RESUME 句   この句は、Transact-SQL のようなエ

ラー処理を Watcom-SQL 構文のプロシージャで使用可能にします。

ON EXCEPTION RESUME を使用すると、プロシージャは 
ON_TSQL_ERROR オプションの設定に応じたアクションを実行しま

す。ON_TSQL_ERROR を CONDITIONAL ( デフォルト ) に設定する

と、次の文がエラーを処理する場合は実行が継続され、そうでない場
合は終了します。

エラー処理文には、次のようなものがあります。

•    IF

•    SELECT @variable =

•    CASE

•    LOOP

•    LEAVE

•    CONTINUE

•    CALL

•    EXECUTE
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•    SIGNAL

•    RESIGNAL

•    DECLARE

•    SET VARIABLE

ON EXCEPTION RESUME では、明示的なエラー処理コードを使用し

ないでください。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「ON_TSQL_ERROR オプション [ 互換性 ]」 を参照してください。

EXTERNAL NAME 句   EXTERNAL NAME 句を使用するプロシー

ジャは、外部ライブラリの呼び出しのラッパです。EXTERNAL 
NAME を使用するストアド・プロシージャでは、パラメータ・リス

トの後に他の句を置くことはできません。library 名にはファイル拡張

子を付けることができます。これは通常、Windows では .dll、UNIX 
では .so、NetWare では .nlm です。拡張子がない場合、ライブラリに

対するプラットフォーム固有のデフォルトのファイル拡張子が追加さ
れます。NetWare では、NLM 名がない場合、関数が呼び出されると

きに、記号を含む NLM がロードされます。

外部ライブラリ呼び出しの詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・

ガイド』 > 「プロシージャからの外部ライブラリの呼び出し」を参照

してください。

AT location-string 句   location-string に指定されたリモート・プロ

シージャのプロキシ・ストアド・プロシージャを現在のデータベース
上に作成します。AT 句は、location-string のフィールド・デリミタと

してセミコロン (;) をサポートします。セミコロンがない場合は、ピ

リオドがフィールド・デリミタです。セミコロンを使用すると、デー
タベースと所有者の各フィールドにファイル名と拡張子を使用できま
す。

たとえば、次の文は bostonase サーバ上の master データベースに対し

て dbo.sp_who プロシージャを呼び出すプロキシ・プロシージャ 
(remotewho) を作成します。

CREATE PROCEDURE remotewho ()
 AT 'bostonase.master.dbo.sp_who
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リモート・プロシージャは出力変数に 大 254 文字まで返すことがで

きます。

リモート・サーバについては、「CREATE SERVER 文」 467 ページを参

照してください。リモート・プロシージャの使用については、『ASA 
SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・プロシージャ・コール 
(RPC) の使用」を参照してください。

DYNAMIC RESULT SETS 句   この句は、Java メソッドをラップする

プロシージャで使用します。DYNAMIC RESULT SETS 句を指定しな

い場合、メソッドは結果セットを返さないとみなされます。

URL 句   HTTP または SOAP Web サービス・クライアント関数を定義

する場合にのみ使用します。Web サービスの URI を指定します。

TYPE 句   Web サービス要求を行う場合に使用するフォーマットを指

定します。SOAP が指定されている場合、または type 句が含まれてい

ない場合は、デフォルトのタイプである SOAP:RPC が使用されます。

HTTP は HTTP:POST を暗黙的に指定します。SOAP 要求は常に XML 
文書として送信されるため、SOAP 要求の送信には常に HTTP:POST 
が使用されます。

NAMESPACE 句   SOAP クライアント・プロシージャにのみ適用され

ます。この句は、SOAP:RPC 要求と SOAP:DOC 要求の両方に通常必

要なメソッド・ネームスペースを識別します。要求を処理する SOAP 
サーバは、このネームスペースを使用して、SOAP 要求メッセージ本

文内のエンティティの名前を解釈します。ネームスペースは、Web 
サービス・サーバから使用できる SOAP サービスの WSDL 記述から

取得できます。デフォルト値は、プロシージャの URL のオプション

のパス・コンポーネントの直前までです。

CERTIFICATE 句   安全な (HTTPS) 要求を行うには、HTTPS サーバ

で使用される証明書にクライアントがアクセスできる必要がありま
す。必要な情報は、セミコロンで区切られたキー／値のペアの文字列
で指定されます。証明書はファイルに置かれ、file キーを使用して提

供されるファイルの名前、または証明書全体を文字列に配置できます
が、両方は配置できません。次のキーを使用できます。

EXTERNAL NAME LANGUAGE JAVA 句   LANGUAGE JAVA 句が付

いた EXTERNAL NAME を使用するプロシージャは、Java メソッドの

ラッパです。
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パラメータの数がメソッド・シグニチャに指定された数字よりも小さ
い場合は、この差が DYNAMIC RESULT SETS に指定された数と等し

くなるようにします。また、プロシージャ・パラメータ・リストより
も多いメソッド・シグニチャ内の各パラメータには、メソッド・シグ
ニチャ [Ljava/SQL/ResultSet; が必要です。

Java メソッド・シグニチャは、パラメータの型と戻り値の型を簡潔に

文字で表現したものです。シグニチャの前にスペースを入れるとエ
ラーになります。

field-descriptor と return-descriptor の意味は次のとおりです。

次に例を示します。

フィールド・
タイプ

Java データ型

B byte

C char

D double

F float

I int

J long

Lclass-name; クラス class-name のインスタンス。クラス名は、完全に修

飾された名前で、ドットを / に置き換えたものとします。

例：java/lang/String

S short

V void

Z ブール式

[ 配列の各次元ごとに 1 つ使用
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double some_method(
   boolean a,
   int b,
   java.math.BigDecimal c,
   byte [][] d,
   java.SQL.ResultSet[] rs ) {
 }

この例では、次のシグニチャを得られます。

'(ZILjava/math/BigDecimal;[[B[Ljava/SQL/ResultSet;)D'

詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「Java メソッド

から返される結果セット」を参照してください。

使用法 CREATE PROCEDURE 文はデータベースにプロシージャを作成しま

す。DBA 権限があるユーザは、owner を指定することによって他の

ユーザのプロシージャを作成できます。プロシージャは CALL 文で呼

び出します。

ストアド・プロシージャが結果セットを返す場合、出力パラメータを
設定したり戻り値を返したりすることはできません。

パラメータ値は、要求の一部として渡されます。使用される構文は、
要求のタイプによって決まります。HTTP:GET の場合、パラメータは 
URL の一部として渡されます。HTTP:POST 要求の場合、値は要求の

本文に置かれます。SOAP 要求へのパラメータは、常に要求本文にバ

ンドルされます。

SOAP および HTTP プロシージャ  に返される値とヘッダ 

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

別のユーザのプロシージャを作成するには、外部プロシージャの 
DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「CALL 文」 382 ページ

◆ 「CREATE FUNCTION 文」 432 ページ

◆ 「CREATE PROCEDURE 文 [T-SQL]」 456 ページ
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◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ

◆ 「GRANT 文」 601 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Transact-SQL の CREATE PROCEDURE 文は異なります。

•    SQLJ   Java 結果セットの構文拡張は、推奨される SQLJ1 標準に

指定されています。

例 次のプロシージャは、case 文を使用してクエリの結果を分類します。

CREATE PROCEDURE ProductType (IN product_id INT, OUT 
type CHAR(10))
 BEGIN
    DECLARE prod_name CHAR(20);
    SELECT name INTO prod_name FROM "DBA"."product"
    WHERE id = product_id;
    CASE prod_name
    WHEN 'Tee Shirt' THEN
       SET type = 'Shirt'
    WHEN 'Sweatshirt' THEN
       SET type = 'Shirt'
    WHEN 'Baseball Cap' THEN
       SET type = 'Hat'
    WHEN 'Visor' THEN
       SET type = 'Hat'
    WHEN 'Shorts' THEN
       SET type = 'Shorts'
    ELSE
       SET type = 'UNKNOWN'
    END CASE;
 END

次のプロシージャはカーソルのロー上でカーソルとループを使用し
て、単一の値を返します。
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CREATE PROCEDURE TopCustomer (OUT TopCompany CHAR(35), 
OUT TopValue INT)
 BEGIN
    DECLARE err_notfound EXCEPTION
    FOR SQLSTATE '02000';
    DECLARE curThisCust CURSOR FOR
       SELECT company_name,
           CAST(sum(sales_order_items.quantity *
           product.unit_price) AS INTEGER) VALUE
       FROM customer
       LEFT OUTER JOIN sales_order
       LEFT OUTER JOIN sales_order_items
       LEFT OUTER JOIN product
       GROUP BY company_name;
    DECLARE ThisValue INT;
    DECLARE ThisCompany CHAR(35);
    SET TopValue = 0;
    OPEN curThisCust;
    CustomerLoop:
    LOOP
       FETCH NEXT curThisCust
       INTO ThisCompany, ThisValue;
       IF SQLSTATE = err_notfound THEN
          LEAVE CustomerLoop;
       END IF;
       IF ThisValue > TopValue THEN
          SET TopValue = ThisValue;
          SET TopCompany = ThisCompany;
          END IF;
    END LOOP CustomerLoop;
    CLOSE curThisCust;
 END
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CREATE PROCEDURE 文 [T-SQL]

説明 この文は、Adaptive Server Enterprise 互換の方法で、データベース内に

プロシージャを作成するために使用します。

構文 1 次の Transact-SQL CREATE PROCEDURE 文のサブセットが Adaptive 
Server Anywhere でサポートされています。

CREATE PROCEDURE [owner.]procedure_name
 [ NO RESULT SET ]
 [ [ ( ] @parameter_name data-type [ = default ] [ OUTPUT ], … [ ) ] ]
 [ WITH RECOMPILE ] AS statement-list

パラメータ NO RESULT SET 句   このプロシージャによって結果セットが返され

ないことを宣言します。この句は、プロシージャが結果セットを返さ
ないことを外部環境から知る必要がある場合に役立ちます。

使用法 Transact-SQL と Adaptive Server Anywhere 文 (Watcom-SQL) の間の次の

相違点のリストは、両方のダイアレクトで記述する際に役立ちます。

•    @ をプレフィクスとする変数名   "@" は Transact-SQL 変数名を

示します。Watcom-SQL では、変数には有効な識別子であればど

れでも使用でき、@ プレフィクスはオプションです。

•    入出力パラメータ   Watcom-SQL プロシージャ・パラメータは、

デフォルトでは INOUT であり、IN、OUT、または INOUT とし

ても指定できます。Transact-SQL プロシージャ・パラメータは、

デフォルトでは INPUT パラメータであり、OUTPUT としても指

定できます。これらの Adaptive Server Anywhere で INOUT また

は OUT として宣言されるパラメータは、Transact-SQL では 
OUTPUT として宣言してください。

•    パラメータのデフォルト値   Watcom-SQL のプロシージャ・パラ

メータには、キーワード DEFAULT を使用してデフォルト値を

設定します。Transact-SQL では等号 (=) を使用してデフォルト値

を設定します。
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•    結果セットの取得   Watcom-SQL は RESULT 句を使用して、返さ

れる結果セットを指定します。Transact-SQL プロシージャでは、

初のクエリのカラム名またはエイリアス名が呼び出し環境に
返されます。

次の Transact-SQL プロシージャは、結果セットが Transact-SQL 
ストアド・プロシージャから返される方法を示します。

CREATE PROCEDURE showdept @deptname varchar(30)
 AS
    SELECT employee.emp_lname, employee.emp_fname
    FROM department, employee
    WHERE department.dept_name = @deptname
    AND department.dept_id = employee.dept_id

次に、これに対応する Watcom-SQL のプロシージャを示します。

CREATE PROCEDURE showdept(in deptname
          varchar(30) )
 RESULT ( lastname char(20), firstname char(20))
 ON EXCEPTION RESUME
 BEGIN
    SELECT employee.emp_lname, employee.emp_fname
    FROM department, employee
    WHERE department.dept_name = deptname
    AND department.dept_id = employee.dept_id
 END

•    プロシージャ本体   Transact-SQL プロシージャの本体は、AS 
キーワードをプレフィクスとして付けた Transact-SQL 文のリス

トです。Watcom-SQL プロシージャの本体は、BEGIN と END 
キーワードで囲まれた複合文です。

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。
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•    Sybase   Anywhere は Adaptive Server Enterprise の CREATE 
PROCEDURE 文構文のサブセットをサポートします。

Transact-SQL WITH RECOMPILE オプション句があっても無視さ

れます。Adaptive Server Anywhere は、常にデータベース起動後

に初めて実行されたプロシージャを再コンパイルし、コンパイ
ルされたプロシージャをデータベースが停止するまで保管しま
す。

プロシージャのグループはサポートされません。
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CREATE PUBLICATION 文

説明 この文を使用して、パブリケーションを作成します。Mobile Link で
は、パブリケーションが Ultra Light または Adaptive Server Anywhere 
のリモート・データベース内の同期データを識別します。

SQL Remote では、統合データベース内とリモート・データベース内

の両方のレプリケートされたデータがパブリケーションによって識別
されます。

構文 CREATE PUBLICATION [ owner.]publication-name
 ( TABLE article-description, … )

owner, publication-name : identifier

article-description :
   table-name [ ( column-name, … ) ]
 [ WHERE search-condition ]
 [ SUBSCRIBE BY expression ]

パラメータ article-description   パブリケーションは複数のアーティクルで構成さ

れています。各アーティクルは、テーブルまたはテーブルの一部で
す。アーティクルは、テーブルの縦の分割 ( テーブル・カラムのサブ

セット )、横の分割 ( テーブル・ローのサブセット )、または縦横の分

割の場合があります。

WHERE 句   テーブル・ローのサブセットをアーティクルに含めるよ

うに定義します。パブリケーションのすべてのサブスクライバが同じ
サブセットを受信する場合に使用すると便利です。

SUBSCRIBE BY 句   SQL Remote の場合、アーティクルに含めるテー

ブル・ローのサブセットを定義するには、SUBSCRIBE BY 句を使用

する方法があります。この句を使用すると単一のパブリケーション定
義を使って複数のサブスクライバが 1 つのテーブルの別々のローを受

信できます。この句は、Mobile Link 同期中には無視されます。

アーティクルの定義には WHERE 句と SUBSCRIBE BY 句を併用でき

ますが、SUBSCRIBE BY 句は SQL Remote でのみ使用されます。

使用法 この文は、Mobile Link と SQL Remote にのみ適用されます。
459



CREATE PUBLICATION 文
CREATE PUBLICATION 文はデータベースにパブリケーションを作成

します。所有者名を指定すれば、別のユーザのパブリケーションも作
成できます。

Mobile Link では、パブリケーションは Adaptive Server Anywhere リ
モート・データベースでは必須で、Ultra Light データベースではオプ

ションです。このようなパブリケーションとそれに対するサブスクリ
プションによって、Mobile Link 同期サーバにアップロードされる

データが決定されます。パブリケーションとサブスクリプションを直
接作成して、リモート・データベースを構築できます。また、リモー
ト・データベースのテンプレートとして機能する Adaptive Server 
Anywhere リファレンス・データベース内でパブリケーションとサブ

スクリプションを作成してから、Mobile Link 抽出ユーティリティを

使用してリモート・データベースを構成する方法もあります。

Mobile Link パブリケーションのオプションは、ALTER 
SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文または CREATE 
SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文の ADD OPTION 句で設定し

ます。

SQL Remote では、パブリッシュは双方向オペレーションなので、

データは統合データベースとリモート・データベースのどちらへでも
入力できます。SQL Remote インストール環境では、統合データベー

スとすべてのリモート・データベースのパブリケーション定義は同じ
にします。統合データベースで SQL Remote 抽出ユーティリティを実

行すると、リモート・データベースで自動的に正しい CREATE 
PUBLICATION 文が実行されます。

パーミッション DBA 権限が必要です。文中で参照されるすべてのテーブルに対する

排他アクセスが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「ALTER PUBLICATION 文」 338 ページ

◆ 「DROP PUBLICATION 文」 550 ページ

◆ 「ALTER SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 
Link]」 350 ページ

◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 
Link]」 478 ページ
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◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_create_publication プ
ロシージャ」

◆ Adaptive Server Anywhere Mobile Link クライアント：『Mobile 
Link クライアント』 > 「データのパブリッシュ」

◆ Ultra Light Mobile Link クライアント：『Mobile Link クライア

ント』 > 「 同期させるデータの選択」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 次の文は、2 つのテーブルのすべてのカラムとローをパブリッシュし

ます。

CREATE PUBLICATION pub_contact (
    TABLE contact,
    TABLE company
 )

次の文は、1 つのテーブルの一部のカラムのみをパブリッシュしま

す。

CREATE PUBLICATION pub_customer (
    TABLE customer ( id, company_name, city )
 )

次の文は、customer テーブルの status カラムをテストする WHERE 句
を組み込んで、アクティブな customer ローのみをパブリッシュしま

す。

CREATE PUBLICATION pub_customer (
    TABLE customer ( id, company_name, city, state )
    WHERE status = 'active'
 )

次の文は、subscribe-by 値を与えて一部のローのみをパブリッシュし

ます。この方法を使用できるのは、SQL Remote の場合のみです。

CREATE PUBLICATION pub_customer (
    TABLE customer ( id, company_name, city, state )
    SUBSCRIBE BY state
 )
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subscribe-by 値は、SQL Remote サブスクリプションの作成時に次のよ

うに使用されます。

CREATE SUBSCRIPTION TO pub_customer ( 'NY' )
    FOR jsmith
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CREATE REMOTE MESSAGE TYPE 文 [SQL 
Remote]

説明 この文は、データベースからの出力メッセージのメッセージ・リンク
とリターン・アドレスの識別に使用します。

構文 CREATE REMOTE MESSAGE TYPE message-system
 ADDRESS address

message-system: FILE | FTP | MAPI | SMTP | VIM

address: string

パラメータ message-system   サポートしているメッセージ・システムの 1 つ。

address   指定したメッセージ・システムのアドレス。

使用法 Message Agent は、サポートされたメッセージ・リンクのうちの 1 つ
を使用して、データベースから出力メッセージを送信します。リモー
ト・データベースが抽出ユーティリティで作成されていれば、指定し
たリンクを使用するユーザのリターン・メッセージは、指定したアド
レスに送られます。Message Agent は、リンク用のリモート・ユーザ

がある場合にのみ、それらのリンクを開始します。

アドレスには、指定したメッセージ・システムに応じた、パブリッ
シャのアドレスを指定します。電子メール・システムの場合、アドレ
ス文字列には有効な電子メール・アドレスを指定します。ファイル共
有システムの場合、アドレス文字列には SQLREMOTE 環境変数で設

定されているディレクトリのサブディレクトリを指定します。
SQLREMOTE 環境変数でディレクトリが指定されていない場合は、

現在のディレクトリを指定してください。この設定は、リモート・
データベースで GRANT CONSOLIDATE 文を使って無効にできます。

初期化ユーティリティは、アドレスを除くメッセージ・タイプを自動
的に作成します。CREATE REMOTE MESSAGE TYPE 文は、他の 
CREATE 文と異なり指定したメッセージ・タイプがすでに存在しても

エラーを返さずに既存のタイプを変更します。

パーミッション DBA 権限が必要です。
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関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「GRANT PUBLISH 文 [SQL Remote]」 609 ページ

◆ 「GRANT REMOTE 文 [SQL Remote]」 611 ページ

◆ 「GRANT CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 607 ページ

◆ 「DROP REMOTE MESSAGE TYPE 文 [SQL Remote]」 551 ペー

ジ
◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_remote_type プロ

シージャ」
◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「メッセージ・タイプの

使用」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 抽出ユーティリティを使用してリモート・データベースを抽出した場
合は次の文を使用するとファイル・メッセージ・システムのメッセー
ジ受信者すべてがメッセージを company サブディレクトリに送り返す

ように設定できます。

また、dbremote に対して、company サブディレクトリで入力メッセー

ジを確認するように指定します。

CREATE REMOTE MESSAGE TYPE file
 ADDRESS 'company'
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CREATE SCHEMA 文

説明 この文は、データベース・ユーザに対して、テーブル、ビュー、パー
ミッションのコレクションを作成するために使用します。

構文 CREATE SCHEMA AUTHORIZATION userid
 [
    create-table-statement
    | create-view-statement
    | grant-statement
   ], …

使用法 CREATE SCHEMA 文はスキーマを作成します。スキーマとは、テー

ブル、ビュー、関連パーミッションのコレクションのことです。

userid には、現在の接続のユーザ ID を指定します。別のユーザに対

するスキーマを作成することはできません。

CREATE SCHEMA 文に含まれるいずれかの文にエラーが発生すると、

CREATE SCHEMA 文全体がロールバックされます。

CREATE SCHEMA 文を使用すると、個別の CREATE と GRANT 文を 
1 つにまとめて一度に処理することができます。データベース内に 
SCHEMA データベース・オブジェクトは作成されません。オブジェ

クトを削除するには、個別の DROP TABLE または DROP VIEW 文を

使用します。パーミッションを取り消すには、付与されているそれぞ
れのパーミッションに対して REVOKE 文を使用します。

個々の CREATE または GRANT 文は、文デリミタで区切りません。文

デリミタは CREATE SCHEMA 文自身の末尾を区切ります。

それぞれの CREATE または GRANT 文は、まずオブジェクトを作成し

てから、それにパーミッションを付与するという順番に並べます。

現在は 1 ユーザに対して複数のスキーマを作成することができます

が、このような処理はおすすめできませんし、今後のバージョンでは
サポートされないかもしれません。

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット
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参照 ◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

◆ 「CREATE VIEW 文」 513 ページ

◆ 「GRANT 文」 601 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Anywhere では、CREATE SCHEMA 文内

での REVOKE 文の使用をサポートされていません。また、

Transact-SQL バッチまたはプロシージャ内での使用も許可され

ていません。

例 次の CREATE SCHEMA 文は、2 つのテーブルがあるスキーマを作成

します。文は、RESOURCE 権限を持つユーザ ID sample_user で実行

します。テーブル t2 を作成する文が失敗すると、どちらのテーブル

も作成されません。

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION sample_user
 CREATE TABLE t1 ( id1 INT PRIMARY KEY )
 CREATE TABLE t2 ( id2 INT PRIMARY KEY );

次の CREATE SCHEMA 文の文デリミタは、 初の CREATE TABLE 
文の後に配置されます。文デリミタは CREATE SCHEMA 文の終わり

をマークするので、例は、データベース・サーバによって 2 つの文

バッチとして解釈されます。したがって、テーブル t2 を作成する文

が失敗しても、テーブル t1 は作成されます。

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION sample_user
 CREATE TABLE t1 ( id1 INT PRIMARY KEY );
 CREATE TABLE t2 ( id2 INT PRIMARY KEY );
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CREATE SERVER 文

説明 この文は、SYSSERVERS システム・テーブルにサーバを追加するた

めに使用します。

構文 CREATE SERVER server-name
 CLASS 'server-class'
 USING 'connection-info'
 [ READ ONLY ]

server-class :
   ASAJDBC | ASEJDBC
 | ASAODBC | ASEODBC
 | DB2ODBC | MSSODBC
 | ORAODBC | ODBC

connection-info :
   { machine-name:port-number [/dbname ] | data-source-name | asa-
connection-string }

パラメータ CLASS 句   リモート接続に使用するサーバ・クラスを指定します。

サーバ・クラスには、詳細なサーバ機能情報が入っています。
NetWare を使用している場合、asajdbc クラスのみサポートされます。

USING 句   USING 句は、サーバの接続文字列を提供します。適切な

接続文字列は使用されるドライバによって決まり、ドライバは 
server-class によって決まります。

JDBC ベースのサーバ・クラスを使用する場合、USING 句のフォーム

は hostname:portnumber [/dbname] となります。

•    hostname   リモート・サーバを実行するマシンです。

•    portnumber   リモート・サーバが受信する TCP/IP ポート番号で

す。Adaptive Server Anywhere のデフォルト・ポート番号は 2638 
です。

•    dbname   Adaptive Server Anywhere リモート・サーバでは、

dbname を指定しない場合、デフォルト・データベースが使用

されます。Adaptive Server Enterprise の場合は、デフォルトが 
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master データベースです。dbname を使用しない場合は、他の

方法 (FORWARD TO 文など ) を使って別のデータベースを指定

します。

ODBC ベースのサーバ・クラスを使用する場合、USING 句は data-
source-name になります。data-source-name は ODBC データ・ソース

名です。

Adaptive Server Anywhere リモート・サーバ (ASAJDBC または 
ASAODBC サーバ・クラス ) の場合、connection-info パラメータには

任意の有効な Adaptive Server Anywhere 接続文字列を指定できます。

任意の Adaptive Server Anywhere 接続パラメータを使用できます。た

とえば、接続に問題がある場合は、LOG 接続パラメータを含めて接

続試行をトラブルシューティングできます。

Adaptive Server Anywhere 接続文字列の詳細については、『ASA データ

ベース管理ガイド』 > 「接続パラメータ」を参照してください。

UNIX プラットフォームでは、ODBC ドライバ・マネージャも参照す

る必要があります。たとえば、指定された iAnywhere Solutions ODBC 
ドライバを使用すると、構文は次のようになります。

USING 'driver=/opt/sybase/SYBSsa9/drivers/lib/
libodbc.so;dsn=my_dsn'

READ ONLY   READ ONLY 句は、リモート・サーバが読み込み専用

データ・ソースとなるように指定します。したがって、更新要求はす
べて Adaptive Server Anywhere によって拒否されます。

使用法 CREATE SERVER 文は、Adaptive Server Anywhere カタログからリモー

ト・サーバを定義します。

サーバ・クラスの詳細とサーバの設定方法については、『ASA SQL 
ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アクセスのサーバ・ク

ラス」を参照してください。

パーミッション このコマンドを実行するには、DBA 権限が必要です。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 オートコミット
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参照 ◆ 「ALTER SERVER 文」 342 ページ

◆ 「DROP SERVER 文」 552 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アク

セスのサーバ・クラス」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、マシン apple にあり、ポート番号 2638 で受信している 
Adaptive Server Anywhere リモート・サーバ testasa を作成します。

CREATE SERVER testasa
 CLASS 'asajdbc'
 USING 'apple:2638'

次の例は、JDBC ベースの Adaptive Server のリモート・サーバ 
ase_prod を作成します。このマシン名は banana でポート番号は 3025 
です。

CREATE SERVER ase_prod
 CLASS 'asejdbc'
 USING 'banana:3025'

次の例は、Oracle サーバ oracle723 のリモート・サーバを作成します。

ODBC データ・ソース名は oracle723 です。

CREATE SERVER oracle723
 CLASS 'oraodbc'
 USING 'oracle723'
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CREATE SERVICE 文

説明 この文を使用すると、データベース・サーバは Web サーバとして動

作します。

構文 1 CREATE SERVICE service-name
 TYPE 'DISH'
 [ GROUP { group-name | NULL } ]
 [ FORMAT { 'DNET' | 'CONCRETE' | 'XML' | NULL } ]
 [ common-attributes ]

構文 2 CREATE SERVICE service-name
 TYPE 'SOAP'
 [ FORMAT { 'DNET' | 'CONCRETE' | 'XML' | NULL } ]
 [ common-attributes ]
 AS statement

構文 3 CREATE SERVICE service-name
 TYPE { 'RAW' | 'HTML' | 'XML' }
 [ URL [ PATH ] { ON | OFF | ELEMENTS } ]
 [ common-attributes ]
 [ AS { statement | NULL } ]

common-attributes:
 [ AUTHORIZATION { ON | OFF } ]
 [ SECURE { ON | OFF } ]
 [ USER { user-name | NULL } ]

パラメータ service-name   Web サービス名は、任意の順序の英数字文字、または 
"/"、"-"、"_"、"."、"!"、"~"、"*"、"'"、"("、"")" です。ただし、ス

ラッシュ (/) は、先頭の文字には使用できず、また 2 つ以上連続して

使用することもできません。

service-type-string   サービスのタイプを識別します。リストされた

サービス・タイプのいずれかを指定します。デフォルト値はありませ
ん。

AUTHORIZATION 句   サービスに接続するときに、ユーザ名とパス

ワードを指定する必要があるかどうかを決定します。認証が OFF の
場合、AS 句が必要となり、USER 句によって 1 人のユーザが識別さ

れます。そのユーザのアカウントとパーミッションを使用して、すべ
ての要求が実行されます。
470



     第 4 章   SQL 文
認証が ON の場合、すべてのユーザはユーザ名とパスワードを指定す

る必要があります。オプションとして、USER 句を使用しユーザ名ま

たはグループ名を指定することにより、ユーザに対しサービスの使用
許可を制限することもできます。ユーザ名が NULL の場合、既知の

ユーザはすべてサービスにアクセスできます。

デフォルト値は ON です。運用システムでは認証を ON にして実行す

ること、ユーザをグループに追加することによってサービス使用の
パーミッションを付与することをおすすめします。

SECURE 句   安全化されていない接続を受け入れるかどうかを示しま

す。ON は、HTTPS 接続のみを受け入れることを示します。HTTP 
ポートで受信されたサービス要求は、自動的に HTTPS ポートにリダ

イレクトされます。OFF に設定すると、HTTP 接続と HTTPS 接続の

両方を受け入れます。デフォルト値は OFF です。

USER 句   認証を無効にすると、このパラメータは必須となり、すべ

てのサービス要求を実行する際に使用されるユーザ ID が指定されま

す。認証を有効 ( デフォルト ) にすると、このオプション句は、サー

ビスへのアクセスを許可されるユーザまたはグループを識別します。
デフォルト値は NULL です。これによって、すべてのユーザにアクセ

スが付与されます。

URL 句   URI パスを受け入れるかどうか、受け入れる場合にはどのよ

うに処理するかを決定します。OFF は、URI 要求のサービス名の後に

何も指定する必要がないことを示します。ON は、URI の残りの部分

が url という名前の変数の値として解釈されることを示します。

ELEMENTS は、URI パスの残りの部分が、スラッシュで、 大 10 の
要素からなるリストに分割されることを示します。値は、url という

名前の変数と 1 から 10 までの数値サフィックスに割り当てられます。

たとえば、 初の 3 つの変数名は、url1、url2、url3 です。指定される

値の数が 10 より少ない場合、残りの変数は NULL に設定されます。

サービス名が / で終わる場合、URL を OFF に設定する必要がありま

す。デフォルト値は OFF です。

GROUP 句   DISH サービスにだけ適用されます。DISH サービスがど

の SOAP サービスを公開するかを制御する共通プレフィクスを指定し

ます。たとえば、GROUP xyz を指定すると、SOAP サービス xyz/
aaaa、xyz/bbbb、または xyz/cccc のみ公開され、abc/aaaa または 
xyzaaaa は公開されません。グループ名が指定されていない場合、
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DISH サービスはデータベース内のすべての SOAP サービスを公開し

ます。SOAP サービスは、複数の DISH サービスによって公開される

場合があります。サービス名で使用できる文字と同じ文字をグループ
名に使用できます。

FORMAT 句   DISH および SOAP サービスにだけ適用されます。

.NET や Java JAX-RPC などのさまざまなタイプの SOAP クライアント

と互換性のある出力フォーマットを生成します。SOAP サービスの

フォーマットが指定されていない場合、フォーマットはサービスの 
DISH サービス宣言から継承されます。DISH サービスでもフォーマッ

トが宣言されていない場合、デフォルトは、.NET クライアントと互

換性のある DNET です。フォーマットを宣言しない SOAP サービス

は、それぞれ異なる FORMAT タイプを持つ複数の DISH サービスを

定義して、別のタイプの SOAP クライアントで使用できます。

statement   statement が NULL の場合、実行する statement を URI で指

定する必要があります。そうしないと、指定された SQL 文しかサー

ビスを使って実行されません。statement は SOAP サービスでは必須

で、DISH サービスでは無視されます。デフォルト値は (NULL) です。

運用システムで実行するすべてのサービスに statement を定義するこ

とを強くおすすめします。認証が有効になっている場合のみ、
statement に NULL が指定できます。

フォーマット・タイ
プ

•    DNET   .NET SOAP クライアントに使用する Microsoft DataSet 
フォーマット。DNET はデフォルトの FORMAT 値であり、バー

ジョン 9.0.2 より前で使用できた唯一のフォーマットです。

•    CONCRETE   プラットフォームに依存しない DataSet フォー

マットであり、JAX-RPC などのクライアント、または返される

データ構造のフォーマットに基づいてインタフェースを自動的
に生成するクライアントで使用します。このフォーマット・タ
イプを指定すると、WSDL 内の ASADataset 要素が公開されま

す。この要素は、結果セットを、それぞれカラム要素の配列を
含むローの配列から構成されるローセットの包含階層として記
述します。

•    XML   単純な XML 文字列フォーマット。XML パーサに渡すこ

とのできる文字列として DataSet が返されます。このフォーマッ

トは、SOAP クライアント間で も移植が簡単です。
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サービス・タイプ •    RAW   結果セットがフォーマットされずにクライアントに送ら

れます。要求されたタグをプロシージャ内で明示的に生成する
ことによって、フォーマットされた文書を作成できます。

•    HTML   文またはプロシージャの結果セットは、テーブルを格

納する HTML ドキュメントに自動的にフォーマットされます。

•    XML   結果セットは XML として返されます。結果セットがすで

に XML の場合、それ以上フォーマットは適用されません。

XML 以外の場合は、自動的に XML としてフォーマットされま

す。効果は、SELECT 文で FOR XML RAW 句を使用した場合と

同様です。

•    SOAP   結果セットは、SOAP 応答として返されます。データの

フォーマットは、FORMAT 句によって決定されます。SOAP 
サービスへのすべての要求は、単純な HTTP 要求ではなく有効

な SOAP 要求である必要があります。SOAP 標準の詳細につい

ては、www.w3.org/TR/SOAP を参照してください。

•    DISH   DISH サービス (SOAP ハンドラを決定 ) は、GROUP 句で

識別される SOAP サービスのプロキシとして機能し、これらの

各 SOAP サービスに対して WSDL (Web Services Description 
Language) ファイルを生成します。

使用法 CREATE SERVICE 文を使用すると、データベース・サーバは Web 
サーバとして動作します。新しいエントリが SYSWEBSERVICE シス

テム・テーブルに作成されます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALTER SERVICE 文」 345 ページ , 「DROP SERVICE 文」 553
ページ

例 Web サーバを短時間で設定するには、-xs スイッチを使用してデータ

ベース・サーバを起動し、次の文を実行します。
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CREATE SERVICE tables TYPE 'XML'
    AUTHORIZATION OFF
    USER DBA
    AS SELECT *
       FROM SYS.SYSTABLE

この文を実行したら、Web ブラウザを使用して URL http://localhost/
tables を開きます。

次の例は、Hello World プログラムの作成方法を示します。

CREATE PROCEDURE hello_world_proc
 RESULT (html_doc long varchar)
 BEGIN
    CALL dbo.sa_set_http_header( 'Content-Type', 'text/
html' );
    SELECT '<html>¥n'
        || '<head><title>Hello World</title></head>¥n'
        || '<body>¥n'
        || '<h1>Hello World!</h1>¥n'
        || '</body>¥n'
        || '</html>¥n';
 END;

CREATE SERVICE hello_world TYPE 'RAW'
 AUTHORIZATION OFF
 USER DBA
 AS CALL hello_world_proc;
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CREATE STATISTICS 文

説明 この文を使用する状況はまれです。この文は、オプティマイザによっ
て使用される統計を明示的に再作成します。

構文 CREATE STATISTICS table-name [ ( column-list ) ]

使用法 この文は、Adaptive Server Anywhere によってデータベース・クエリの

適化に使用される統計を再作成します。これらの統計では、指定し
たテーブルに関してデータベース内でのデータ分散が分析されます。
CREATE STATISTICS の実行プロセスは、テーブル全体の順序付きス

キャンを実行します。

データベース・クエリの変化が激しい場合や、データが不均等に分散
していたり、頻繁に変更されたりする場合は、テーブルまたはカラム
に対して CREATE STATISTICS を実行すると、パフォーマンスを改善

できることもあります。これによって、可能な場合はインデックスを
使用して、テーブルまたはカラムの順序付きスキャンが実行されま
す。

CREATE STATISTICS は既存の統計を上書きします。実行前に統計を

削除する必要はありません。

CREATE STATISTICS では、テーブルのサイズに関係なく、指定した

テーブルのヒストグラムが作成されます ( デフォルトでは、ヒストグ

ラムは 5 つ以上のローを持つテーブルに対して作成されます )。

また、統計を作成するには、LOAD TABLE 文を使用する方法もあり

ます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 クエリ・プランが変更されます。

参照 ◆ 「DROP STATISTICS 文」 555 ページ

◆ 「ALTER DATABASE 文」 320 ページ

◆ 「LOAD TABLE 文」 643 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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CREATE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]

説明 この文は、パブリケーションに対するユーザのサブスクリプションの
作成に使用します。

構文 CREATE SUBSCRIPTION
 TO publication-name [ ( subscription-value ) ]
 FOR subscriber-id

publication-name: identifier

subscription-value, subscriber-id: string

subscriber-id: string

使用法 SQL Remote インストール環境では、データはレプリケート用にパブリ

ケーション単位で編成されます。SQL Remote メッセージを受信するに

は、REMOTE パーミッションを持つユーザ ID でサブスクリプションを

作成します。

サブスクリプションに指定されている文字列が、パブリケーションの
各 SUBSCRIBE BY 式と比較されます。サブスクライバは、指定した

文字列が式の値と一致するすべてのローを受信します。

SQL Remote では、パブリケーションとサブスクリプションは双方向

の関係です。統合データベース上のパブリケーションに対してリモー
ト・ユーザ用のサブスクリプションを作成するときにはリモート・
データベース上の統合データベースにもサブスクリプションを作成し
てください。この作業は、抽出ユーティリティが自動的に実行しま
す。

パラメータ publication-name   このパブリケーション名でユーザのサブスクリプ

ションが作成されます。パブリケーションの所有者を含めることもで
きます。

subscription-value   パブリケーションのサブスクリプション式と比較

される文字列。サブスクライバは、サブスクリプション式がサブスク
リプション値と一致するすべてのローを受信します。

subscriber-id   パブリケーションに対するサブスクライバのユーザ 
ID。ユーザには、REMOTE パーミッションが必要です。
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パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「DROP SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 556 ページ

◆ 「GRANT REMOTE 文 [SQL Remote]」 611 ページ

◆ 「SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 771ページ

◆ 「START SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 758 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_subscription プロ

シージャ」

例 次の文は、パブリケーション pub_sales にユーザ p_chin のサブスク

リプションを作成します。サブスクライバは、サブスクリプション式
が値 Eastern と一致するすべてのローを受信します。

CREATE SUBSCRIPTION
 TO pub_sales ( 'Eastern' )
 FOR p_chin
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CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 
[Mobile Link]

説明 この文を使用して、Adaptive Server Anywhere リモート・データベース

内でパブリケーションに対する Mobile Link ユーザのサブスクリプ

ションを作成します。

構文 CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
 TO publication-name
 [ FOR ml_username, …  ]
 [ TYPE protocol-type ]
 [ ADDRESS protocol-options]
 [ OPTION option=value, … ]

ml_username: identifier

protocol-type: http | https | https_fips | tcpip | ActiveSync

protocol-options: string

value: string | integer

パラメータ TO 句   パブリケーション名を指定します。

FOR 句   1 つ以上の Mobile Link ユーザ名を指定します。

ml_username は、リモート・データベースを識別する名前です。こ

の名前は、ユニークである必要があります。

同期ユーザ名の詳細については、『Mobile Link クライアント』 > 
「Mobile Link ユーザの概要」を参照してください。

FOR 句を省略すると、パブリケーションに対するプロトコル・タイ

プ、プロトコル・オプション、拡張オプションが設定されます。

異なるロケーションで指定されるオプションを dbmlsync が処理する

方法については、『Mobile Link クライアント』 > 「拡張オプションと

接続パラメータの優先順位」を参照してください。

TYPE 句   同期に使用するネットワーク・プロトコルを指定します。

デフォルトのプロトコルは tcpip です。
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ネットワーク・プロトコルの詳細については、『Mobile Link クライア

ント』 > 「CommunicationType (ctp) 拡張オプション」を参照してくだ

さい。

ADDRESS 句   Mobile Link 同期サーバのロケーションなどのネット

ワーク・プロトコル・オプションを指定します。複数のオプション
は、セミコロンで区切ります。

プロトコル・オプションの完全なリストについては、『Mobile Link ク
ライアント』 > 「CommunicationAddress (adr) 拡張オプション」を参照

してください。

OPTION 句   サブスクリプションについて拡張オプションを設定でき

ます。FOR 句を指定しない場合、拡張オプションはパブリケーショ

ンのデフォルト設定として機能し、同期ユーザ用に設定された拡張オ
プションによって上書きされます。

異なるロケーションで指定されるオプションを dbmlsync が処理する

方法については、『Mobile Link クライアント』 > 「拡張オプションと

接続パラメータの優先順位」を参照してください。

オプションの完全なリストについては、『Mobile Link クライアント』 > 
「dbmlsync 拡張オプション」を参照してください。

使用法 この文は、Mobile Link リモート・データベースまたはリファレンス・

データベース内で、同期サブスクリプションを作成するために使用し
ます。

パーミッション DBA 権限が必要です。パブリケーションで参照されるすべてのテー

ブルへの排他アクセスが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE PUBLICATION 文」 459 ページ

◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile Link]」 481
ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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例 sales パブリケーションについて、デフォルトのサブスクリプション

値を含むデフォルトのサブスクリプションを作成します (FOR 句は省

略します )。Mobile Link 同期サーバのアドレスを指定し、Certicom 
ルート証明書だけが信頼されるように指定します。

CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
    TO sales_publication
    ADDRESS 'host=test.internal;port=2439;
       security=ecc_tls'
    OPTION memory='2m';

sales パブリケーションに対して、Mobile Link ユーザ ml_user1 のサブ

スクリプションを作成します。メモリ・オプションを、デフォルトの
パブリケーションで指定される値ではなく 3 MB に設定します。

CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
    TO sales_publication
    FOR ml_user1
    OPTION memory='3m';
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CREATE SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile 
Link]

説明 この文を使用して、Adaptive Server Anywhere リモート・データベース

内で同期ユーザを作成します。

構文 CREATE SYNCHRONIZATION USER ml_username
 [ TYPE protocol-type ]
 [ ADDRESS protocol-options ]
 [ OPTION option=value, … ]

ml_username: identifier

protocol-type: tcpip | http | https | https_fips | ActiveSync

protocol-options: string

value: string | integer

パラメータ ml_username   リモート・データベースを識別する名前。この名前は、

ユニークにする必要があります。

同期ユーザ名の詳細については、『Mobile Link クライアント』 > 
「Mobile Link ユーザの概要」を参照してください。

TYPE 句   同期に使用する通信プロトコルを指定します。オプション

は、tcpip、http、https、https_fips、ActiveSync です。デフォルトのプ

ロトコルは tcpip です。

通信プロトコルの詳細については、『Mobile Link クライアント』 > 
「CommunicationType (ctp) 拡張オプション」を参照してください。

ADDRESS 句   protocol-options を keyword=value の形式でセミコロ

ンで区切って指定します。どのような設定を指定するかは、使用する
通信プロトコル (TCPIP、HTTP、HTTPS、ActiveSync) に応じて異なり

ます。

プロトコル・オプションの完全なリストについては、『Mobile Link ク
ライアント』 > 「CommunicationAddress (adr) 拡張オプション」を参照

してください。
481



CREATE SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile Link]
OPTION 句   OPTION 句では、option=value をカンマで区切ったリス

トで拡張オプションを設定できます。

各オプションの値に、等号とセミコロンは使用できません。データ
ベース・サーバは、入力されたオプションを、妥当性を検査しないで
すべて受け入れます。そのため、オプションのスペルを間違えたり、
無効な値を入力したりしても、dbmlsync コマンドを実行して同期を行

うまでエラー・メッセージが表示されません。

同期ユーザ用に設定したオプションは、個々のサブスクリプション内
で、または dbmlsync コマンド・ラインを使用して上書きできます。

拡張オプションの詳細については、『Mobile Link クライアント』 > 
「dbmlsync 拡張オプション」を参照してください。

説明 protocol-type、protocol-options、options は、複数の個所で設定でき

ます。

異なるロケーションで指定されるオプションを dbmlsync が処理する

方法については、『Mobile Link クライアント』 > 「拡張オプションと

接続パラメータの優先順位」を参照してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「ALTER SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile Link]」 353ペー

ジ
◆ 「CREATE SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 [Mobile 

Link]」 478 ページ

◆ 「CREATE PUBLICATION 文」 459 ページ

◆ 『Mobile Link 管理ガイド』 > 「Mobile Link トランスポート・レ

イヤ・セキュリティ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。
482



     第 4 章   SQL 文
例 次の例は、TCP/IP 経由でサーバ・マシン mlserver.mycompany.com と
同期を行う、パスワード Sam を持つユーザ SSinger を作成します。

ユーザ定義でのパスワードの使用には、セキュリティは適用されませ
ん。

CREATE SYNCHRONIZATION USER SSinger
 TYPE http
 ADDRESS 'host=mlserver.mycompany.com'
 OPTION MobiLinkPwd='Sam'

次の例は、factory014 という同期ユーザを作成し、dbmlsync がホバリ

ングして 8 時間ごとの任意の時間に Certicom で暗号化された TCP/IP 
を通じて同期を行うようにします。任意の時間に行うことによって、
複数の同時同期による Mobile Link サーバのパフォーマンスの低下が

回避できます。

CREATE SYNCHRONIZATION USER factory014
 TYPE tcpip
 ADDRESS 
'host=mycompany.manufacturing.mobilink1;security=certic
om_tls(certificate=mycompany_mobilink.crt;certificate_p
assword=thepassword)'
 OPTION Schedule='EVERY:08:00'

次の例は、HTTP との同期に使用される、sales5322 という同期ユーザ

を作成します。この例では、企業のファイアウォールの外側で Mobile 
Link 同期サーバを実行し、リダイレクタ (NSAPI Web サーバのリバー

ス・プロキシ ) を使用して同期要求をリダイレクトします。

CREATE SYNCHRONIZATION USER sales5322
 TYPE https
 ADDRESS 
'host=www.mycompany.com;port=80;url_suffix=mlredirect/
ml/'
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CREATE TABLE 文

説明 この文は、データベースに新しいテーブルを作成するために使用しま
す。また、オプションでリモート・サーバ上にもテーブルを作成でき
ます。

構文 CREATE [ GLOBAL TEMPORARY ] TABLE [ owner.]table-name
 ( { column-definition | table-constraint | pctfree }, … )
 [ { IN | ON } dbspace-name ]
 [ ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS
    | NOT TRANSACTIONAL]
 [ AT location-string ]

column-definition :
 column-name data-type [ [ NOT ] NULL ]
  [ DEFAULT default-value ] [ column-constraint … ]

default-value :
  special-value
 | string
 | global variable
 | [ - ] number
 | ( constant-expression )
 | built-in-function( constant-expression )
 | AUTOINCREMENT
 | CURRENT DATABASE
 | CURRENT REMOTE USER
 | CURRENT UTC TIMESTAMP
 | GLOBAL AUTOINCREMENT [ ( partition-size ) ]
 | NULL
 | TIMESTAMP
 | UTC TIMESTAMP
 | LAST USER

special-value:
   CURRENT { DATE | TIME | TIMESTAMP
      | UTC TIMESTAMP | USER | PUBLISHER }
 | USER

column-constraint :
 [ CONSTRAINT constraint-name ] {
      UNIQUE
   | PRIMARY KEY [ CLUSTERED ]
   | REFERENCES table-name
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         [ ( column-name ) ] [ actions ] [ CLUSTERED ]
 }
 | [ CONSTRAINT constraint-name ] CHECK ( condition )
 | COMPUTE ( expression )

table-constraint :
 [ CONSTRAINT constraint-name ] {
      UNIQUE ( column-name, … )
    | PRIMARY KEY [ CLUSTERED ] ( column-name, … )
    | CHECK ( condition )
    | foreign-key-constraint
 }

foreign-key-constraint :
 [ NOT NULL ] FOREIGN KEY [ role-name ] [ (column-name, … ) ]
 REFERENCES table-name [ (column-name, … ) ] [ CLUSTERED ]
 [ actions ] [ CHECK ON COMMIT ]

action :
 ON { UPDATE | DELETE }
 …{ CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | RESTRICT }

location-string :
   remote-server-name.[db-name].[owner].object-name
 | remote-server-name;[db-name];[owner];object-name

pctfree : PCTFREE percent-free-space

percent-free-space : integer

パラメータ IN 句    テーブルが作成される DB 領域を指定します。テーブルが 
GLOBAL TEMPORARY テーブルの場合、IN 句は無視されます。

DB 領域の詳細については、「CREATE DBSPACE 文」 410 ページを参

照してください。

ON COMMIT 句   ON COMMIT 句はテンポラリ・テーブル用にのみ

使用します。デフォルトで、テンポラリ・テーブルのローは 
COMMIT のときに削除されます。

NOT TRANSACTIONAL   NOT TRANSACTIONAL 句はテンポラリ・

テーブル用にのみ使用します。NOT TRANSACTIONAL を使用して作

成されたテーブルは、COMMIT または ROLLBACK の影響を受けま

せん。
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状況によっては、NOT TRANSACTIONAL 句を使用するとパフォーマ

ンスが向上します。これは、トランザクション単位でないテンポラ
リ・テーブルでの操作では、ロールバック・ログにエントリが作成さ
れないためです。たとえば、テンポラリ・テーブルを使用するプロ
シージャが COMMIT や ROLLBACK の介入を受けずに繰り返し呼び

出される場合、NOT TRANSACTIONAL が有用です。

AT 句   location-string に指定された異なるサーバにリモート・テーブ

ルを作成し、そのリモート・テーブルにマップするプロキシ・テーブ
ルを現在のデータベース上に作成します。AT 句は、location-string の
フィールド・デリミタとしてセミコロン (;) をサポートします。セミ

コロンがない場合は、ピリオドがフィールド・デリミタです。セミコ
ロンを使用すると、データベースと所有者の各フィールドにファイル
名と拡張子を使用できます。

たとえば、次の文は、テーブル a1 を MS Access ファイル mydbfile.mdb 
にマップします。

CREATE TABLE a1
 AT 'access;d:¥mydbfile.mdb;;a1'

リモート・サーバについては、「CREATE SERVER 文」 467 ページを参

照してください。プロキシ・テーブルについては、「CREATE 
EXISTING TABLE 文」 427 ページと『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 

「プロキシ・テーブルのロケーションの指定」を参照してください。

外部キー定義は、リモート・テーブルでは無視されます。リモート・
テーブルを参照するローカル・テーブルでの外部キー定義も無視され
ます。プライマリ・キー定義は、リモート・サーバにサポートされて
いる場合、そのサーバに送信されます。

リモート・テーブルでは COMPUTE 句は無視されます。

column-definition   テーブル内のカラムを定義します。次に、カラム

定義の一部を示します。

•    column-name   カラム名は識別子です。同じテーブルの 2 つのカ

ラムが、同じ名前を持つことはありません。詳細については、
「識別子」 8 ページを参照してください。

•    data-type   データ型については、「SQL データ型」 63 ページを参

照してください。
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•    NOT NULL   NOT NULL を指定する場合、またはカラムが 
UNIQUE または PRIMARY KEY 制約を受ける場合、そのカラム

のどのローにも NULL を含めることはできません。

•    DEFAULT   special-value の詳細については、「特別値」 39 ペー

ジを参照してください。

DEFAULT 値を指定する場合、カラムの値を指定しない INSERT 
文のカラムの値としてこのデフォルト値が使用されます。
INSERT 文はカラムの値を指定しません。DEFAULT を指定しな

い場合、これは DEFAULT NULL と同じです。

デフォルトには詳しい説明が必要なものもあります。

•    AUTOINCREMENT   AUTOINCREMENT を使用する場合、

カラムは整数データ型または真数値データ型にします。

テーブルへの挿入では、オートインクリメント・カラムに
対して値を指定しないと、そのカラムの他の値より大きい
ユニークな値が生成されます。INSERT 文でこのカラムの

値を指定した場合は、その値が使われます。指定した値が
そのカラムの現在の 大値より大きい場合は、その後の挿
入の開始ポイントとしてこの値が使われます。

ローを削除しても、オートインクリメント・カウンタは減
りません。ローの削除によって生じた食い違いは、挿入す
るときに明示的に割り当てる以外に埋めることはできませ
ん。 大値未満の数のローを明示的に挿入した後、明示的
に割り当てられていない次のローを、以前の 大値より 1 
大きい値を使ってオートインクリメントさせます。

各カラムで次に使用される値は整数として格納されます。

(231  - 1) より大きい値を使用すると、ラップアラウンドに

よって誤った値が生成する可能性があります。このような
場合、AUTOINCREMENT は使用しないでください。

カラムに直前に挿入された値は、グローバル変数 
@@identity を調べることによって確認できます。

IDENTITY カラムは、AUTOINCREMENT デフォルトの使

用に対する Transact-SQL 互換の代替手段です。Adaptive 
Server Anywhere では、IDENTITY カラムは 
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AUTOINCREMENT デフォルトとして実装されています。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「特殊

な IDENTITY カラム」を参照してください。

•    GLOBAL AUTOINCREMENT   このデフォルトは、

SQL Remote レプリケーション環境または Mobile Link 同期

環境で複数のデータベースを使用するときのために用意さ
れたものです。

このデフォルトは AUTOINCREMENT と同じですが、ドメ

インはパーティションに分割されます。各分割には同じ数
の値が含まれます。データベースの各コピーに、ユニーク
なグローバル・データベース ID 番号を割り当てます。

Adaptive Server Anywhere では、データベースのデフォルト

値は、そのデータベース番号でユニークに識別された分割
からのみ設定されます。

AUTOINCREMENT キーワードの直後にカッコで分割サイ

ズを指定できます。この分割サイズには任意の正の整数を
設定できますが、通常、分割サイズは、サイズの値がすべ
ての分割で不足しないように選択されています。

カラムの型が BIGINT または UNSIGNED BIGINT である場

合、デフォルトの分割サイズは 232 = 4294967296 です。そ

れ以外の型のカラムの場合、デフォルトの分割サイズは 
216= 65536 です。特に、カラムの型が INT または BIGINT 
ではない場合は、これらのデフォルト値が適切ではないこ
とがあるため、分割サイズを明示的に指定するのが も賢
明です。

このデフォルトを使用する場合、各データベース内のパブ
リック・オプション Global_database_id は、ユニークな正

の整数に設定します。このユニークな値は、データベース
を識別し、どの分割のデフォルト値を割り当てるかを示し
ます。使用できる値の範囲は n p + 1 ～ (n + 1) p です。

ここで、n はパブリック・オプション Global_database_id 
の値を表し、p は分割サイズを表します。たとえば、分割

サイズを 1000、Global_database_id を 3 に設定すると、範

囲は 3001 ～ 4000 になります。
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以前の値が (n + 1) p より小さい場合は、以前のカラムの

大値に 1 を加えた値が次のデフォルト値になります。カ

ラムに値が含まれていない場合、 初のデフォルト値は 
n p + 1 になります。デフォルトのカラム値は、現在の分

割以外のカラムの値の影響を受けません。つまり、pn + 1 
より小さいか p(n + 1) より大きい数には影響されません。

Mobile Link 同期を介して別のデータベースからレプリケー

トされた場合に、このような値が存在する可能性がありま
す。

public オプション Global_database_id は、負の値に設定で

きないため、選択された値は常に正になります。ID 番号の

大値を制限するのは、カラム・データ・タイプと分割サ
イズだけです。

public オプション Global_database_id がデフォルト値の 
2147483647 に設定されると、null 値がカラムに挿入されま

す。null 値が許可されていない場合に、ローの挿入を試み

るとエラーが発生します。たとえば、テーブルのプライマ
リ・キーにカラムが含まれている場合に、この状況が発生
します。

デフォルトの Null 値は、分割で値が不足したときにも生成

されます。この場合には、別のパーティションからデフォ
ルト値を選択できるように、データベースに 
Global_database_id の新しい値を割り当ててください。カ

ラムで null が許可されていない場合、null 値を挿入しよう

とするとエラーが発生します。未使用の値が残り少ないこ
とを検出し、このような状態を処理するには、
GlobalAutoincrement タイプのイベントを作成します。

バージョン 6 以前のソフトウェアで作成されたデータベー

スでは、アップグレードが完了していても、DEFAULT 
GLOBAL AUTOINCREMENT を使用することはできませ

ん。

•    定数式    DEFAULT 句では、データベース・オブジェクト

を参照していない定数式を使用できます。その結果、
GETDATE や DATEADD などの関数を使用できます。式が

関数または単純な値でない場合、カッコで囲みます。
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•    TIMESTAMP   テーブル内の各ローが 後に変更された日

付を示すことができます。カラムの宣言に DEFAULT 
TIMESTAMP が指定されている場合は、ローを挿入すると

タイムスタンプのデフォルト値が割り付けられます。この
値は、ローが更新されるたびに現在の日付と時刻に基づい
て更新されます。

挿入されたローにタイムスタンプのデフォルト値を割り付
け、そのローが更新されてもタイムスタンプを更新しない
場合は、DEFAULT TIMESTAMP の代わりに DEFAULT 
CURRENT TIMESTAMP を使用します。

タイムスタンプ・カラムの詳細については、『ASA SQL 
ユーザーズ・ガイド』 > 「Transact-SQL の特殊な timestamp 
カラムとデータ型」を参照してください。

DEFAULT TIMESTAMP で宣言されたカラムにはユニーク

な値が入ります。これにより、アプリケーションは、ほぼ
同時に行われた同じローの更新を検出できます。現在のタ
イムスタンプ値が直前の値と同じ場合は、
DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプションの値が加

えられます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプション [ デー

タベース ]」 を参照してください。

DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT オプションに基づい

て、Adaptive Server Anywhere のタイムスタンプ値を自動的

にトランケートできます。これは、記録されるタイムスタ
ンプ値の精度が低い他のデータベース・ソフトウェアとの
互換性を維持する場合に便利です。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「TRUNCATE_TIMESTAMP_VALUES オプション [ データ

ベース ]」 を参照してください。

グローバル変数 @@dbts は、DEFAULT TIMESTAMP を使

用するカラムの 後に生成された値を表す TIMESTAMP 値
を返します。詳細については、「グローバル変数」 48 ペー

ジを参照してください。
490



     第 4 章   SQL 文
•    string   詳細については、「文字列」 10 ページを参照してく

ださい。

•    global-variable   詳細については、「グローバル変数」 48
ページを参照してください。

•    column-constraint   カラム制約は、そのカラムが保持できる値を

制限します。

table-constraint   テーブル制約は、テーブルの 1 つまたは複数のカラ

ムが保持できる値を制限します。

制約   カラム制約とテーブル制約によってデータベース内のデータの
整合性が保証されます。整合性制約の違反を起こす文は、実行が完了
しません。このような文がエラー検出の前に行った変更は取り消さ
れ、エラーがレポートされます。カラム制約は、対応するテーブル制
約の省略形です。

•    たとえば、次の文は同じです。

CREATE TABLE Product (
    product_num INTEGER UNIQUE
 )
 CREATE TABLE Product (
    product_num INTEGER,
    UNIQUE ( product_num )
 )

通常、カラム制約を使うのは、制約がテーブル内で複数の他カラムを
参照しない場合です。複数のカラムを参照する場合は、テーブル制約
を使用します。

制約には次のようなものがあります。

•    CHECK   これで、任意の条件を検証できます。たとえば、検査

制約を使うと、Sex というカラムには M または F の値だけが確

実に入ります。

テーブルのどのローも制約に違反することはできません。
INSERT または UPDATE 文によってローが制約に違反する場合、

操作は許可されず、この文の処理結果は取り消されます。
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変更は、制約条件の評価結果が FALSE の場合にのみ拒否されま

す。制約条件の評価結果が TRUE または UNKNOWN の場合、

変更は許可されます。

TRUE、FALSE、UNKNOWN の各条件の詳細については、

「NULL 値」 58 ページと「探索条件」 26 ページを参照してくださ

い。

•    COMPUTE   COMPUTE 制約はカラム制約のみです。カラムが 
COMPUTE 制約を使って作成される場合、すべてのローの値は

式で提供されます。この制約を付けて作成されたカラムは、読
み込み専用カラムです。この値は、式が評価されたときにデー
タベース・サーバによって変更されます。

計算カラムの値を変更しようとする UPDATE 文は、そのカラム

に対応するトリガを起動します。

•    UNIQUE   テーブル内のそれぞれのローをユニークに識別する 1 
つまたは複数のカラムを識別します。テーブル内の 2 つのロー

は、指定されたすべてのカラム中に同じ値を持つことはできま
せん。1 つのテーブルは複数の一意性制約を持つことができま

す。

一意性制約とユニーク・インデックスには違いがあります。ユ
ニーク・インデックスのカラムは NULL でもかまいません。一

方、一意性制約のカラムは NULL にはなりません。外部キーは、

プライマリ・キーまたは一意性制約が指定されたカラムは参照
できますが、ユニーク・インデックスは参照できません。ユ
ニーク・インデックスは NULL の複数のインスタンスを含むこ

とがあるからです。

ユニーク・インデックスの詳細については、「CREATE INDEX 
文」 439 ページを参照してください。

•    PRIMARY KEY   これは、UNIQUE ( 一意性 ) 制約と同じです

が、テーブルがプライマリ・キー制約を 1 つだけもつ点が異な

ります。プライマリ・キーは、通常、ローの識別子に も適し
ています。たとえば、顧客番号は顧客テーブルのプライマリ・
キーです。
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プライマリ・キーに含まれるカラムは NULL 入力不可です。

テーブルの各ローはユニークなプライマリ・キー値を持ちます。
テーブルは PRIMARY KEY を 1 つだけ持ちます。

プライマリ・キー・カラムの順序は、プライマリ・キーを作成
するときのリスト順ではなく、テーブルにおけるカラムの作成
順によって決まります。

CLUSTERED オプションとクラスタード・インデックスの詳細

については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「クラスター

ド・インデックスの使用」を参照してください。

•    外部キー   外部キー制約は REFERENCES カラム制約 ( 単一カラ

ムのみ ) または FOREIGN KEY テーブル制約を使用して実装で

きます。外部キー制約は、1 組のカラムの値を別のテーブル ( プ
ライマリ・テーブル ) のプライマリ・キーまたは ( あまり一般的

ではありませんが ) 一意性制約と一致するものだけに制限しま

す。たとえば、外部キー制約を使って、請求書テーブルの顧客
番号が顧客テーブルの顧客番号と確実に一致するようにできま
す。

REFERENCES カラム制約に column name を指定する場合、一

意性制約またはプライマリ・キーの制約を受ける、プライマリ・
テーブルのカラム名を指定します。また、この制約は、その 1 
カラムだけで構成します。column-name を指定しない場合、外

部キーはプライマリ・テーブルのプライマリ・キーを参照しま
す。

CLUSTERED オプションとクラスタード・インデックスの詳細

については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「クラスター

ド・インデックスの使用」を参照してください。

外部キーのカラムを明示的に定義しない場合は、プライマリ・
テーブルの対応するカラムと同じデータ型の外部キー・カラム
が作成されます。これらの自動的に作成されるカラムは外部
テーブルのプライマリ・キーの一部にはなりません。したがっ
て、同じテーブルのプライマリ・キーと外部キーの両方で使わ
れるカラムは、明示的に作成します。

外部キー・カラム名を指定する場合は、プライマリ・キーのカ
ラム名も指定します。これらのカラム名は、リスト内の位置に
応じて一対になります。FOREIGN KEY テーブル制約にプライ
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マリ・テーブル・カラム名を指定しない場合は、プライマリ・
キーのカラムが使用されます。外部キー・カラム名を指定しな
い場合、外部キー・カラムには、プライマリ・テーブルの中の
カラムと同じ名前が与えられます。

マルチカラム外部キーの値が 1 つでも NULL である場合には、

そのキーの他のカラムが保持できる値は制限がありません。

テンポラリ・テーブルは、ベース・テーブルを参照する外部
キーを持つことはできません。また、ベース・テーブルも、テ
ンポラリ・テーブルを参照する外部キーを持つことはできませ
ん。

•    NOT NULL   外部キー・カラムを NULL 入力不可にしま

す。外部キー内の NULL は、外部テーブルのこのローに該

当するローがプライマリ・テーブル中にないことを意味し
ます。

•    role-name   役割名は外部キーの名前です。役割名の主な機

能は、同じテーブルに対する 2 つの外部キーを区別するこ

とです。役割名を指定しない場合、役割名は以下のように
設定されます。

1. テーブル名と同じ役割名を含む外部キーが存在しない場合、
テーブル名が役割名として割り当てられます。

2. テーブル名がすでに使用されている場合、役割名は、0 が埋

め込まれた、テーブルに固有の 3 桁の数字と結合された

テーブル名になります。

•    action   参照整合性アクションは、データベース内で外部キーの

関係を維持するために実行されるアクションです。プライマリ・
キー値を変更したり、データベースから削除したりする場合、
対応する外部キー値が他のテーブルに存在する可能性があるの
で、何らかの方法で修正してください。次のアクションのいず
れかに続けて、ON UPDATE 句、ON DELETE 句、またはこの両

方のいずれかを指定することができます。

•    CASCADE   ON UPDATE と一緒に使用すると、対応する外

部キー更新し新しいプライマリ・キー値に一致させます。
ON DELETE と一緒に使うと、削除されたプライマリ・

キーに一致するローを外部テーブルから削除します。
494



     第 4 章   SQL 文
•    SET NULL   更新または削除されたプライマリ・キーに対

応する外部キー値のすべてを NULL に設定します。

•    SET DEFAULT   更新または削除されたプライマリ・キー

値に一致する外部キー値を、それぞれの外部キー・カラム
の DEFAULT 句が指定した値に設定します。

•    RESTRICT   データベースに対応する外部キーがあるとき

に、プライマリ・キー値を更新または削除しようとする
と、エラーが発生します。RESTRICT はデフォルト動作で

す。

•    CHECK ON COMMIT   CHECK ON COMMIT 句は 
WAIT_FOR_COMMIT データベース・オプションを上書きしま

す。この句を指定すると、データベース・サーバは COMMIT を
待ってから外部キーに対する RESTRICT アクションをチェック

します。CHECK ON COMMIT 句は、CASCADE、SET NULL、
SET DEFAULT アクションを遅延しません。

アクションを指定しないで CHECK ON COMMIT を使用すると、

RESTRICT は、暗黙的に UPDATE と DELETE のアクションとみ

なされます。

PCTFREE   各テーブル・ページに確保する空き領域の割合を指定し

ます。空き領域は、データが更新されたときにローのサイズが増えた
場合に使用されます。テーブル・ページに空き領域がない場合は、
ページのローのサイズが増えるたびに、ローを複数のテーブル・ペー
ジに分割することが必要になり、ローの断片化が発生します。また、
パフォーマンス低下の可能性があります。

percent-free-space の値は、0 ～ 100 までの整数です。0 を指定する

と、各ページに空き領域を残さず、各ページを完全にパックします。
高い値に設定すると、各ローは単独でページに挿入されます。
PCTFREE を設定しない場合、各ページに 200 バイトが確保されます。

PCTFREE の値は、SYSATTRIBUTE システム・テーブルに格納されま

す。

詳細については、「SYSATTRIBUTE システム・テーブル」 814 ページ

を参照してください。
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使用法 CREATE TABLE 文は新しいテーブルを作成します。所有者名を指定

することにより、別のユーザに対するテーブルを作成できます。
GLOBAL TEMPORARY を指定すると、テーブルはテンポラリ・テー

ブルとみなされます。指定しないと、テーブルはベース・テーブルと
なります。

テンポラリ・テーブルの定義は、ベース・テーブルの定義と同様に
データベース内に存在し、DROP TABLE 文によって明示的に削除さ

れるまでデータベース内に残ります。テンポラリ・テーブルのロー
は、ローを挿入した接続だけが参照できます。同じ、または異なるア
プリケーションからの複数の接続は、同時に同じテンポラリ・テーブ
ルを使うことができ、それぞれの接続は固有のローだけを参照できま
す。接続が終了すると、その接続のテンポラリ・テーブルのローは削
除されます。

パーミッション RESOURCE 権限が必要です。

別のユーザのテーブルを作成するには、DBA 権限が必要です。

プロキシ・テーブルを作成する AT 句は、Windows CE ではサポート

されていません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「ALTER TABLE 文」 355 ページ

◆ 「CREATE DBSPACE 文」 410 ページ

◆ 「CREATE EXISTING TABLE 文」 427 ページ

◆ 「DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 文」 529 ページ

◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「特別値」 39 ページ

◆ 「SQL データ型」 63 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「テーブルの作成」

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 
「ALLOW_NULLS_BY_DEFAULT オプション [ 互換性 ]」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

次はベンダ拡張です。

•    { IN | ON } dbspace-name 句
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•    ON COMMIT 句

•    いくつかのデフォルト値

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされますが、いくつ

か相違があります。

•    テンポラリ・テーブル   CREATE TABLE 文中のテーブル名

の前にシャープ記号 (#) を付けて、テンポラリ・テーブル

を作成します。Adaptive Server Anywhere では、これはテン

ポラリ・テーブルと宣言され、現在の接続だけで使用でき
ます。詳細については、「DECLARE LOCAL TEMPORARY 
TABLE 文」 529 ページを参照してください。

•    物理的配置   テーブルの物理的な配置は、Adaptive Server 
Anywhere と Adaptive Server Enterprise では異なります。

Adaptive Server Enterprise でサポートされている ON 
segment-name 句は、Adaptive Server Anywhere でもサポー

トされていますが、segment-name は DB 領域名を参照し

ます。

•    制約   Adaptive Server Anywhere は、指定の制約や指定のデ

フォルトをサポートしませんが、制約とデフォルトの定義
をデータ型定義にカプセル化できるドメインはサポートし
ます。Adaptive Server Anywhere はまた、CREATE TABLE 
文の明示的なデフォルトと CHECK 条件もサポートします。

•    NULL デフォルト   デフォルトでは、Adaptive Server 
Enterprise 内のカラムのデフォルトは NOT NULL で、

Adaptive Server Anywhere のデフォルト設定は NULL です。

この設定は、ALLOW_NULLS_BY_DEFAULT データベー

ス・オプションを使用して制御できます。NULL または 
NOT NULL を明示的に指定して、データ定義文を Adaptive 
Server Anywhere と Adaptive Server Enterprise との間で転送

可能にしてください。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「ALLOW_NULLS_BY_DEFAULT オプション [ 互換性 ]」 を
参照してください。

例 次の例は、図書データベース用にテーブルを作成し、図書情報を保持
します。
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CREATE TABLE library_books (
 -- NOT NULL is assumed for primary key columns
 isbn CHAR(20)      PRIMARY KEY,
 copyright_date     DATE,
 title              CHAR(100),
 author             CHAR(50),
 -- column(s) corresponding to primary key of room
 -- are created automatically
 FOREIGN KEY location REFERENCES room
 )

次の例は、図書データベース用にテーブルを作成し、借し出し図書の
情報を保持します。date_borrowed のデフォルト値は、エントリが作

成される日に本が貸し出されることを示します。date_returned カラム

は、本が返却されるまでは NULL です。

CREATE TABLE borrowed_book (
 date_borrowed DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT DATE,
 date_returned       DATE,
 book                CHAR(20)
                     REFERENCES library_books (isbn),
 -- The check condition is UNKNOWN until
 -- the book is returned, which is allowed
 CHECK( date_returned >= date_borrowed )
 )

次の例は、販売データベース用にテーブルを作成し、注文と注文項目
情報を保持します。

CREATE TABLE Orders (
    order_num INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    date_ordered DATE,
    name CHAR(80)
 );
 CREATE TABLE Order_item (
    order_num        INTEGER NOT NULL,
    item_num         SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (order_num, item_num),
    -- When an order is deleted, delete all of its
    -- items.
    FOREIGN KEY (order_num)
    REFERENCES Orders (order_num)
    ON DELETE CASCADE
 )
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次の例は、リモート・サーバ SERVER_A にテーブル t1 を作成し、こ

のリモート・テーブルにマップするプロキシ・テーブル t1 を作成し

ます。

CREATE TABLE t1
 ( a  INT,
   b  CHAR(10))
 AT 'SERVER_A.db1.joe.t1'
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CREATE TRIGGER 文

説明 この文は、テーブル内にトリガを作成するために使用します。

構文 CREATE TRIGGER trigger-name trigger-time { trigger-event-list | UPDATE OF 
column-list }
 [ ORDER integer ] ON table-name
 [ REFERENCING [ OLD AS old-name ]
                             [ NEW AS new-name ] ]
                             [ REMOTE AS remote-name ] ]
 [ FOR EACH { ROW | STATEMENT } ]
 [ WHEN ( search-condition ) ]
   compound-statement

trigger-time : BEFORE | AFTER | RESOLVE

trigger-event-list : trigger-event [ , trigger-event ]

trigger-event :
 DELETE | INSERT | UPDATE

パラメータ トリガ・イベント   トリガは次のイベントの 1 つまたは複数によって

起動できます。

•    DELETE   関連するテーブルのローが削除されると、呼び出さ

れます。

•    INSERT   このトリガに関連するテーブルの中に新しいローが挿

入されると、呼び出されます。

•    UPDATE   関連するテーブルのローが更新されると、呼び出さ

れます。

•    UPDATE OF column-list   関連するテーブルのローが更新され、

column-list のカラムが修正されると、呼び出されます。

処理が必要なイベントごとにトリガを個別に作成できます。または、
共有するアクションや、イベントに応じたアクションが複数ある場合
は、すべてのイベントに対して 1 つのトリガを作成し、IF 文を使用し

て実行するアクションを区別できます。

詳細については、「IF 文」 620 ページを参照してください。
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trigger-time   ロー・レベルのトリガを定義して、挿入、更新、または

削除の前 (BEFORE) または後 (AFTER) に実行できます。文レベルの

トリガは、文の後 (AFTER) に実行されます。RESOLVE トリガ時間

は、SQL Remote と一緒に使用します。これは、ロー・レベルの 
UPDATE または UPDATE OF カラム・リストの前でだけ起動されま

す。

BEFORE UPDATE トリガは、ローを対象に UPDATE が実行されるた

びに起動されます。この場合、新しい値が古い値と異なるかどうかは
問題ではありません。一方、AFTER UPDATE トリガは、新しい値が

古い値と異なる場合にのみ起動されます。

FOR EACH 句    トリガをロー・レベルのトリガとして宣言するには、

FOR EACH ROW 句を使用します。トリガを文レベルのトリガとして

宣言するには、FOR EACH STATEMENT 句を使用するか、または 
FOR EACH 句を省略します。わかりやすくするために、文レベルのト

リガを宣言する場合、FOR EACH STATEMENT 句を入力することをお

すすめします。

ORDER 句    同じタイミング (before、after、resolve) で起動される同

じタイプ (insert、update、delete) のトリガは、ORDER 句を使用して起

動する順序を決定します。ORDER 0 の指定は、ORDER 句を省略する

ことと同じです。

REFERENCING 句    REFERENCING OLD 句と REFERENCING NEW 
句を使用すると、挿入、削除、または更新されたローを参照できま
す。この句の性格上、UPDATE は削除とそれに続く挿入として取り扱

われます。

INSERT は REFERENCING NEW 句を使います。これは挿入された

ローを表します。REFERENCING OLD 句はありません。

DELETE は REFERENCING OLD 句を使います。これは削除された

ローを表します。REFERENCING NEW 句はありません。

UPDATE は、REFERENCING OLD 句を使うときは更新前のローを表

し、REFERENCING NEW 句を使うときは更新後のローを表します。

REFERENCING OLD と REFERENCING NEW の意味は、トリガが

ロー・レベルのトリガと文レベルのトリガのどちらかによって異なり
ます。ロー・レベルのトリガの場合、REFERENCING OLD 句を使う
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と、更新または削除する前のローの値を参照できます。また、
REFERENCING NEW 句を使うと、挿入または更新された値を参照で

きます。OLD ローと NEW ローは、BEFORE と AFTER トリガの中で

参照できます。REFERENCING NEW 句を使うと、BEFORE トリガの

新しいローを修正してから、挿入または更新操作を行うことができま
す。

REFERENCING REMOTE 句は SQL Remote で使用します。これを使う

と、UPDATE 文の VERIFY 句に設定されている値を参照できます。こ

れは、必ずカラム・リストのトリガ RESOLVE UPDATE または 
RESOLVE UPDATE OF と一緒に使用してください。

WHEN 句    探索条件が真と評価されたローに対してだけ、トリガが

起動されます。WHEN 句は、ロー・レベル・トリガと一緒にだけ使

用できます。

使用法 CREATE TRIGGER 文は、データベースのテーブルに関連するトリガ

を作成し、データベースにトリガを格納します。

トリガをロー・レベルのトリガとして宣言すると、各ローを修正する
前または後にトリガが実行されます。また、トリガを文レベルのトリ
ガとして宣言すると、トリガ文全体が完了してから、トリガが実行さ
れます。

パーミッション RESOURCE 権限またはテーブルに対する ALTER パーミッションが必

要です。または、テーブルの所有者であるか、DBA 権限が必要です。

CREATE TRIGGER はテーブルにテーブル・ロックを設定するので、

テーブルを排他的に使用してください。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 「CREATE TRIGGER 文 [T-SQL]」 509 ページ

◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。いくつかの句はベ

ンダ拡張です。
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•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。いくつかの句はベ

ンダ拡張です。

•    Sybase   この構文は、Adaptive Server Enterprise がサポートするも

のとは異なります。

例 初の例は、ロー・レベルのトリガを作成します。新しい部長が任命
されたとき、その部の従業員の manager_id カラムを更新する例を示

します。

CREATE TRIGGER tr_manager
 BEFORE UPDATE OF dept_head_id
 ON department
 REFERENCING OLD AS old_dept NEW AS new_dept
 FOR EACH ROW
 BEGIN
    UPDATE employee
    SET employee.manager_id=new_dept.dept_head_id
    WHERE employee.dept_id=old_dept.dept_id
 END

次の例はさらに複雑で、文レベルのトリガを扱います。 初に、テー
ブルを次のように作成します。

CREATE TABLE "DBA"."t0"
 (
    "id"           integer NOT NULL,
    "times"        timestamp NULL DEFAULT current 
timestamp,
    "remarks"            text NULL,
    PRIMARY KEY ("id")
 )

次に、このテーブルについて文レベルのトリガを作成します。

CREATE TRIGGER DBA."insert-st" AFTER INSERT ORDER 4 ON
 DBA.t0
 REFERENCING NEW AS new_name
 FOR EACH STATEMENT
 BEGIN
   DECLARE @id1 INTEGER;
   DECLARE @times1 TIMESTAMP;
   DECLARE @remarks1 LONG VARCHAR;
 
   DECLARE @err_notfound EXCEPTION FOR SQLSTATE VALUE 
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'02000';
 
 //declare a cursor for table new_name
   DECLARE new1 CURSOR FOR
    SELECT ID,times,remarks FROM
       new_name;
   OPEN new1;
  //Open the cursor, and get the value
   LoopGetRow:
   LOOP
       FETCH NEXT new1
    INTO @id1, @times1,@remarks1;
 
       IF SQLSTATE = @err_notfound THEN
    LEAVE LoopGetRow
       END IF;
 
       //print the value or for other use
       PRINT (@remarks1);
 
   END LOOP LoopGetRow;
   CLOSE new1
 
 END
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CREATE TRIGGER 文 [SQL Remote]

説明 この文は、データベースへの新しいトリガの作成に使用します。特に 
SQL Remote が使用するために設計されたトリガのフォームが 1 つ用

意されています。

構文 CREATE TRIGGER trigger-name trigger-time
 trigger-event, …
 [ ORDER integer ] ON table-name
 [ REFERENCING [ OLD AS old-name ]
    [ NEW AS new-name ] ]
    [ REMOTE AS remote-name ] ]
 [ FOR EACH { ROW | STATEMENT } ]
 [ WHEN ( search-condition ) ]
 [ IF UPDATE ( column-name ) THEN
 [ { AND | OR } UPDATE ( column-name ) ] … ]
    compound-statement
 [ ELSEIF UPDATE ( column-name ) THEN
 [ { AND | OR } UPDATE ( column-name ) ] …
     compound-statement
 END IF ] ]

trigger-time:
 BEFORE | AFTER | RESOLVE

trigger-event:
 DELETE | INSERT | UPDATE
 | UPDATE OF column-name [, column-name, …]

パラメータ trigger-time   ロー・レベルのトリガを定義して、挿入、更新、または

削除の前 (BEFORE) または後 (AFTER) に実行できます。文レベルの

トリガは、文の後 (AFTER) に実行されます。RESOLVE トリガ時間

は、SQL Remote と一緒に使用します。これは、ロー・レベルの 
UPDATE または UPDATE OF カラム・リストの前でだけ起動されま

す。

BEFORE UPDATE トリガは、ローを対象に UPDATE が実行されるた

びに起動されます。この場合、新しい値が古い値と異なるかどうかは
問題ではありません。一方、AFTER UPDATE トリガは、新しい値が

古い値と異なる場合にのみ起動されます。
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トリガ・イベント   トリガは次のイベントの 1 つまたは複数によって

起動できます。

•    DELETE   関連するテーブルのローが削除されると、呼び出さ

れます。

•    INSERT   このトリガに関連するテーブルの中に新しいローが挿

入されると、呼び出されます。

•    UPDATE   関連するテーブルのローが更新されると、呼び出さ

れます。

•    UPDATE OF column-list   関連するテーブルのローが更新され、

column-list のカラムが修正されると、呼び出されます。

使用法 特に制限なし

パーミッション RESOURCE 権限またはテーブルに対する ALTER パーミッションが必

要です。または、DBA 権限が必要です。CREATE TRIGGER はテーブ

ルにテーブル・ロックを設定するので、テーブルを排他的に使用して
ください。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

説明 CREATE TRIGGER 文は、データベースのテーブルに関連するトリガ

を作成し、そのデータベースにトリガを格納します。

BEFORE UPDATE トリガは、ローに対して更新が実行されるたびに起

動されます。この場合、新しい値が古い値と異なるかどうかは問題で
はありません。一方、AFTER UPDATE トリガは、新しい値が古い値

と異なる場合にのみ起動されます。

ロー・レベルのトリ
ガと文レベルのトリ
ガ

トリガをロー・レベルのトリガとして宣言すると、各ローを修正する
前または後にトリガが実行されます。また、トリガを文レベルのトリ
ガとして宣言すると、トリガ文全体が完了してから、トリガが実行さ
れます。
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ロー・レベルのトリガを定義して、挿入、更新、または削除の前 
(BEFORE) または後 (AFTER) に実行できます。文レベルのトリガは、

文の後 (AFTER) に実行されます。解析 (RESOLVE) トリガ時間は、

SQL Remote と一緒に使用します。これは、ロー・レベルの UPDATE 
または UPDATE OF columun-list イベントの前にだけ起動されます。

トリガをロー・レベルのトリガとして宣言するには、FOR EACH 
ROW 句を使用します。トリガを文レベルのトリガとして宣言するに

は、FOR EACH STATEMENT 句を使用するか、または FOR EACH 句
を省略します。わかりやすくするために、文レベルのトリガを宣言す
る場合、FOR EACH STATEMENT 句を入力することをおすすめしま

す。

起動の順序 同じタイミング (before、after、resolve) で起動される同じタイプ 
(insert、update、delete) のトリガは、ORDER 句を使用して起動する順

序を決定します。

削除、挿入された値
の参照

REFERENCING OLD 句と REFERENCING NEW 句を使用すると、削

除されたり挿入されたローを参照できます。この句の性格上、
UPDATE は削除とそれに続く挿入として取り扱われます。

REFERENCING REMOTE 句は SQL Remote で使用します。これを使う

と、UPDATE 文の VERIFY 句に設定されている値を参照できます。こ

れは、必ずカラム・リストのトリガ RESOLVE UPDATE または 
RESOLVE UPDATE OF と一緒に使用してください。

REFERENCING OLD と REFERENCING NEW の意味は、トリガが

ロー・レベルのトリガと文レベルのトリガのどちらかによって異なり
ます。ロー・レベルのトリガの場合、REFERENCING OLD 句を使う

と、更新または削除する前のローの値を参照できます。また、
REFERENCING NEW 句を使うと、挿入または更新された値を参照で

きます。OLD ローと NEW ローは、BEFORE と AFTER トリガの中で

参照できます。REFERENCING NEW 句を使うと、BEFORE トリガの

新しいローを修正してから、挿入または更新操作を行うことができま
す。

文レベルのトリガの場合、REFERENCING OLD と REFERENCING 
NEW 句は、ローの古い値と新しい値を保持している宣言されたテン

ポラリ・テーブルを参照します。これらのテーブルのデフォルト名は 
deleted と inserted です。
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WHEN 句を使うと、探索条件が true と評価されたローに対してのみ

トリガが起動されます。

同じ値を使った値の
更新

BEFORE UPDATE トリガは、ローを対象に UPDATE が実行されるた

びに起動されます。この場合、新しい値が古い値と異なるかどうかは
問題ではありません。一方、AFTER UPDATE トリガは、新しい値が

古い値と異なる場合にのみ起動されます。

例 •    新しい部長が任命されたとき、その部の従業員の manager_id カ
ラムを更新する例を示します。

CREATE TRIGGER
 tr_manager BEFORE UPDATE OF dept_head_id ON 
department
 REFERENCING OLD AS old_dept
 NEW AS new_dept
 FOR EACH ROW
 BEGIN
    UPDATE employee
    SET employee.manager_id=new_dept.dept_head_id
    WHERE employee.dept_id=old_dept.dept_id
 END
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CREATE TRIGGER 文 [T-SQL]

説明 この文は、Adaptive Server Enterprise 互換の方法で、データベース内に

新しいトリガを作成するために使用します。

構文 1 CREATE TRIGGER [owner.]trigger_name
 ON [owner.]table_name
 FOR { INSERT, UPDATE, DELETE }
 AS statement-list

構文 2 CREATE TRIGGER [owner.]trigger_name
 ON [owner.]table_name
 FOR {INSERT, UPDATE}
 AS
 [ IF UPDATE ( column_name )
 [ { AND | OR } UPDATE ( column_name ) ] … ]
   statement-list
 [ IF UPDATE ( column_name )
 [ { AND | OR} UPDATE ( column_name ) ] … ]
   statement-list

使用法 削除または挿入されたローは、2 つの宣言されたテンポラリ・テーブ

ル内に保持されます。Transact-SQL トリガでは、Adaptive Server 
Enterprise の場合と同様に、テーブル名 deleted と inserted を使ってこ

れらのローにアクセスできます。Watcom-SQL CREATE TRIGGER 文
では、これらのローには REFERENCING を使ってアクセスします。

トリガ名はデータベース内でユニークでなければなりません。

Transact-SQL トリガは、それを起動した文の後に実行されます。

パーミッション RESOURCE 権限またはテーブルに対する ALTER パーミッションが必

要です。または、DBA 権限が必要です。

CREATE TRIGGER はテーブルのすべてのローをロックするので、

テーブルを排他的に使用している必要があります。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE TRIGGER 文」 500 ページ
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標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Anywhere は、Adaptive Server Enterprise 構文のサブセッ

トをサポートします。
510



     第 4 章   SQL 文
CREATE VARIABLE 文

説明 この文は、SQL 変数を作成するために使用します。

構文 CREATE VARIABLE identifier data-type

使用法 CREATE VARIABLE 文は、指定したデータ型の新しい変数を作成しま

す。SET 文が別の値を割り当てるまで、この変数には NULL 値が入っ

ています。

変数は、カラム名を使用できる場所なら SQL 式のどこででも使うこ

とができます。変数と同じ名前のカラム名がある場合は、変数値を使
用できます。

変数は現在の接続に属し、データベースから切断するとき、または 
DROP VARIABLE 文を使うときに消去されます。変数は、他の接続か

らは参照できません。変数は COMMIT または ROLLBACK 文の影響

を受けません。

変数は、Embedded SQL プログラムから INSERT または UPDATE 文の

大きなテキストまたはバイナリ・オブジェクトを作成するときに役立
ちます。

プロシージャとトリガのローカル変数は、複合文の中で宣言します (
『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「複合文の使用」を参照してくだ

さい )。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「SQL データ型」 63 ページ

◆ 「DROP VARIABLE 文」 561 ページ

◆ 「SET 文」 727 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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例 例については、「SET 文」 727 ページを参照してください。
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CREATE VIEW 文

説明 この文は、データベース上にビューを作成するために使用します。
ビューを使うと、格納されている方法とは異なる形でデータを参照で
きます。

構文 CREATE VIEW
 [ owner.]view-name [ ( column-name, … ) ]
 AS select-statement
 [ WITH CHECK OPTION ]

パラメータ view-name   view-name は識別子です。デフォルトの所有者は現在の

ユーザ ID です。

column-name   ビューのカラムには column-name リスト内で指定し

た名前が与えられます。column name リストを指定しないと、ビュー

のカラムは select リスト項目から名前が与えられます。select リスト

項目からの名前を使用するには、各項目を単純なカラム名にするか、
エイリアス名を指定します (「SELECT 文」 718 ページを参照してくだ

さい )。select リストのすべての項目がユニークな名前になるように指

定します。

AS 句   ビューの基本となる SELECT 文には、ORDER BY 句を指定し

ないでください。GROUP BY 句を記述したり、UNION にすることは

できます。SELECT 文はローカル・テンポラリ・テーブルを参照して

はなりません。

WITH CHECK OPTION 句    WITH CHECK OPTION 句は、SELECT 
文で定義した探索条件に合わないビューには更新も挿入もできませ
ん。

使用法 CREATE VIEW 文は、指定したビューを作成します。owner を指定す

ると、別のユーザが所有するビューを作成できます。別のユーザの
ビューを作成するには、DBA 権限が必要です。

SELECT、DELETE、UPDATE、INSERT 文の中では、ビュー名をテー

ブル名の代わりに使用できます。ただし、ビューは物理的にはテーブ
ルとしてデータベースの中に存在しません。ビューは使用するたびに
引き出されます。ビューは、CREATE VIEW 文で指定された SELECT 
文の結果として引き出されます。ビューの中で使用するテーブル名
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は、テーブルの所有者のユーザ ID を使って指定してください。別の

ユーザ ID ではテーブルを検索できなかったり、間違ったテーブルが

取得される可能性があります。

ビューを定義する SELECT 文が GROUP BY 句と集合関数を含まない

か、または UNION 演算を伴わない場合は、ビューを更新できます。

ビューを更新すると、元になっているテーブルも更新されます。

パーミッション ビュー定義内のテーブルに対する RESOURCE 権限と SELECT パー

ミッションが必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「DROP 文」 544 ページ

◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の例は、男性従業員の情報のみを表示するビューを作成します。こ
のビューはベース・テーブルと同じカラム名を持ちます。

CREATE VIEW male_employee
 AS SELECT *
 FROM Employee
 WHERE Sex = 'M'

次の例は、従業員と所属する部門を表示するビューを作成します。

CREATE VIEW emp_dept
 AS SELECT emp_lname, emp_fname, dept_name
 FROM Employee JOIN Department
 ON Employee.dept_id = Department.dept_id
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CREATE WRITEFILE 文 ( 旧式 )

説明 この文は、データベースのライト・ファイルを作成するために使用し
ます。

使用されなくなった文
ライト・ファイルは使用されなくなりました。

構文 CREATE WRITEFILE write-file-name
 FOR DATABASE db-file-name [ KEY key ]
 [ LOG OFF | LOG ON [ log-file-name [ MIRROR mirror-file-name ] ] ]

write-file-name | db-file-name | log-file-name | mirror-file-name : string

使用法 指定された名前と属性で、データベース・ライト・ファイルを作成し
ます。

ファイル名 (write-file-name、db-file-name、log-file-name、mirror-file-
name) は、オペレーティング・システム・ファイル名を含む文字列で

す。

文字列については、「文字列」 10 ページを参照してください。

パスを指定しない場合、または相対パスで指定する場合、ファイルは
サーバの現在の作業ディレクトリを基準に作成されます。

現在ロードされているデータベースに、ライト・ファイルを作成でき
ません。

パーミッション この文を実行するのに必要なパーミッションは、サーバ・コマンド・
ラインで -gu オプションを使用して設定します。デフォルトの設定で

は、DBA 権限が必要です。

サーバを実行中のアカウントには、ファイルが作成されたディレクト
リの書き込みパーミッションが必要です。

Windows CE ではサポートされません。

高度に暗号化されたデータベース用にライト・ファイルを作成する場
合は、KEY 値を指定してください。
515



CREATE WRITEFILE 文 ( 旧式 )
関連する動作 オペレーティング・システム・ファイルが作成されます。

参照 ◆ 「CREATE DATABASE 文」 403 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ライト・ファイル・ユー

ティリティ ( 旧式 )」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ライト・ファイルの処理 

( 旧式 )」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DatabaseKey 接続パラ

メータ [DBKEY]」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文はライト・ファイルを作成します。

CREATE WRITEFILE 'c:¥¥sybase¥¥my_db.wrt'
 FOR DATABASE 'c:¥¥sybase¥¥my_db.db'
 LOG ON 'e:¥¥logdrive¥¥my_db.log'
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DEALLOCATE 文

説明 この文を使用して、カーソルに関連するリソースを解放します。

構文 DEALLOCATE [ CURSOR ] cursor-name

cursor-name : identifier

使用法 データ項目、インジケータ変数、構造体そのものなど、カーソルに関
連付けられているすべてのメモリを解放します。

このオプションは、Adaptive Server Anywhere では機能しません。これ

は Adaptive Server Enterprise と Microsoft SQL Server との互換性のため

に用意されています。Adaptive Server Enterprise では、CURSOR キー

ワードが必要です。Microsoft SQL Server では、キーワードは許可され

ていません。Adaptive Server Anywhere は、どちらの形式も認識しま

す。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。
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DEALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]

説明 この文は、SQLDA に対応するメモリを解放するために使用します。

構文 DEALLOCATE DESCRIPTOR descriptor-name

descriptor-name : string

使用法 データ項目、インジケータ変数、構造体そのものなど、記述子領域に
関連付けられているすべてのメモリを解放します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ

◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「SQLDA (SQL descriptor 
area)」

◆ 「SET DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 736 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 例については、「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ を
参照してください。
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宣言セクション [ESQL]

説明 この文は、Embedded SQL プログラムでホスト変数を宣言するために

使用します。ホスト変数を使って、データベースとデータを交換しま
す。

構文 EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 C declarations
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;

使用法 宣言セクションは、BEGIN DECLARE SECTION と END DECLARE 
SECTION 文で囲まれた C 変数宣言のセクションです。宣言セクショ

ンを使うと、SQL プリプロセッサはホスト変数として使われる C 変
数を認識します。すべての C 宣言が宣言セクションの中で有効なわけ

ではありません。詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 
「ホスト変数の使用」を参照してください。

パーミッション なし

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise と互換性があります。

例 EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 char *emp_lname, initials[5];
 int dept;
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;
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DECLARE 文

説明 この文は、複合文 (BEGIN … END) 内の SQL 変数を宣言するために

使用します。

構文 DECLARE variable-name data-type

使用法 プロシージャ、トリガ、またはバッチの本体で使用される変数は、
DECLARE を使用して宣言できます。変数は、宣言される複合文の間

持続します。

Watcom-SQL プロシージャまたはトリガの本体は複合文です。変数は 
BEGIN の直後に宣言します。Transact-SQL プロシージャまたはトリガ

には、そのような制約はありません。

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

•    Adaptive Server Enterprise と互換させるには、変数名の前に 
@ を付けてください。

•    Adaptive Server Enterprise では、プロシージャまたはトリガ

で宣言された変数はプロシージャまたはトリガの間存在し
ます。Adaptive Server Anywhere では、変数が複合文内で宣

言された場合、(Watcom-SQL または Transact-SQL 複合文で

の宣言に関わらず ) 複合文の間だけ存在します。

例 次のバッチは、DECLARE 文の使用法を示し、メッセージを 
[ サーバ ] ウィンドウに表示します。

BEGIN
   DECLARE varname CHAR(61);
   SET varname = 'Test name';
   MESSAGE varname;
 END
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DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]

説明 この文は、カーソルを宣言するために使用します。カーソルはクエリ
の結果を操作する主要な手段です。

構文 1 [ESQL] DECLARE cursor-name
 [ UNIQUE ]
 [   NO SCROLL
   | DYNAMIC SCROLL
   | SCROLL
   | INSENSITIVE
   | SENSITIVE
 ]
 CURSOR FOR
 { select-statement
 | statement-name
       [ FOR { UPDATE [ cursor-concurrency ] | READ ONLY } ]
 | call-statement }

構文 2 [SP] DECLARE cursor-name
 [   NO SCROLL
   | DYNAMIC SCROLL
   | SCROLL
   | INSENSITIVE
   | SENSITIVE
 ]
 CURSOR FOR
 { select-statement
 [ FOR { UPDATE [ cursor-concurrency ] | READ ONLY } ]
 | call-statement
 | USING variable-name }

cursor-name :  identifier

statement-name :   identifier | hostvar

variable-name :   identifier

cursor-concurrency :
 BY { VALUES | TIMESTAMP | LOCK }

パラメータ UNIQUE   カーソルが UNIQUE として宣言されている場合、クエリは

各ローをユニークに識別するのに必要なすべてのカラムを強制的に返
します。このため、プライマリ・キーまたはユニークなテーブル制約
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内のカラムのすべてが、確実に返ることになります。必須であっても
クエリに指定されていなかったカラムは、結果セットに追加されま
す。

UNIQUE  カーソル上で実行された DESCRIBE は、インジケータ変数

の中に次の追加のフラグを設定します。

•    DT_KEY_COLUMN カラムはローに対するキーの一部です。

•    DT_HIDDEN_COLUMN カラムがクエリに追加されました。カラ

ムはローをユニークに識別するために必要です。

NO SCROLL   NO SCROLL として宣言されたカーソルは、

FETCH NEXT と FETCH RELATIVE 0 の各シーク操作を使用して、

結果セットの前方移動に制限されます。

カーソルがローを出た後は、そのローに戻ることができないため、
カーソルに sensitivity の制限はありません。したがって、NO SCROLL 
カーソルを要求されると、Adaptive Server Anywhere は も効率的な種

類のカーソルである asensitive カーソルを提供します。

詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「asensitive カー

ソル」を参照してください。

DYNAMIC SCROLL   DYNAMIC SCROLL はデフォルト・カーソル・

タイプです。DYNAMIC SCROLL カーソルでは、FETCH 文のすべて

のフォーマットを使用できます。

DYNAMIC SCROLL カーソルを要求されると、Adaptive Server 
Anywhere は asensitive カーソルを提供します。カーソルを使用する場

合、効率と一貫性の間には常にトレードオフ関係があります。
Asensitive カーソルを使用すると、パフォーマンスは向上しますが一

貫性が低下します。

詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「asensitive カー

ソル」を参照してください。

SCROLL   SCROLL として宣言されたカーソルは、FETCH 文のすべ

てのフォーマットを使用できます。SCROLL カーソルを要求される

と、Adaptive Server Anywhere は value-sensitive カーソルを提供します。
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詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「Value-sensitive 
カーソル」を参照してください。

Adaptive Server Anywhere は、結果セットのメンバシップが保証される

ような方法で value-sensitive カーソルを実行します。DYNAMIC 
SCROLL カーソルの方が効率的です。SCROLL カーソルの一貫した動

作が必要でない場合は、DYNAMIC SCROLL カーソルを使用してくだ

さい。

INSENSITIVE   INSENSITIVE として宣言されたカーソルには、それ

を開いたときに決定されるメンバシップがあります。テンポラリ・
テーブルは、すべてのオリジナル・ローのコピーから作成されます。
INSENSITIVE カーソルからの FETCHING は、他の INSERT、
UPDATE、または DELETE 文の効果を参照しません。または別のカー

ソル上の他の PUT、UPDATE WHERE CURRENT、DELETE WHERE 
CURRENT オペレーションを参照しません。INSENSITIVE カーソル

からの FETCHING は、同じカーソル上の PUT、UPDATE WHERE 
CURRENT、DELETE WHERE CURRENT オペレーションの効果を参

照します。

詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「insensitive カー

ソル」を参照してください。

SENSITIVE   SENSITIVE として宣言されたカーソルは、結果セット

のメンバシップまたは値の変更に依存します。

詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 「sensitive カーソ

ル」を参照してください。

FOR statement-name   PREPARE 文を使用して文に名前を付けます。

作成された SELECT または CALL のためにだけカーソルを宣言でき

ます。

FOR UPDATE | READ ONLY   FOR READ ONLY として宣言された

カーソルは UPDATE ( 位置付け ) 操作や DELETE ( 位置付け ) 操作に

は使用できません。FOR UPDATE はデフォルトです。

FOR UPDATE を指定したカーソル要求への応答では、Adaptive Server 
Anywhere は value-sensitive カーソルまたは asensitive カーソルを提供

します。Insensitive カーソルと asensitive カーソルは更新できません。
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USING variable-name   ストアド・プロシージャの内部でのみ使用し

ます。この変数はカーソルの SELECT 文を含む文字列です。この変数

は DECLARE を処理するときに使用するため、次のいずれかの方法で

指定します。

•    プロシージャへのパラメータ。次に例を示します。

create function get_row_count(in qry long varchar)
 returns int
 begin
   declare crsr cursor using qry;
   declare rowcnt int;
 
   set rowcnt = 0;
   open crsr;
   lp: loop
     fetch crsr;
     if SQLCODE <> 0 then leave lp end if;
     set rowcnt = rowcnt + 1;
   end loop;
   return rowcnt;
 end

•    この変数に値を割り当ててから、別の BEGIN … END 内にネス

トする。次に例を示します。

create procedure get_table_name(
   in id_value int, out tabname char(128)
 )
 begin
   declare qry long varchar;
 
   set qry = 'select table_name from SYS.SYSTABLE ' 
||
             'where table_id=' || string(id_value);
   begin
     declare crsr cursor using qry;
 
     open crsr;
     fetch crsr into tabname;
     close crsr;
   end
 end
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使用法 DECLARE CURSOR 文は、SELECT 文または CALL 文に対して指定さ

れた名前を持つカーソルを宣言します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

◆ 「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ

◆ 「EXPLAIN 文 [ESQL]」 574 ページ

◆ 「SELECT 文」 718 ページ

◆ 「CALL 文」 382 ページ

◆ 「FOR 文」 582 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、Embedded SQL 内のスクロール・カーソルを宣言する方法

を示します。

EXEC SQL DECLARE cur_employee SCROLL CURSOR
 FOR SELECT * FROM employee;

次の例は、Embedded SQL 内の準備文のためのカーソルを宣言する方

法を示します。

EXEC SQL PREPARE employee_statement
 FROM 'SELECT emp_lname FROM employee';
 EXEC SQL DECLARE cur_employee CURSOR
 FOR employee_statement;

次の例は、ストアド・プロシージャのカーソルの使用方法を示しま
す。

BEGIN
   DECLARE cur_employee CURSOR FOR
       SELECT emp_lname
       FROM employee;
   DECLARE name CHAR(40);
   OPEN cur_employee;
   lp: LOOP
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     FETCH NEXT cur_employee INTO name;
     IF SQLCODE <> 0 THEN LEAVE lp END IF;
     ...
   END LOOP;
   CLOSE cur_employee;
 END
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DECLARE CURSOR 文 [T-SQL]

説明 この文は、Adaptive Server Enterprise 互換の方法でカーソルを宣言する

ために使用します。

構文 DECLARE cursor-name
  CURSOR FOR select-statement
  [ FOR { READ ONLY | UPDATE } ]

cursor-name :     identifier

select-statement   : string

使用法 Adaptive Server Anywhere は、Adaptive Server Enterprise ではサポート

されていない DECLARE CURSOR 構文をサポートします。完全な 
DECLARE CURSOR 構文については、「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] 
[SP]」 521 ページ を参照してください。

この項では、DECLARE CURSOR  に対する Adaptive Server Anywhere 
と Enterprise の特徴について、重複している箇所を説明します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。FOR UPDATE と FOR READ ONLY オ
プションは、Transact-SQL 拡張。

•    SQL/92   コア機能。FOR UPDATE と FOR READ ONLY オプショ

ンは、Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise の DECLARE CURSOR 文には、

Adaptive Server Anywhere ではサポートされていない機能がいく

つかあります。

•    Adaptive Server Enterprise は、select-statement で指定され

たテーブルからカラムのリストを更新するために開いた
カーソルをサポートします。これは、Adaptive Server 
Anywhere ではサポートされていません。
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•    Watcom-SQL ダイアレクトでは、プロシージャ、トリガ、

バッチ内の DECLARE CURSOR 文は BEGIN キーワードの

直後に置きます。Transact-SQL 構文では、このような制約

はありません。

•    Adaptive Server Enterprise では、カーソルがプロシージャ、

トリガ、バッチ内で宣言される場合、そのプロシージャ、
トリガ、バッチの間存在します。Adaptive Server Anywhere 
では、カーソルが複合文内で宣言される場合、(Watcom-
SQL または Transact-SQL 複合文での宣言に関わらず ) その

複合文の間だけ存在します。

•    CURSOR type (UNIQUE、NO SCROLL など ) と CURSOR 
FOR statement-name は Adaptive Server Anywhere ではサ

ポートされていません。
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DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 文

説明 この文は、ローカル・テンポラリ・テーブルを宣言するために使用し
ます。

構文 DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE table-name
 ( { column-definition [ column-constraint … ] | table-constraint | pctfree }, … 
)
 [ ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS
    | NOT TRANSACTIONAL ]

pctfree : PCTFREE percent-free-space

percent-free-space : integer

パラメータ ON COMMIT   デフォルトでは、テンポラリ・テーブルのローは 
COMMIT のときに削除されます。ON COMMIT 句を使用すると、

COMMIT のときにローを保護できます。

NOT TRANSACTIONAL   この句を使用して作成されたテーブルは、

COMMIT と ROLLBACK のいずれの影響も受けません。テンポラリ・

テーブルを使用するプロシージャが COMMIT や ROLLBACK の介入

を受けずに繰り返し呼び出される場合、この句が有用です。

状況によっては、NOT TRANSACTIONAL 句を使用するとパフォーマ

ンスが向上します。これは、トランザクション単位でないテンポラ
リ・テーブルでの操作では、ロールバック・ログにエントリが作成さ
れないためです。たとえば、テンポラリ・テーブルを使用するプロ
シージャが COMMIT や ROLLBACK の介入を受けずに繰り返し呼び

出される場合、NOT TRANSACTIONAL が有用です。

PCTFREE   各テーブル・ページに確保する空き領域の割合を指定し

ます。空き領域は、データが更新されたときにローのサイズが増えた
場合に使用されます。テーブル・ページに空き領域がない場合は、
ページのローのサイズが増えるたびに、ローを複数のテーブル・ペー
ジに分割することが必要になり、ローの断片化が発生します。また、
パフォーマンス低下の可能性があります。
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percent-free-space の値は、0 ～ 100 までの整数です。0 を指定する

と、各ページに空き領域を残さず、各ページを完全にパックします。
高い値に設定すると、各ローは単独でページに挿入されます。
PCTFREE を設定しない場合、各ページに 200 バイトが確保されます。

使用法 DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 文はテンポラリ・テーブルを

宣言します。column-definition、column-constraint、table-constraint 
の定義については、「CREATE TABLE 文」 484 ページを参照してくだ

さい。

複合文内で宣言されたローカル・テンポラリ・テーブルは、複合文内
に存在します (『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「複合文の使用」

を参照してください )。それ以外の場合、宣言されたローカル・テン

ポラリ・テーブルは接続の終わりまで存在します。

宣言されたテンポラリ・テーブルのローは、テーブルが明示的に削除
されたときとスコープ外になったときに削除されます。TRUNCATE 
または DELETE を使用して、明示的にローを削除することもできま

す。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「複合文の使用」

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 規格に従います。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は、DECLARE TEMPORARY 
TABLE をサポートしません。

例 次の例は、Embedded SQL 内のテンポラリ・テーブルの宣言方法を示

します。

EXEC SQL DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE MyTable (
   number INT
    );
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次の例は、ストアド・プロシージャ内のテンポラリ・テーブルの宣言
方法を示します。

BEGIN
   DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE TempTab (
     number INT
   );
   ...
 END
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DELETE 文

説明 この文は、データベースからローを削除するために使用します。

構文 DELETE [ FIRST | TOP n ]
 [ FROM ] [ owner.]table-name
 [ FROM table-list ]
 [ WHERE search-condition ]

使用法 DELETE 文は、指定したテーブルから、探索条件を満たすすべての

ローを削除します。WHERE 句を指定しない場合、指定したテーブル

からすべてのローを削除します。

ビューを定義する SELECT 文が FROM 句の中でテーブルを 1 つだけ

持ち、GROUP BY 句と集合関数を含まないか、または UNION 演算を

伴わない場合は、DELETE 文をビュー上で使用できます。

DELETE 文の中のオプションの第 2 FROM 句を使って、ジョインに基

づいてローを削除することができます。第 2 FROM 句がある場合、

WHERE 句はこの第 2 FROM 句のローの条件を与えます。 初の 
FROM 句の中で与えられたテーブル名からローを削除します。

第 2 FROM 句では、KEY ジョインや NATURAL ジョインなどの任意

の複雑なテーブル式を使うことができます。FROM 句とジョインの詳

細については、「FROM 句」 586 ページを参照してください。

次の文は、相関名を使用する 2 つの FROM 句を持つ DELETE 文の中

のテーブル名に見られる潜在的なあいまいさを示しています。

DELETE
 FROM table_1
 FROM table_1 AS alias_1, table_2 AS alias_2
 WHERE ...

テーブル table_1 は、第 1 FROM 句の中では相関名を使用しないで識

別されますが、第 2 FROM 句の中では相関名を使用して識別されま

す。この場合、第 1 FROM 句の中の table_1 は、第 2 FROM 句では 
alias_1 で識別されます。この文の中に table_1 のインスタンスは 1 つ
しかありません。
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これは、同じ文の中で相関名を使用する方法と使用しない方法の両方
を使ってテーブルを識別する場合には、テーブルのインスタンスは 2 
つとする、一般規則の例外です。

次の例を考えます。

DELETE
 FROM table_1
 FROM table_1 AS alias_1, table_1 AS alias_2
 WHERE ...

ここでは、第 2 FROM 句に table_1 のインスタンスが 2 つあります。

この文は構文エラーで失敗します。第 2 FROM 句の table_1 のインス

タンスのうち、どれが第 1 FROM 句の table_1 の 初のインスタンス

と一致するのかが明確ではないためです。

DELETE 文を使用してデータを大量に削除する場合も、カラム統計は

更新されます。

パーミッション テーブルに対する DELETE パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「TRUNCATE TABLE 文」 775 ページ

◆ 「INSERT 文」 631 ページ

◆ 「INPUT 文 [Interactive SQL]」 625 ページ

◆ 「FROM 句」 586 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル準拠。FROM 句での複数のテーブルの使用

は、ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア機能。FROM 句での複数のテーブルの使用は、ベ

ンダ拡張。

•    Sybase   ベンダ拡張を含めて、Adaptive Server Enterprise でサポー

トされています。

例 データベースから従業員 105 を削除します。

DELETE
 FROM employee
 WHERE emp_id = 105
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fin_data テーブルから、2000 より前のデータすべてを削除します。

DELETE
FROM fin_data
WHERE year < 2000

sales_order_items テーブルから、出荷日が 2001-01-01 より前で地域

が Central である注文をすべて削除します。

DELETE
FROM sales_order_items
FROM sales_order
WHERE sales_order_items.id = sales_order.id
  and ship_date < '2001-01-01' and region ='Central'
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DELETE ( 位置付け ) 文 [ESQL] [SP]

説明 この文は、カーソルの現在の位置でデータを削除するために使用しま
す。

構文 DELETE [ FROM table-spec ] WHERE CURRENT OF cursor-name

cursor-name :  identifier | hostvar

table-spec :   [ owner.]correlation-name

owner  : identifier

使用法 DELETE 文のこのフォームは、指定されたカーソルの現在のローを削

除します。現在のローは、カーソルからフェッチされた 後のローと
定義されます。

ローを削除するテーブルは次のように決定します。

•    FROM 句が含まれない場合、カーソルは単一テーブルだけにあ

ります。

•    カーソルがジョインされたクエリ用の場合 ( ジョインがある

ビューの使用を含めて )、FROM 句が使われます。指定したテー

ブルの現在のローだけが削除されます。ジョインに含まれた他
のテーブルは影響を受けません。

•    FROM 句が含まれ、テーブル所有者が指定されない場合、table-
spec がどの相関名に対しても 初に一致します。

•    相関名がある場合、table-spec は相関名で識別されます。

•    相関名がない場合、table-spec はカーソルのテーブル名と

して明確に識別可能にします。

•    FROM 句が含まれ、テーブル所有者が指定されている場合、

table-spec はカーソルのテーブル名として明確に指定できるよ

うにします。

•    ビューが更新可能であれば、位置付けられた DELETE 文は

ビューにカーソルを開くために使用できます。
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パーミッション カーソル内で使用されるテーブルに対する DELETE パーミッション

が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

◆ 「UPDATE ( 位置付け ) 文 [ESQL] [SP]」 790 ページ

◆ 「INSERT 文」 631 ページ

◆ 「PUT 文 [ESQL]」 680 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプ

ションが OFF に設定されている場合、更新可能なカーソルの範

囲にはベンダ拡張が含まれます。

•    SQL/99   コア機能。ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプション

が OFF に設定されている場合、更新可能なカーソルの範囲には

ベンダ拡張が含まれます。

•    Sybase   Embedded SQL の使用は、Open Client/Open Server でサ

ポートされています。プロシージャとトリガの使用は、Adaptive 
Server Anywhere でのみサポートされます。

例 次の文は、データベースから現在のローを削除します。

DELETE
 WHERE CURRENT OF cur_employee
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DESCRIBE 文 [ESQL]

説明 この文は、データベースから取り出したデータを格納するために必要
なホスト変数、またはデータベースにデータを渡すために必要なホス
ト変数に関する情報を取得するために使用します。

構文 DESCRIBE
 [ USER TYPES ]
 [ ALL | BIND VARIABLES FOR | INPUT | OUTPUT
 | SELECT LIST FOR ]
 [ LONG NAMES [long-name-spec ] | WITH VARIABLE RESULT ]
 [ FOR ] { statement-name | CURSOR cursor-name }
 INTO sqlda-name

long-name-spec :
 OWNER.TABLE.COLUMN | TABLE.COLUMN | COLUMN

statement-name :   identifier | hostvar

cursor-name :   declared cursor

sqlda-name : identifier

パラメータ USER TYPES   USER TYPES 句を持つ DESCRIBE 文は、カラムのド

メインに関する情報を返します。通常、このような DESCRIBE は、

以前の DESCRIBE が DT_HAS_USERTYPE_INFO のインジケータを返

したときに行われます。

返された情報は、sqlname フィールドがカラム名の代わりにドメイン

の名前を保持すること以外は、USER TYPES キーワードのない 
DESCRIBE と同じです。

DESCRIBE が LONG NAMES 句を使用する場合は、sqldata フィール

ドがこの情報を保持します。

ALL   DESCRIBE ALL を使用すると、データベース・サーバへの 1 回
の要求で INPUT と OUTPUT を記述できます。これにはパフォーマン

ス上の利点があります。INPUT 情報が 初に SQLDA に格納され、次

に OUTPUT 情報が格納されます。sqld フィールドには、INPUT と 
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OUTPUT 変数の総数が入ります。インジケータ変数内の 
DT_DESCRIBE_INPUT ビットは INPUT 変数に対して設定され、

OUTPUT 変数に対してクリアします。

INPUT   バインド変数は、データベースが文を実行するときにアプリ

ケーションによって提供される値です。バインド変数は、文に対する
パラメータと考えることができます。DESCRIBE INPUT は、バイン

ド変数名を使って SQLDA に名前フィールドを格納します。

DESCRIBE INPUT は、SQLDA の sqld フィールドにバインド変数の数

も格納します。

DESCRIBE は、SQLDA の中のインジケータ変数を使って情報を追加

します。DT_PROCEDURE_IN と DT_PROCEDURE_OUT は、CALL 
文を記述するときに、インジケータ変数の中に設定されるビットで
す。DT_PROCEDURE_IN は IN または INOUT パラメータを示し、

DT_PROCEDURE_OUT は INOUT または OUT パラメータを示します。

プロシージャ RESULT カラムは、両方のビットをクリアします。

DESCRIBE OUTPUT の後、これらのビットは結果セットを持ってい

る文 (OPEN、FETCH、RESUME、CLOSE を使用する必要がある ) と
持っていない文 (EXECUTE を使用する必要がある ) を区別するのに使

用できます。DESCRIBE INPUT は、バインド変数が CALL 文に対す

る引数であるときに、適切に DT_PROCEDURE_IN と 
DT_PROCEDURE_OUT を設定するだけです。CALL 文の引数である

式の中のバインド変数は、ビットを設定しません。

OUTPUT   DESCRIBE OUTPUT 文は、SQLDA のそれぞれの select リ
スト項目のデータ型と長さを埋めます。名前フィールドにも、select 
リスト項目の名前が入ります。select リスト項目に対してエイリアス

を指定する場合、名前はそのエイリアスになります。エイリアスを指
定しない場合、名前を select リスト項目から取り出します。項目が単

純なカラム名である場合は、その名前が使用されます。そうでない場
合は、式の部分文字列が使用されます。また、DESCRIBE は、select 
リスト項目の数を SQLDA の sqld フィールドに格納します。

記述されている文が 2 つ以上の SELECT 文の UNION である場合、

DESCRIBE OUTPUT に対して返されるカラム名は、 初の SELECT 
文に対して返されるカラム名と同じです。
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CALL 文を記述すると、DESCRIBE OUTPUT 文は、プロシージャ中の

各 INOUT または OUT パラメータに対して、SQLDA の中にデータ型、

長さ、名前を格納します。DESCRIBE OUTPUT 文は、SQLDA の sqld 
フィールドの中に INOUT または OUT パラメータの数も格納します。

結果セットを返す CALL 文を記述すると、DESCRIBE OUTPUT 文は、

プロシージャ定義の各 RESULT カラムに対して、SQLDA の中にデー

タ型、長さ、名前を格納します。DESCRIBE OUTPUT 文は、SQLDA 
の sqld フィールドの中に結果カラムの数も格納します。

LONG NAMES   LONG NAMES 句は、文またはカーソルに対応する

カラム名を取得するために用意されています。この句を使用しない
と、取得するカラム名の長さは 29 文字に制限されますが、この句を

使用すると、任意の長さのカラム名がサポートされます。

LONG NAMES を使用した場合、カーソルからフェッチを行う場合と

同様に、長い名前は SQLDA の SQLDATA フィールドに格納されま

す。これ以外のフィールド (SQLLEN、SQLTYPE など ) にはどれも入

力されません。SQLDA は FETCH SQLDA のようにセットアップして

ください。つまり、各カラムには、文字型のデータのエントリを 1 つ
含めます。インジケータ変数がある場合、通常の方法でトランケー
ションが示されます。

長い名前のデフォルトの仕様は、TABLE.COLUMN です。

WITH VARIABLE RESULT   この句は、複数の結果セットと異なる

数または型のカラムを持つプロシージャの記述に使用します。

WITH VARIABLE RESULT を使用する場合、DESCRIBE 文後にデータ

ベース・サーバは SQLCOUNT 値を次のいずれかに設定します。

•    0   結果セットは変更される場合があります。各 OPEN 文の後で

プロシージャ・コールを記述し直してください。

•    1   結果セットは固定です。再度記述する必要はありません。

SQLDA 構造体の使用の詳細については、『ASA プログラミング・ガ

イド』 > 「SQLDA (SQL descriptor area)」 を参照してください。
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使用法 DESCRIBE 文は指定した SQLDA を設定し、指定した文に対して 
OUTPUT (SELECT LIST と同等 ) または INPUT (BIND VARIABLES) を
記述します。

INPUT の場合、DESCRIBE BIND VARIABLES は SQLDA の中にデー

タ型を設定しません。アプリケーションが、データ型を設定する必要
があります。ALL キーワードを使うと、1 つの SQLDA の中に INPUT 
と OUTPUT を記述できます。

文名を指定する場合は、同じ文名で PREPARE 文を使用して、文を事

前に作成します。また、事前に SQLDA を割り当てます (
「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ を参照してくださ

い )。

カーソル名を指定する場合、カーソルを事前に宣言し、開いておきま
す。デフォルトの動作は、OUTPUT です。SELECT 文と CALL 文だけ

が OUTPUT を持っています。他の文または動的カーソルではない

カーソルの DESCRIBE OUTPUT は、SQLDA の sqld フィールドを 0 
に設定して出力なしを示します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ

◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ

◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   SQL/92 規格の一部。いくつかの句はベンダ拡張です。

•    SQL/99   コア機能。いくつかの句はベンダ拡張です。

•    Sybase   いくつかの句は Open Client/Open Server でサポートされ

ています。

例 次の例は、DESCRIBE 構造体の使用方法を示します。
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sqlda = alloc_sqlda( 3 );
 EXEC SQL DESCRIBE OUTPUT
   FOR employee_statement
   INTO sqlda;
 if( sqlda->sqld  >  sqlda->sqln ) {
   actual_size = sqlda->sqld;
   free_sqlda( sqlda );
   sqlda = alloc_sqlda( actual_size );
   EXEC SQL DESCRIBE OUTPUT
     FOR employee_statement
     INTO sqlda;
 }
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DISCONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]

説明 この文は、データベースとの現在の接続を切断するために使用しま
す。

構文 DISCONNECT [ connection-name | CURRENT | ALL ]

connection-name : identifier、string、または hostvar

使用法 DISCONNECT 文はデータベース・サーバとの接続を切断し、データ

ベース・サーバが使用するすべてのリソースを解放します。切断しよ
うとする接続が CONNECT 文上で指定されている場合、その名前を

使って接続を指定できます。ALL を指定すると、すべてのデータ

ベース環境へのアプリケーションの接続すべてが切断されます。
CURRENT はデフォルトであり、現在の接続を切断します。

接続が切断されると、暗黙に ROLLBACK が実行されます。

現在の接続以外の接続を削除する方法については、「DROP 
CONNECTION 文」 548 ページを参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 397 ページ

◆ 「SET CONNECTION 文 [Interactive SQL] [ESQL]」 734 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   中級レベル機能。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の文は、Embedded SQL 内の DISCONNECT の使用法を示します。

EXEC SQL DISCONNECT :conn_name

次の文は、DISCONNECT を使用して、Interactive SQL との接続をす

べて切断する方法を示します。
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DISCONNECT ALL
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DROP 文

説明 この文は、データベースからオブジェクトを削除するために使用しま
す。

構文 DROP
   { DATATYPE | DOMAIN } datatype-name
 | DBSPACE dbspace-name
 | EVENT event-name
 | FUNCTION [ owner.]function-name
 | INDEX [ [owner.]table-name.]index-name
 | MESSAGE msgnum
 | PROCEDURE [ owner.]procedure-name
 | TABLE [ owner.]table-name
 | TRIGGER [ [ owner.]table-name.]trigger-name
 | VIEW [ owner.]view-name

使用法 DROP 文は、上記のデータベース構造体の定義を削除します。構造体

が DB 領域である場合、DB 領域内のすべてのテーブルを削除してか

ら、DB 領域を削除します。構造体がテーブルである場合、テーブル

の中のデータは削除プロセスの一部として自動的に削除されます。同
様に、テーブルに対するすべてのインデックスとキーも、DROP 
TABLE 文によって削除されます。

DROP TABLE、DROP INDEX、DROP DBSPACE は、その時点で別の

接続が使用しているテーブルに影響を与える場合、処理されません。

DROP PROCEDURE と DROP FUNCTION は、別の接続がプロシー

ジャまたは関数を使用している場合、処理されません。

DROP DATATYPE は、データ型がテーブル内で使用されている場合、

処理されません。データ型を削除するには、ドメインを持つカラムの
データ型を変更します。DROP DATATYPE よりも DROP DOMAIN を
使用することをおすすめします。これは、DROP DOMAIN が ANSI/
ISO SQL3 の草案で使用されている構文であるためです。

パーミッション オブジェクトを所有するユーザ、または DBA 権限を持つユーザはす

べて、DROP 文を実行できます。

DROP DBSPACE の場合は、データベースへの唯一の接続でなければ

なりません。
544



     第 4 章   SQL 文
テーブルに対する ALTER パーミッションを持つユーザは、DROP 
TRIGGER を実行できます。

テーブルに対する REFERENCES パーミッションを持つユーザは、

DROP INDEX を実行できます。

グローバル・テンポラリ・テーブルは、このテンポラリ・テーブルを
参照したすべてのユーザが切断されるまで削除できません。

関連する動作 オートコミット。Interactive SQL の [ 結果 ] ウィンドウ枠の [ 結果 ] タ
ブをクリアします。DROP TABLE と DROP INDEX は、現在の接続し

ているすべてのカーソルを閉じます。

ローカル・テンポラリ・テーブル上では DROP INDEX を使用してイ

ンデックスを削除できません。この文を使用してインデックスを削除
しようとすると、" インデックスが見つかりません。" エラーになり

ます。

ローカル・テンポラリ・テーブルは例外で、削除されてもコミットは
実行されません。

ビューを削除すると、すべてのプロシージャとトリガがメモリからア
ンロードされます。これにより、削除されたビューを参照するプロ
シージャやトリガは、そのビューが存在しないことを反映します。
ビューを頻繁に削除、作成すると、プロシージャやトリガのアンロー
ドとロードによってパフォーマンスが低下することがあります。

参照 ◆ 「CREATE DATABASE 文」 403 ページ

◆ 「CREATE DOMAIN 文」 414 ページ

◆ 「CREATE INDEX 文」 439 ページ

◆ 「CREATE FUNCTION 文」 432 ページ

◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

◆ 「CREATE TRIGGER 文」 500 ページ

◆ 「CREATE VIEW 文」 513 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise にあるオブジェクトに関して

は、Adaptive Server Enterprise でサポートされています。
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例 •    データベースから department テーブルを削除します。

DROP TABLE department

データベースから emp_dept ビューを削除します。

DROP VIEW emp_dept
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DROP DATABASE 文

説明 この文は、データベースに関連するすべてのデータベース・ファイル
を削除するために使用します。

構文 DROP DATABASE database-name [ KEY key ]

使用法 DROP DATABASE 文は、関連するすべてのデータベース・ファイル

をディスクから物理的に削除します。データベース・ファイルが存在
しない場合、または起動に適した状態にない場合は、エラーが生成さ
れます。

DROP DATABASE は、ストアド・プロシージャには使用できません。

パーミッション 必要なパーミッションは、データベース・サーバの -gu オプションを

使用して設定します。デフォルトの設定では、DBA 権限が必要です。

使用中のデータベースは削除できません。

高度に暗号化されたデータベースを削除する場合は、キーを指定して
ください。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 ディスクからデータベース・ファイルを削除するだけでなく、関連の
トランザクション・ログ・ファイルやトランザクション・ログ・ミ
ラー・ファイルも削除されます。

参照 ◆ 「CREATE DATABASE 文」 403 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DatabaseKey 接続パラ

メータ [DBKEY]」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 C:¥temp ディレクトリのデータベース temp.db を削除します。

DROP DATABASE 'c:¥temp¥temp.db'
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DROP CONNECTION 文

説明 この文は、ユーザが実行しているデータベースへの接続を削除しま
す。

構文 DROP CONNECTION connection-id

使用法 DROP CONNECTION 文は、データベースへの接続を削除してデータ

ベースからユーザを切断します。

connection_property 関数を使用して connection-id を取得し、接続番

号を要求します。次の文は、現在の接続の接続 ID を返します。

SELECT connection_property( 'number' )

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 397 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、ID 番号 4 の接続を削除します。

DROP CONNECTION 4
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DROP EXTERNLOGIN 文

説明 この文は、Adaptive Server Anywhere カタログから外部ログインを削除

するために使用します。

構文 DROP EXTERNLOGIN login-name TO remote-server

パラメータ DROP 句   ローカル・ユーザ・ログイン名を指定します。

TO 句   リモート・サーバ名を指定します。このサーバのローカル・

ユーザの代替ログイン名とパスワードが、削除される外部ログインで
す。

使用法 DROP EXTERNLOGIN は、Adaptive Server Anywhere カタログから外

部ログインを削除します。

パーミッション login-name の所有者であるか、DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE EXTERNLOGIN 文」 430 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 DROP EXTERNLOGIN DBA TO sybase1
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DROP PUBLICATION 文

説明 この文を使用して、パブリケーションを削除します。Mobile Link で
は、パブリケーションが Adaptive Server Anywhere リモート・データ

ベース内の同期データを識別します。SQL Remote では、統合データ

ベース内とリモート・データベース内の両方のレプリケートされた
データがパブリケーションによって識別されます。

構文 DROP PUBLICATION [ owner.]publication-name

owner, publication-name : identifier

使用法 この文は、Mobile Link と SQL Remote にのみ適用されます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット。パブリケーションに対するサブスクリプションがす
べて削除されます。

参照 ◆ 「ALTER PUBLICATION 文」 338 ページ

◆ 「CREATE PUBLICATION 文」 459 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_drop_publication プ
ロシージャ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 次の文は、pub_contact パブリケーションを削除します。

DROP PUBLICATION pub_contact
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DROP REMOTE MESSAGE TYPE 文 [SQL Remote]

説明 この文は、データベースからのメッセージ・タイプ定義の削除に使用
します。

構文 DROP REMOTE MESSAGE TYPE message-system

message-system: FILE | FTP | MAPI | SMTP | VIM

使用法 この文は、データベースからメッセージ・タイプを削除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。指定されたメッセージ・タイプに REMOTE ま
たは CONSOLIDATE パーミッションを持つユーザがいると、そのタ

イプは削除できません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE REMOTE MESSAGE TYPE 文 [SQL Remote]」 463
ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_drop_remote_type プ
ロシージャ」

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「メッセージ・タイプの

使用」.

例 次の文は、データベースから FILE メッセージ・タイプを削除します。

DROP REMOTE MESSAGE TYPE file
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DROP SERVER 文

説明 この文は、Adaptive Server Anywhere カタログからリモート・サーバを

削除するために使用します。

構文 DROP SERVER server-name

使用法 DROP SERVER は、Adaptive Server Anywhere カタログからリモート・

サーバを削除します。この文を成功させるには、リモート・サーバに
定義されたプロキシ・テーブルをすべて削除しておきます。

パーミッション DBA アカウントだけがリモート・サーバを削除できます。

Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 DROP SERVER ase_prod
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DROP SERVICE 文

説明 この文を使用すると、データベース・サーバは Web サーバとして動

作します。

構文 DROP SERVICE service-name

使用法 この文は、Web サービスを削除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALTER SERVICE 文」 345 ページ , 「CREATE SERVICE 文」 
470 ページ

例 tables という名前の Web サービスを削除するには、次の文を実行しま

す。

CREATE SERVICE tables
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DROP STATEMENT 文 [ESQL]

説明 この文は、文のリソースを解放するために使用します。

構文 DROP STATEMENT [ owner.]statement-name

statement-name : identifier | hostvar

使用法 DROP STATEMENT 文は、指定した文によって使われているリソース

を解放します。これらのリソースは、PREPARE 文を実行して割り付

けられます。通常、データベース接続が解放されるまで、リソースは
解放されません。

パーミッション 文を準備しておいてください。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server ではサポートされていません。

例 次は、DROP STATEMENT の使用例です。

EXEC SQL DROP STATEMENT S1;
EXEC SQL DROP STATEMENT :stmt;
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DROP STATISTICS 文

説明 この文は、指定したカラムに関するオプティマイザの統計をすべて削
除するために使用します。

構文 DROP STATISTICS [ ON ] [owner.]table-name [ ( column-list ) ]

使用法 Adaptive Server Anywhere オプティマイザは、統計情報を基にして、各

文の実行に 適な方式を判別します。Adaptive Server Anywhere は、そ

れらの統計を自動的に収集、更新します。これらの統計は、データ
ベースのシステム・テーブル SYSCOLSTAT に永久的に格納されます。

ある文の処理中に収集された統計は、以降の文の効率的な実行方法を
見いだすときに使用できます。

場合によっては、統計情報が不正確になったり、関連統計情報が使用
不能になったりすることがあります。このような状況がもっとも発生
しやすいのは、大量のデータが追加、更新、または削除されて以来実
行されたクエリが少ない場合です。

DROP STATISTICS 文は、システム・テーブル SYSCOLSTAT から、指

定されたカラムに関する内部統計データをすべて削除します。これは
強力な処理で、オプティマイザは必要な統計情報にアクセスできなく
なります。統計情報にアクセスできない場合、オプティマイザはきわ
めて非効率的なデータ・アクセス・プランを生成し、データベース・
パフォーマンスの低下を招くことがあります。

この文は、問題を追究するときや、元のデータとは大幅に異なるデー
タをデータベースに再ロードする場合のみ使用してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE STATISTICS 文」 475 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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DROP SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]

説明 この文は、パブリケーションからユーザのサブスクリプションを削除
するために使用します。

構文 DROP SUBSCRIPTION TO publication-name [ ( subscription-value ) ]
  FOR subscriber-id, …

subscription-value: string

subscriber-id: string

パラメータ publication-name   このパブリケーション名でユーザのサブスクリプ

ションが作成されます。パブリケーションの所有者を含めることもで
きます。

subscription-value   パブリケーションのサブスクリプション式と比較

される文字列。ユーザは単一のパブリケーションに対して複数のサブ
スクリプションを持つことがあるので、この値は必須です。

subscriber-id   パブリケーションに対するサブスクライバのユーザ 
ID。

使用法 現在のデータベースのパブリケーションに対するユーザ ID の SQL 
Remote サブスクリプションを削除します。今後パブリケーションの

データが変更されても、ユーザ ID は更新を受け付けません。

SQL Remote では、パブリケーションとサブスクリプションは双方向

の関係です。統合データベース上のパブリケーションに対するリモー
ト・ユーザのサブスクリプションを削除する場合、リモート・データ
ベースでも統合データベースのサブスクリプションを削除してくださ
い。これは、リモート・データベースに対する更新が統合データベー
スに送信されるのを防ぐためです。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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•    Sybase   Adaptive Server Anywhere バージョン 7.0。

参照 ◆ 「CREATE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 476 ページ

例 次の文は、パブリケーション pub_contact に対するユーザ ID SamS の
サブスクリプションを削除します。

DROP SUBSCRIPTION TO pub_contact
FOR SamS
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DROP SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION 文 
[Mobile Link]

説明 この文を使用して、Mobile Link リモート・データベースまたは 
Mobile Link リファレンス・データベース内の同期サブスクリプショ

ンを削除します。また、指定されたパブリケーションの、デフォル
ト・サブスクリプション値が入っているデフォルト・サブスクリプ
ションの削除にも使用できます。

構文 DROP SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
 TO publication-name
 [ FOR ml_username, … ]

パラメータ TO 句   パブリケーション名を指定します。

FOR 句   1 人以上の Mobile Link ユーザを指定します。

この句を省略すると、パブリケーションに対するデフォルトのサブス
クリプションが削除されます。パブリケーションに対するサブスクリ
プションを作成していた Mobile Link ユーザは、デフォルト・パブリ

ケーションの値をデフォルトとして継承します。

使用法 Mobile Link のリモートまたはリファレンス・データベース内の同期

サブスクリプションを削除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。パブリケーションで参照されるすべてのテー

ブルへの排他アクセスが必要です。

関連する動作 オートコミット

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 sales パブリケーションに対する、Mobile Link ユーザ ml_user1 のサブ

スクリプションを削除します。

DROP SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
    TO sales_publication
    FOR "ml_user1"
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(FOR 句を省略して ) sales パブリケーションについて、デフォルトの

サブスクリプション値を含むデフォルトのサブスクリプションを削除
します。

DROP SYNCHRONIZATION SUBSCRIPTION
    TO sales_publication
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DROP SYNCHRONIZATION USER 文 [Mobile 
Link]

説明 この文を使用して、Mobile Link リモート・データベースから同期

ユーザを削除します。

構文 DROP SYNCHRONIZATION USER ml_username, …

ml_username: identifier

使用法 Mobile Link リモート・データベースから、1 人以上の同期ユーザを削

除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。パブリケーションで参照されるすべてのテー

ブルへの排他アクセスが必要です。

関連する動作 ユーザに関連するすべてのサブスクリプションも削除されます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 データベースから Mobile Link ユーザ ml_user1 を削除します。

DROP SYNCHRONIZATION USER ml_user1
560



     第 4 章   SQL 文
DROP VARIABLE 文

説明 この文は、SQL 変数を削除するために使用します。

構文 DROP VARIABLE identifier

使用法 DROP VARIABLE 文は、CREATE VARIABLE 文を使って以前に作成

した SQL 変数を削除します。データベース接続を解放すると、変数

は自動的に削除されます。変数は大規模なオブジェクトのためによく
使われます。したがって、使用後にこれらを削除したり、NULL に設

定したりすると、相当量のリソース ( 主にディスク領域 ) が解放され

ることがあります。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE VARIABLE 文」 511 ページ

◆ 「SET 文」 727 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。
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EXCEPT 演算

説明 2 つ以上のクエリの結果セット間の差を計算します。

構文 select-statement
   EXCEPT [ ALL | DISTINCT ] select-statement
 [ EXCEPT [ ALL | DISTINCT ] select-statement ] …
 [ ORDER BY  [ integer | select-list-expression-name ] [ ASC | DESC ], … ]

使用法 複数の SELECT 文の結果セット間の差は、EXCEPT または EXCEPT 
ALL を使用して 1 つの結果として取得できます。EXCEPT DISTINCT 
は EXCEPT と同じです。

コンポーネントの SELECT 文には、それぞれ select リストの中に共通

の項目を指定します。各文には ORDER BY 句を含めることはできま

せん。

EXCEPT ALL の結果セットにあるローの数は、別々のクエリの結果

セットにあるローの数間の差に一致します。

EXCEPT の結果は EXCEPT ALL と同じです。ただし、EXCEPT を使

用する場合の異なる点は、結果セット間の差が計算される前に重複す
るローが削除されることです。

2 つの select リスト中の対応する項目が異なるデータ型の場合、

Adaptive Server Anywhere は結果の中から対応するカラムのデータ型を

選択し、各コンポーネント SELECT 文のカラムを自動的にそれぞれ変

換します。UNION の 初のクエリ指定は、ORDER BY 句と一致する

名前を判断するために使用します。

表示されるカラム名は、 初の SELECT 文に対して表示されるカラム

名と同じです。結果セットのカラム名をカスタマイズするには、
SELECT 文で WITH 句を使用するという方法もあります。

パーミッション コンポーネントの SELECT 文のそれぞれに対して、SELECT パーミッ

ションが必要です。

関連する動作 なし

参照 「INTERSECT 演算」 638 ページ
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「UNION 演算」 777 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   EXCEPT DISTINCT はコア機能です。EXCEPT ALL は 
F304 です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 EXCEPT の使用例については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「集合演算子と NULL」 を参照してください。
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EXECUTE 文 [ESQL]

説明 この文は、準備された SQL 文を実行するために使用します。

構文 1 EXECUTE statement
 [ USING { hostvar-list | DESCRIPTOR sqlda-name } ]
 [ INTO { into-hostvar-list | DESCRIPTOR into-sqlda-name } ]
 [ ARRAY :integer ]

statement :  { identifier | hostvar | string }

sqlda-name : identifier

into-sqlda-name :  identifier

構文 2 EXECUTE IMMEDIATE statement

statement : { string | hostvar }

パラメータ USING 句   SELECT 文または CALL 文から返される結果は、変数リ

ストの変数の中、または指定した SQLDA が記述するプログラム・

データ領域の中のいずれかに入ります。OUTPUT (select リストまたは

パラメータ ) 対ホスト変数リスト、または OUTPUT 対 SQLDA 記述子

配列は、どちらも対応が 1 対 1 です。

INTO 句    EXECUTE INTO を INSERT 文と一緒に使用する場合、挿入

されたローは 2 番目の記述子に返されます。たとえば、オートインク

リメント・プライマリ・キーを使用するとき、またはプライマリ・
キーの値を生成する BEFORE INSERT トリガを使用するとき、

EXECUTE 文により、即座にローを再フェッチし、そのローに割り当

てられているプライマリ・キーの値を決定するためのメカニズムが提
供されます。オートインクリメント・キーと一緒に @@identity を使

用する場合にも同じ結果が得られます。

ARRAY 句    オプションの ARRAY 句を提供された INSERT 文と一緒

に使用して、ワイド挿入ができます。ワイド挿入は複数のローを同時
に挿入し、パフォーマンスを改善します。整数値は、挿入するローの
数です。SQLDA には各エントリの変数 ( ロー数 * カラム数 ) を入れま

す。 初のローは SQLDA の変数 0 から ( ロー当たりのカラム数 ) -1 
に入り、以後のローも同様です。
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使用法 EXECUTE 文を使用して SQL 文を作成できます。データベースから多

数のローを返す SELECT 文または CALL 文にはカーソルを使用しま

す (『ASA プログラミング・ガイド』 > 「ESQL でのカーソルの使用」

を参照してください )。

INSERT、UPDATE、または DELETE の実行が成功した後、SQLCA 
(SQLCOUNT) の sqlerrd[2] フィールドに、演算によって影響を受ける

ローの数が入ります。

構文 1   以前に作成された名前付きの動的文を実行します。要求につ

いての情報を提供するホスト変数プレースホルダ ( バインド変数 ) が
動的文にある場合は、sqlda-name に C 変数を指定します。この C 変
数は SQLDA へのポインタであり、SQLDA には動的文のすべてのバ

インド変数のための記述子を含めておきます。この方法以外に、バイ
ンド変数を hostvar -list で指定する方法もあります。

構文 2   バインド変数または出力がない文を PREPARE して EXECUTE 
するための省略形です。文字列またはホスト変数の中にある SQL 文
を即座に実行し、完了時に削除します。

パーミッション 実行される文に関するパーミッションがチェックされます。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ

◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   中級レベル機能。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 DELETE を実行します。

EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE
 'DELETE FROM employee WHERE emp_id = 105';

準備された DELETE 文を実行します。
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EXEC SQL PREPARE del_stmt FROM
 'DELETE FROM employee WHERE emp_id = :a';
 EXEC SQL EXECUTE del_stmt USING :employee_number;

準備されたクエリを実行します。

EXEC SQL PREPARE sel1 FROM
 'SELECT emp_lname FROM employee WHERE emp_id = :a';
 EXEC SQL EXECUTE sel1 USING :employee_number INTO 
:emp_lname;
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EXECUTE 文 [T-SQL]

説明 構文 1 は、Adaptive Server Enterprise と互換性のある、CALL 文の代替

としてプロシージャを呼び出すために使用します。Transact-SQL のス

トアド・プロシージャとトリガの中で文を実行することもできます。
詳細については、「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ を参照

してください。構文 2 は、Transact-SQL で準備された SQL 文を実行す

るために使用します。

構文 1 EXECUTE [ @return_status = ] [creator.]procedure_name [ argument, … ]

argument :
  [ @parameter-name = ] expression
 | [ @parameter-name = ] @variable [ output ]

構文 2 EXECUTE ( string-expression )

使用法 構文 1 はストアド・プロシージャを実行します。オプションとしてプ

ロシージャ・パラメータを指定し、出力された値を取得し、ステータ
ス情報を返します。

EXECUTE 文は、Transact-SQL 互換性のために用意されていますが、

Transact-SQL または Watcom-SQL のバッチとプロシージャにも使えま

す。

構文 2 を使用すると、Transact-SQL のストアド・プロシージャとトリ

ガの中で文を実行できます。EXECUTE 文は、プロシージャとトリガ

の中から実行できる文の種類を増やします。これを使って、プロシー
ジャに渡されるパラメータを使って作成された文のように、動的に作
成された文を実行できます。文の中のリテラル文字列は、一重引用符
で囲みます。また、文は 1 行にしてください。

パーミッション プロシージャの所有者であるか、そのプロシージャに対する 
EXECUTE パーミッションまたは DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CALL 文」 382 ページ

◆ 「EXECUTE 文 [ESQL]」 564 ページ

◆ 「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ
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例 次のプロシージャは、構文 1 を示します。

CREATE PROCEDURE p1( @var INTEGER = 54 )
 AS
 PRINT 'on input @var = %1!', @var
 DECLARE @intvar integer
 SELECT @intvar=123
 SELECT @var=@intvar
 PRINT 'on exit @var = %1!', @var

次の文は、パラメータに 23 の入力値を提供するプロシージャを実行

します。Open Client または JDBC アプリケーションから接続している

場合は、クライアントのウィンドウに PRINT メッセージが表示され

ます。ODBC または Embedded SQL アプリケーションから接続してい

る場合、このメッセージはデータベース・サーバのウィンドウに表示
されます。

EXECUTE p1 23

次の文はプロシージャを実行する代替方法です。これは、パラメータ
がいくつかあるときに便利です。

EXECUTE p1 @var = 23

次の文は、パラメータにデフォルト値を使用するプロシージャを実行
します。

EXECUTE p1

次の文は、プロシージャを実行し、リターン状況をチェックするため
に変数へのリターン値を保管します。

EXECUTE @status = p1 23
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EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]

説明 この文は、動的に作成された文をプロシージャの中から実行できるよ
うにします。

構文 1 EXECUTE IMMEDIATE [ execute-option ] string-expression

execute-option:
   WITH QUOTES [ ON | OFF ]
 | WITH ESCAPES { ON | OFF }
 | WITH RESULT SET { ON | OFF }

構文 2 EXECUTE ( string-expression )

パラメータ WITH QUOTES   WITH QUOTES または WITH QUOTES ON を指定す

ると、文字列式にある二重引用符はすべて識別子を区切るものとみな
されます。WITH QUOTES を指定しない場合、または WITH QUOTES 
OFF を指定する場合、文字列式内の二重引用符は、

QUOTED_IDENTIFIER オプションの現在の設定に応じて処理されま

す。

WITH QUOTES は、ストアド・プロシージャに渡されるオブジェクト

名が、実行される文の一部として使用される場合に役立ちます。ただ
し、名前に二重引用符が必要な場合や、QUOTED_IDENTIFIER が 
OFF に設定されているときにプロシージャが呼び出される場合があり

ます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「QUOTED_IDENTIFIER オプション [ 互換性 ]」 を参照してください。

WITH ESCAPES   WITH ESCAPES OFF を指定すると、文字列式のエ

スケープ・シーケンス (\n、\x、\\ など ) がすべて無視されます。た

とえば、連続する 2 つの円記号は、1 つの円記号に変換されるのでは

なく、2 つの円記号として残ります。デフォルトの設定は、WITH 
ESCAPES ON です。

WITH ESCAPES OFF には、動的に作成された文が円記号を含むファ

イル名を参照する場合に、この文の実行を容易にするという用途があ
ります。
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コンテキストによっては、string-expression のエスケープ・シーケン

スは、EXECUTE IMMEDIATE 文が実行される前に変換されます。た

とえば、複合文は実行される前に解析され、WITH ESCAPES の設定

にかかわらず、エスケープ・シーケンスがこの解析中に変換されま
す。これらのコンテキストでは、WITH ESCAPES OFF を指定すると、

これ以上は変換されません。次に例を示します。

BEGIN
    DECLARE String1 LONG VARCHAR;
    DECLARE String2 LONG VARCHAR;
    EXECUTE IMMEDIATE
         'SET String1 = ''One backslash: ¥¥¥¥ ''';
      EXECUTE IMMEDIATE WITH ESCAPES OFF
         'SET String2 = ''Two backslashes: ¥¥¥¥ ''';
    SELECT String1, String2
 END

WITH RESULT SET   WITH RESULT SET ON を指定することによっ

て、EXECUTE IMMEDIATE 文で結果を返すことができます。この句

を使用すると、この句を含むプロシージャが結果セットを返すように
指定されます。この句を含めない場合、文が結果セットを生成する場
合にプロシージャが呼び出されると、エラーがレポートされます。

注意
デフォルト・オプションは WITH RESULT SET OFF であり、文の実行

時に結果セットが生成されないことを意味します。

使用法 EXECUTE 文は、プロシージャとトリガの中から実行できる文の種類

を増やします。これを使って、プロシージャに渡されるパラメータを
使って作成された文のように、動的に作成された文を実行できます。

文の中のリテラル文字列は、一重引用符で囲みます。また、文は 1 行
にしてください。

EXECUTE IMMEDIATE によって実行される文では、グローバル変数

だけが参照できます。

Transact-SQL のストアド・プロシージャとトリガでは、構文 2 しか使

用できません。
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パーミッション なし。文は、プロシージャの所有者のパーミッションを使って実行さ
れます。プロシージャを呼び出すユーザのパーミッションは使いませ
ん。

関連する動作 なし。ただし、文が関連する動作としてのオートコミットを伴うデー
タ定義文である場合、そのコミットが起こります。

プロシージャにおける EXECUTE IMMEDIATE 文の使用の詳細につい

ては、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャでの 
EXECUTE IMMEDIATE 文の使用」を参照してください。

参照 ◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 「EXECUTE 文 [ESQL]」 564 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   中級レベル機能。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の文は、テーブル名がパラメータとしてプロシージャに提供されて
いるテーブルを作成します。EXECUTE IMMEDIATE 文はすべて 1 行
にしてください。

CREATE PROCEDURE CreateTableProc(
                   IN tablename char(30)
                   )
 BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE
    'CREATE TABLE ' || tablename ||
    ' ( column1 INT PRIMARY KEY)'
 END

プロシージャを呼び出して、テーブル mytable を作成します。

CALL CreateTableProc( 'mytable' )

結果セットを返すクエリを使用する EXECUTE IMMEDIATE の例につ

いては、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャでの 
EXECUTE IMMEDIATE 文の使用」を参照してください。
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EXIT 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL を終了するために使用します。

構文 { EXIT | QUIT | BYE } [ return-code ]

return-code: number | connection-variable

使用法 この文はデータベースとの接続を閉じ、次に Interactive SQL 環境を閉

じます。COMMIT_ON_EXIT オプションが ON に設定されている場合

は、データベース接続を閉じる前に Interactive SQL が自動的に 
COMMIT を実行します。このオプションが OFF に設定されている場

合は、Interactive SQL は暗黙の ROLLBACK を実行します。デフォル

トでは、COMMIT_ON_EXIT オプションは ON に設定されています。

オプションのリターン・コードをバッチ・ファイルで使用すると、
Interactive SQL コマンド・ファイルにコマンドの成功または失敗が示

されます。デフォルトのリターン・コードは 0 です。

パーミッション なし

関連する動作 この文は、オプション COMMIT_ON_EXIT が ON ( デフォルト ) に設

定されている場合は自動的にコミットを実行し、そうでない場合は暗
黙のロールバックを実行します。

Windows オペレーティング・システムでは、オプションの戻り値を 
ERRORLEVEL として使用できます。

参照 ◆ 「SET OPTION 文」 738 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise には適用されません。

例 次の例は、テーブル T にローが存在する場合は Interactive SQL の戻り

値を 1 に設定し、テーブル T にローがない場合は 0 に設定します。
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CREATE VARIABLE rowCount INT;
 CREATE VARIABLE retcode INT;
 SELECT COUNT(*) INTO rowCount FROM T;
 IF( rowCount > 0 ) THEN
     SET retcode = 1;
 ELSE
     SET retcode = 0;
 END IF;
 EXIT retcode;

注意
次の文を記述することはできません。

CREATE VARIABLE rowCount INT; 
 SELECT COUNT(*) INTO rowCount FROM T; 
 IF( rowCount > 0 ) THEN     
     EXIT 1;        //  <-- not allowed 
 ELSE 
     EXIT 0;    //  <-- not allowed 
 END IF; 
 

これは、EXIT が (SQL 文ではなく ) Interactive SQL 文であり、

Interactive SQL 文を他の SQL ブロック文に含めることはできないた

めです。

次の Windows バッチ・ファイルは、コマンド・プロンプト上に 
Error = 1 と出力します。

dbisql -c "dsn=ASA 9.0 Sample" EXIT 1
 if errorlevel 1 echo "Errorlevel is 1"
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EXPLAIN 文 [ESQL]

説明 この文は、特定のカーソルに対して使う 適化方法のテキスト仕様を
取得するために使用します。

構文 EXPLAIN PLAN FOR CURSOR cursor-name
 {  INTO hostvar | USING DESCRIPTOR sqlda-name }

cursor-name :  identifier または hostvar

sqlda-name :   identifier

使用法 EXPLAIN 文は、指定したカーソルに対する 適化方法のテキスト表

現を検索します。事前にカーソルを宣言し開いておきます。

hostvar または sqlda-name 変数には、文字列型を使用してください。

適化文字列は、どのような順序でテーブルを検索するかを指定し、
もしあればどのインデックスを検索に使用するかを指定します。

この文字列はクエリによっては長くなることがあり、次のような
フォーマットに従います。

table (index), table (index), ...

テーブルに相関名が付いている場合、相関名がテーブル名の代わりに
なります。テーブル名がリストに並ぶ順序は、データベース・サーバ
がそれらにアクセスする順序です。それぞれのテーブルの後には、
カッコで囲んだインデックス名が置かれます。これは、テーブルへの
アクセスに使用するインデックスです。インデックスを使わない場合 
( テーブルを連続的にスキャンします )、英字 "seq" がインデックス名

の代わりになります。特別の SQL SELECT 文が部分文字列を伴う場

合、コロン (:) でそれぞれのサブクエリの 適化文字列が分割されま

す。これらのサブクエリ・セクションは、データベース・サーバがク
エリを実行する順序で表示されます。

EXPLAIN 文が正常に実行された後で、SQLCA (SQLIOESTIMATE) の 
sqlerrd[3] フィールドに、クエリのすべてのローをフェッチするのに

必要な入出力操作の数の推定値が格納されます。

適化文字列の例については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「パフォーマンスのモニタリングと改善」を参照してください。
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パーミッション 指定するカーソルを事前に開いておいてください。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

◆ 「FETCH 文 [ESQL] [SP]」 576 ページ

◆ 「CLOSE 文 [ESQL] [SP]」 389 ページ

◆ 「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ

◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「ESQL でのカーソルの使

用」
◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「SQLCA (SQL 

Communication Area)」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の例は、EXPLAIN の使用方法を示します。

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 char plan[300];
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 EXEC SQL DECLARE employee_cursor CURSOR FOR
    SELECT emp_id, emp_lname
    FROM employee
    WHERE emp_lname like :pattern;
 EXEC SQL OPEN employee_cursor;
 EXEC SQL EXPLAIN PLAN FOR CURSOR employee_cursor INTO 
:plan;
 printf( "Optimization Strategy: '%s'.n", plan );

計画変数には以下の文字列が含まれます。

'employee <seq>'
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FETCH 文 [ESQL] [SP]

説明 この文は、カーソルを再配置し、そこからデータを取り出すために使
用します。

構文 FETCH cursor-position cursor-name
 [ INTO { hostvar-list | variable-list }
    | USING DESCRIPTOR sqlda-name ]
 [ PURGE ]
 [ BLOCK n ]
 [ FOR UPDATE ]
 [ ARRAY fetch-count ]
 INTO variable-list [ FOR UPDATE ]

cursor-position :
     NEXT | PRIOR | FIRST | LAST
 | { ABSOLUTE | RELATIVE } row-count

row-count : number または hostvar

cursor-name :  identifier または hostvar

hostvar-list: インジケータ変数も含むことができる

variable-list: ストアド・プロシージャ変数

sqlda-name :   identifier

fetch-count :  integer または hostvar

パラメータ INTO   INTO 句はオプションです。この句が指定されていない場合、

FETCH 文はカーソルのみを配置します。hostvar-list は Embedded SQL 
でのみ使用されます。

カーソル位置   オプションの位置パラメータを指定して、カーソルを
移動してからローをフェッチできます。FETCH 文に配置パラメータ

があり、その場所が許可されたカーソルの範囲の外側である場合、
SQLE_NOTFOUND の警告が表示され、SQLCOUNT フィールドには

有効な位置からのオフセットが設定されます。

OPEN 文は、まず、先頭のローの前にカーソルを配置します。
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•    NEXT   デフォルトの位置付けは NEXT です。これはローを

フェッチする前に、カーソルを 1 つ前方のローに進めます。

•    PRIOR   ローをフェッチする前に、カーソルを 1 つ後方のロー

に戻します。

•    RELATIVE   RELATIVE 配置を使用すると、フェッチする前に

いずれかの方向へ指定した数のローだけカーソルを移動できま
す。正の数は前進を示し、負の数は後退を示します。したがっ
て、NEXT は RELATIVE 1 と等しく、PRIOR は RELATIVE -1 と
等しくなります。RELATIVE 0 は、このカーソル上の 後の 
FETCH 文と同じローを取り出します。

•    ABSOLUTE   ABSOLUTE 配置パラメータを使用すると、特定の

ローに移動できます。0 は先頭のローの前の位置を示します (
『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャとトリガでの

カーソルの使用」を参照してください )。

1 は先頭のローを示し、残りのローがそれに続きます。負の数を

使ってカーソルの 後からの絶対位置を指定します。-1 はカー

ソルの 後のローを示します。

•    FIRST   ABSOLUTE 1 の省略形。

•    LAST   ABSOLUTE -1 の省略形。

カーソル位置の問題
DYNAMIC SCROLL カーソルに挿入や更新をいくつか行うと、カーソ

ルの位置の問題が生じます。SELECT 文に ORDER BY 句を指定しな

いかぎり、データベース・サーバはカーソル内の予測可能な位置には
ローを挿入しません。場合によって、カーソルを閉じてもう一度開か
ないと、挿入したローが表示されないことがあります。

テンポラリ・テーブルを作成してカーソルを開いた場合に、これが起
こります ( 詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「クエ

リ処理中のワーク・テーブルの使用」を参照してください )。

UPDATE 文は、カーソル中でローを動かすことがあります。カーソル

が既存のインデックスを使う ORDER BY 句を持っている場合に、こ

れが起こります ( テンポラリ・テーブルは作成されません )。
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BLOCK 句   クライアント・アプリケーションは一度に複数のローを

フェッチできます。これはブロック・フェッチ、プリフェッチ、また
はマルチロー・フェッチと呼ばれます。 初のフェッチによって、い
くつかのローがサーバから送り返されます。クライアントはこれらの
ローをバッファに格納します。後に続くフェッチは、サーバへ新しい
要求を行わないで、これらのバッファからローを取り出します。

BLOCK 句は Embedded SQL でのみ使用されます。この句は、クライ

アントとサーバにアプリケーションがフェッチできるローの個数に関
する情報を与えます。0 という特別な値は、要求をサーバに送信し、

シングル・ローを返すことを示します ( ロー・ブロックはありません

)。BLOCK 句を指定すると、BLOCK 値を次にプリフェッチするとき

に含められるローの数が削減されます。プリフェッチされるローの数
を増やすには、PrefetchRows 接続パラメータを使用します。

BLOCK 句を指定しない場合は、OPEN に指定された値が使われます。

詳細については、「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ を参照してくだ

さい。

FETCH RELATIVE 0 は常にローを再フェッチします。

PURGE 句    PURGE 句は Embedded SQL でのみ使用されます。この

句によって、クライアントはすべてのローのバッファをフラッシュ
し、次にフェッチ要求をサーバに送信します。このフェッチ要求は
ローのブロックを返すことに注意してください。

FOR UPDATE 句    FOR UPDATE 句は、フェッチされたローが続いて 
UPDATE WHERE CURRENT OF CURSOR 文によって更新されること

を示します。この句は、データベース・サーバがローに対して書き込
みロックを設定するようにします。ロックは、現在のトランザクショ
ンの終わりまで保持されます。『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 

「ロックの仕組み」を参照してください。

ARRAY 句    ARRAY 句は Embedded SQL でのみ使用されます。この

句を使うと、いわゆるワイド・フェッチができるようになります。こ
れは複数のローを同時に取り出し、パフォーマンスを改善します。

Embedded SQL でワイド・フェッチを使用するには、コードに次のよ

うな fetch 文を含めます。

EXEC SQL FETCH . . . ARRAY nnn
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ARRAY nnn は FETCH 文の 後の項目です。フェッチ回数を示す nnn 
にはホスト変数も使用できます。SQLDA には nnn * ( ローあたりのカ

ラム数 ) 変数を入れてください。 初のローは SQLDA の変数 0 から

 ( ローあたりのカラム数 ) -1 に入り、以後のローも同様です。

ワイド・フェッチの詳細な使用例については、『ASA プログラミン

グ・ガイド』 > 「一度に複数のローをフェッチする」の項を参照して

ください。

使用法 FETCH 文は指定したカーソルからローを 1 つ取り出します。事前に

カーソルを開いておきます。

Embedded SQL での使用   DECLARE CURSOR 文は、C ソース・コー

ド内の FETCH 文の前に置きます。また、OPEN 文を実行してから 
FETCH 文を実行します。ホスト変数をカーソル名の代わりに使用し

ている場合、DECLARE 文は実際にコードを生成するため、FETCH 
文の前に実行します。

サーバは SQLCOUNT にフェッチされたレコードの数を返し、エラー

がない場合は 0 より大きい SQLCOUNT を常に返します。エラーでは

なくて SQLCOUNT が 0 の場合、有効なローが 1 つフェッチされたこ

とを示します。

フェッチ時に SQLSTATE_NOTFOUND 警告が返される場合、SQLCA 
(SQLCOUNT) の sqlerrd[2] フィールドには、フェッチの試みが許可さ

れるカーソル位置を超えたときのローの数が含まれます。たとえば、
位置が 後のローのときに FETCH RELATIVE 1 を実行した場合です。

カーソルの 後を超えてフェッチしようとした場合、値は正の数で
す。カーソルの先頭を超えてフェッチしようとした場合、値は負の数
です。

FETCH 文の実行が成功した後、SQLCA (SQLIOCOUNT) の sqlerrd[1] 
フィールドはフェッチを実行するのに必要な入出力操作の数だけ増加
します。このフィールドは、実際にはデータベース文が発行されるた
びに増加します。

シングル・ロー・フェッチ   SELECT 文の結果からの 1 つのローは、

変数リストの変数の中に置かれます。select リスト対ホスト変数リス

トは、1 対 1 に対応します。
579



FETCH 文 [ESQL] [SP]
マルチロー・フェッチ   SELECT 文の結果からの 1 つまたは複数の

ローは、variable-list の変数の中、または指定した sqlda-name が記述

するプログラム・データ領域の中のいずれかに置かれます。select-
list 対 hostvar-list または対 sqlda-name 記述子配列は、どちらも 1 対 1 
で対応します。

パーミッション カーソルを開いておいてください。また、ユーザはカーソルの宣言内
で参照されるテーブルの SELECT パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

◆ 「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ

◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「ESQL でのカーソルの使

用」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャとトリガで

のカーソルの使用」
◆ PowerScript Reference の「FETCH」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。プロシージャでの使用は、永続的ス

トアド・モジュール機能です。

•    SQL/99   コア機能。プロシージャでの使用は、永続的ストアド・

モジュール機能です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされます。

例 次は、Embedded SQL の例です。

EXEC SQL DECLARE cur_employee CURSOR FOR
 SELECT emp_id, emp_lname FROM employee;
 EXEC SQL OPEN cur_employee;
 EXEC SQL FETCH cur_employee
 INTO :emp_number, :emp_name:indicator;

次は、プロシージャの例です。
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BEGIN
    DECLARE cur_employee CURSOR FOR
       SELECT emp_lname
       FROM employee;
    DECLARE name CHAR(40);
    OPEN cur_employee;
    LOOP
       FETCH NEXT cur_employee into name;
        ...
    END LOOP
    CLOSE cur_employee;
 END
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FOR 文

説明 この文は、カーソル内の各ローに対して一度だけ、文の実行を繰り返
すために使用します。

構文 [ statement-label : ]
 FOR for-loop-name AS cursor-name
   CURSOR FOR statement
   [ FOR UPDATE | FOR READ ONLY ]
     DO statement-list
 END FOR [ statement-label ]

使用法 FOR 文は制御文です。これを使うと、カーソル内の各ローに対して

一度だけ、SQL 文のリストを実行できます。FOR 文は、カーソルに

対して DECLARE を持つ複合文と同じです。また、カーソルの結果

セットの中に、それぞれのカラムに対する変数の DECLARE がある複

合文と同じです。複合文の後には、カーソルからローカル変数の中へ
ローを一度フェッチし、カーソル内で各ローに対して一度だけ 
statement-list を実行するループが続きます。

有効なカーソル・タイプには、dynamic scroll ( デフォルト )、scroll、
no scroll、sensitive、insensitive があります。

それぞれのローカル変数の名前とデータ型は、カーソル内で使用する 
statement から取り出されます。SELECT 文の場合、データ型は select 
リスト中の式のデータ型です。名前は、それらが存在する select リス

ト項目のエイリアスです。そうでない場合、カラムの名前となりま
す。select リスト項目のカラム参照が簡単でない場合は、エイリアス

を指定します。CALL 文の場合、名前とデータ型はプロシージャ定義

内の RUSULT 句から取ります。

LEAVE 文を使って、END FOR に続く 初の文から実行を再開できま

す。終了の statement-label を指定する場合は、開始の statement-
label と一致させます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ
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◆ 「FETCH 文 [ESQL] [SP]」 576 ページ

◆ 「LEAVE 文」 640 ページ

◆ 「LOOP 文」 655 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次のフラグメントは、FOR ループの使い方を示します。

FOR names AS curs CURSOR FOR
 SELECT emp_lname
 FROM employee
 DO
    CALL search_for_name( emp_lname );
 END FOR;
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FORWARD TO 文

説明 この文は、ネイティブ SQL 文をリモート・サーバへ送信するために

使用します。

構文 1 FORWARD TO server-name sql-statement

構文 2 FORWARD TO [ server-name ]

使用法 FORWARD TO 文は、ユーザがパススルー接続が必要なサーバを指定

できるようにします。この文は、次の 2 つの方法で使用できます。

•    構文 1   1 つの文をリモート・サーバに送信します。

•    構文 2   Adaptive Server Anywhere をパススルー・モードにして一

連の文をリモート・サーバに送信します。それ以降の文はすべ
て直接リモート・サーバに渡されます。パススルー・モードを
オフにするには、server-name を指定しないで FORWARD TO を
発行してください。

パススルー・モードでリモート・サーバからエラーが返された
場合は、FORWARD TO 文を発行してパススルー・モードをオフ

にしてください。

ユーザのために server-name への接続を確立する場合、サーバは次の

ものを使用します。

•    CREATE EXTERNLOGIN を使用するリモート・ログイン・エイ

リアス・セット

•    リモート・ログイン・エイリアスが設定されない場合は、

Adaptive Server Anywhere との通信に使用される名前とパスワー

ド

指定のサーバに接続を確立できない場合は、その理由を示すメッセー
ジがユーザに返されます。

文が要求されたサーバに渡されると、結果はすべて、クライアント・
プログラムで認識できるフォームに変換されます。

server-name   リモート・サーバの名前。
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SQL-statement   リモート・サーバのネイティブ SQL 構文によるコマ

ンド。コマンドまたは一連のコマンドは、波カッコ ({}) で囲まれま

す。

注意
FORWARD TO 文はサーバ・ディレクティブであり、プロシージャま

たはバッチ内では使用できません。

パーミッション なし

関連する動作 リモート接続は、FORWARD TO セッションの間、AUTOCOMMIT (
非連鎖 ) モードに設定されます。FORWARD TO 文の前に保留中で

あった作業はすべて自動的にコミットされます。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、リモート・サーバ ase_prod でのパススルー・セッションを

示します。

FORWARD TO aseprod
   'SELECT * FROM titles;  SELECT * FROM authors';
 FORWARD TO
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FROM 句

説明 この句は、SELECT 文、UPDATE 文、または DELETE 文に必要な

データベース・テーブルまたはビューを指定するために使用します。

構文 FROM  table-expression, …

table-expression:
   table
 | view
 | procedure
 | derived-table
 | lateral-derived-table
 | joined table
 | ( table-expression, … )

table :
 [ userid.] table-name
 [ [ AS ] correlation-name ]
 [ WITH ( table-hint | INDEX ( index-name ) ) | FORCE INDEX ( index-name 
) ]

view :
 [ userid.] view-name [ [ AS ] correlation-name ]
 [ WITH ( table-hint ) ]

procedure :
 [ owner.]procedure-name ( [ parameter, … ] )
 [ WITH( column-name data-type, ... ) ]
 [ [ AS ] correlation-name ]

derived-table :
 ( select-statement ) 
 [ AS ] correlation-name [ ( column-name, … ) ]

lateral-derived-table :
 LATERAL ( select-statement | table-expression )
 [ AS ] correlation-name [ ( column-name, … ) ]

joined table:
 table-expression  join-operator  table-expression 
 [ ON join-condition ]
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join-operator :
   [ KEY | NATURAL ] [ join-type ] JOIN
 | CROSS JOIN

join-type:
   INNER
 | LEFT [ OUTER ]
 | RIGHT [ OUTER ]
 | FULL [ OUTER ]

table-hint:
   NOLOCK
 | XLOCK
 | READUNCOMMITTED
 | READCOMMITTED
 | REPEATABLEREAD
 | HOLDLOCK
 | SERIALIZABLE
 | FASTFIRSTROW

パラメータ table   ベース・テーブルまたはテンポラリ・テーブル。ユーザ ID を
指定すると、他のユーザが所有するテーブルを修正できます。ユーザ 
ID を指定しないと、現在のユーザの所属グループが所有するテーブ

ルがデフォルトで検索されます (『ASA データベース管理ガイド』 > 
「グループが所有するテーブルの参照」を参照してください )。

WITH ( INDEX ( index-name ) ) または同等の FORCE INDEX ( index-
name ) 句は、テーブルのインデックス・ヒントを指定します。この

句はクエリ・オプティマイザ・プラン選択アルゴリズムを無効にし、
使用可能な他のアクセス・プランに関係なく、 適化されたクエリに
対して、指定されたインデックスを使用してテーブルにアクセスする
よう要求します。相関名 1 つにつき指定できるインデックス・ヒント

は、1 つだけです。インデックス・ヒントは、ベース・テーブルとテ

ンポラリ・テーブルでのみ指定できます。

高度な機能
インデックス・ヒントはクエリ・オプティマイザを上書きするため、
経験のあるユーザのみ使用してください。インデックス・ヒントを使
用すると、次善のアクセス・プランが使用され、パフォーマンスが低
下することがあります。
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view   クエリに含めるビューを指定します。テーブルの場合と同様

に、ユーザ ID を指定して、他のユーザが所有するビューを修飾でき

ます。ユーザ ID を指定しないと、現在のユーザの所属グループが所

有するビューがデフォルトで検索されます。

構文ではビューに対してテーブル・ヒントを指定できますが、このよ
うなヒントの効果はありません。

procedure   結果セットを返すストアド・プロシージャです。プロ

シージャは、SELECT 文の FROM 句のみで使用できます。UPDATE 
文または DELETE 文では使用できません。プロシージャにパラメー

タを指定しない場合でも、プロシージャ名の後のカッコは必要です。
ストアド・プロシージャが複数の結果セットを返す場合、 初の結果
セットだけが使用されます。

WITH 句を指定すると、プロシージャの結果セットにカラム名のエイ

リアスを指定できます。WITH 句を指定する場合、カラム数はプロ

シージャの結果セットのカラム数と一致し、データ型はプロシージャ
の結果セットのデータ型と互換性がある必要があります。WITH 句を

指定しない場合、カラム名と型はプロシージャ定義で設定された名前
と型です。次のクエリは、WITH 句の使用方法を示します。

SELECT sp.customer, sp.quantity, product.name
 FROM sp_customer_products( 149 ) WITH ( customer int, 
quantity int ) sp
    JOIN product
 ON sp.customer = product.id

derived-table   FROM 句内のテーブルまたはビュー名の代わりに 
SELECT 文を指定できます。これで、ビューを作成しないで、グルー

プ上でグループ、またはグループでジョインが使用できます。この方
法で作成したテーブルが、抽出テーブルです。

lateral-derived-table   外部参照を含む抽出テーブル、ストアド・プロ

シージャ、ジョインされたテーブル。FROM 句の外部参照を使用する

場合は、ラテラル抽出テーブルを使用します。外部参照についての詳
細は、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「外部参照」を参照してく

ださい。

外部参照を使用できるのは、FROM 句のラテラル抽出テーブルの前の

テーブルに対してだけです。たとえば、select-list の項目に外部参照

は使用できません。
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テーブルと外部参照は、カンマで区切ります。たとえば、次のクエリ 
( 外部参照が強調表示されています ) は有効です。

SELECT *
 FROM A, LATERAL( B LEFT OUTER JOIN C ON ( A.x = B.x ) 
) LDT

SELECT *
 FROM A, LATERAL( SELECT * FROM B WHERE A.x = B.x ) LDT

SELECT *
 FROM A, LATERAL( procedure-name( A.x ) ) LDT

correlation-name   文のほかの部分のオブジェクトを参照するときに

使用する識別子。

同じ相関名をテーブル式の同じテーブルに対して 2 回使用する場合、

そのテーブルは、一度だけリストされたものとして扱われます。次
に、その例を示します。

SELECT *
 FROM sales_order
 KEY JOIN sales_order_items,
 sales_order
 KEY JOIN employee

sales_order テーブルの 2 つのインスタンスは、1 つのインスタンスと

して扱われます。これは、次のものと等しくなります。

SELECT *
 FROM sales_order
 KEY JOIN sales_order_items
 KEY JOIN employee

これに対して、

SELECT *
 FROM Person HUSBAND, Person WIFE

上の文では Person テーブルの 2 つのインスタンスとして扱われ、異な

る相関名 HUSBAND と WIFE を使います。

WITH テーブル・ヒント   With table-hint を使用して、このテーブル、

この文だけで使用する Adaptive Server Anywhere の動作を指定できま

す。WITH table-hint を使用すると、独立性レベルを変更したりデータ
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ベース・オプションや接続オプションを設定しないで、Adaptive 
Server Anywhere の動作を変更できます。テーブル・ヒントは、ベー

ス・テーブルとテンポラリ・テーブルでのみ使用できます。

警告
WITH テーブル・ヒントは高度な機能です。必要な場合にかぎり、経

験を有するデータベース管理者のみが使用してください。また、この
設定はすべての状況で適用されるとはかぎりません。

•    独立性レベルのヒント   次のテーブル・ヒントを使用して、テー

ブルの独立性レベル設定を指定できます。このテーブルのみに
対して、この文のみで使用されるロック方法を指定します。

テーブル・ヒントは次の独立性レベルを設定します。

注意

XLOCK は、ヒントが指定されたテーブルの文によって処理され

るローを排他的にロックすることを指定します。影響を受ける
ローは、トランザクションの終わりまでロックされたままにな
ります。XLOCK はすべての独立性レベルで動作します。

•    適化のヒント   FASTFIRSTROW テーブル・ヒントを使用する

と、OPTIMIZATION_GOAL オプションを first-row に設定するこ

となく、クエリの 適化ゴールを設定できます。

テーブル・ヒント 独立性レベル

NOLOCK 0

READUNCOMMITTED 0

READCOMMITTED 1

REPEATABLEREAD 2

HOLDLOCK 3

SERIALIZABLE 3

XLOCK すべての独立性レベル
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FASTFIRSTROW を使用すると、Adaptive Server Anywhere は、ク

エリ結果の 初のローをフェッチする時間を短縮するためのア
クセス・プランを選択します。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「OPTIMIZATION_GOAL オプション [ データベース ]」 を参照し

てください。

使用法 SELECT 文、UPDATE 文、DELETE 文には、文が使用するテーブルを

指定するテーブル・リストが必要です。

ビューと抽出テーブル
この説明はテーブルについてのものですが、特に注意書きがなければ
ビューと抽出テーブルにも適用します。

FROM 句は、指定した全テーブルのすべてのカラムで構成される結果

セットを作成します。 初に、コンポーネント・テーブルのすべての
ローの組み合わせが結果セットの中に入ります。次に、JOIN 条件か 
WHERE 条件、またはその両方の分だけ、通常は組み合わせの数が減

ります。

CROSS JOIN には ON 句を使用できません。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 「SELECT 文」 718 ページ

◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ジョイン：複数テーブル

からのデータ検索」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。FROM 句は複雑なため、個々の句を

標準に照らしてチェックしてください。
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•    SQL/99   コア機能。ただし、KEY JOIN はベンダ拡張、FULL 
OUTER JOIN と NATURAL JOIN はコア SQL に含まれていない 
SQL ／基本機能です。FROM 句は複雑なため、個々の句を標準

に照らしてチェックしてください。

•    Sybase   ON 句は、バージョン 12 以前の Adaptive Server 
Enterprise ではサポートされていません。以前のバージョンで

ジョインを構築するには、WHERE 句を使用します。

例 次は、有効な FROM 句です。

...
 FROM employee
 ...

...
 FROM employee NATURAL JOIN department
 ...

...
 FROM customer
 KEY JOIN sales_order
 KEY JOIN sales_order_items
 KEY JOIN product
 ...

次のクエリは、クエリ内での抽出テーブルの使い方を示します。

SELECT lname, fname, number_of_orders
 FROM customer JOIN
      ( SELECT cust_id, count(*)
        FROM sales_order
         GROUP BY cust_id )
      AS sales_order_counts ( cust_id,
                              number_of_orders )
 ON ( customer.id = sales_order_counts.cust_id )
 WHERE number_of_orders > 3

次のクエリは、ストアド・プロシージャの結果セットからローを選択
する方法を示します。

SELECT t.id, t.quantity_ordered AS q, p.name
 FROM sp_customer_products( 149 ) t JOIN product p
 ON t.id = p.id
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GET DATA 文 [ESQL]

説明 この文は、カーソルの現在のローの 1 つのカラムに対する文字列また

はバイナリ・データを取得するために使用します。GET DATA を使っ

て、LONG BINARY または LONG VARCHAR フィールドをフェッチ

します。「SET 文」 727 ページを参照してください。

構文 GET DATA cursor-name
 COLUMN column-num
 OFFSET start-offset
 [ WITH TEXTPTR ]
 USING DESCRIPTOR sqlda-name | INTO hostvar [, … ]

cursor-name :  identifier または hostvar

column-num :   integer または hostvar

start-offset : integer または hostvar

sqlda-name :   identifier

パラメータ COLUMN 句    column-num の値は 1 から始まり、どのカラムのデー

タがフェッチされるかを示します。そのカラムは、文字列型またはバ
イナリ型で指定します。

OFFSET 句    start-offset は、フィールド値の中で省略されるバイト数

を示します。通常、これは、以前にフェッチされたバイトの数です。
この GET DATA 文に対してフェッチされるバイト数は、ターゲット

のホスト変数の長さによって決定されます。

ターゲットのホスト変数のインジケータ値は単精度整数です。このた
め、インジケータ値にはトランケートされたバイト数が入るとはかぎ
りません。代わりに、フィールドに NULL 値がある場合は負の値が入

り、値がトランケートされた場合は ( トランケートされたバイトの数

とはかぎりません ) 正の値が入ります。また、NULL 値以外の値がト

ランケートされない場合は、0 が入ります。

また、LONGVARCHAR または LONGVARCHAR ホスト変数で 0 より

大きいオフセットを使用すると、untrunc_len フィールドにはトラン

ケート前のサイズが正確に示されません。
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WITH TEXTPTR 句    WITH TEXTPTR 句がある場合、テキスト・ポ

インタが SQLDA の第 2 ホスト変数または SQLDA の第 2 フィールド

に取り出されます。このテキスト・ポインタは、Transact-SQL READ 
TEXT と WRITE TEXT 文と一緒に使えます。テキスト・ポインタは 
16 ビットのバイナリ値で、次のように宣言できます。

DECL_BINARY( 16 ) textptr_var;

WITH TEXTPTR は長いデータ型 (LONG BINARY、LONG VARCHAR、
TEXT、IMAGE) でのみ使用できます。それ以外のデータ型で使用す

ると、エラー INVALID_TEXTPTR_VALUE が返されます。

データの合計の長さが、SQLCA 構造体の SQLCOUNT フィールドに

返されます。

使用法 現在のカーソルの位置でローから 1 つのカラム値を取得します。

パーミッション カーソルを開き、FETCH を使ってローに配置しておいてください。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「FETCH 文 [ESQL] [SP]」 576 ページ

◆ 「READTEXT 文 [T-SQL]」 687 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server ではサポートされていません。

代替は、Transact-SQL の READTEXT 文です。

例 次の例は、GET DATA を使用してバイナリ・ラージ・オブジェクト 

(blob とも呼ばれます ) をフェッチします。

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 DECL_BINARY(1000) piece;
 short ind;
 
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 int size;
 /* Open a cursor on a long varchar field */
 EXEC SQL DECLARE big_cursor CURSOR FOR
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 SELECT long_data FROM some_table
 WHERE key_id = 2;
 EXEC SQL OPEN big_cursor;
 EXEC SQL FETCH big_cursor INTO :piece;
 for( offset = 0; ; offset += piece.len ) {
    EXEC SQL GET DATA big_cursor COLUMN 1
    OFFSET :offset INTO :piece:ind;
    /* Done if the NULL value */
    if( ind < 0 ) break;
    write_out_piece( piece );
    /* Done when the piece was not truncated */
    if( ind == 0 ) break;
 }
 EXEC SQL CLOSE big_cursor;
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GET DESCRIPTOR 文 [ESQL]

説明 この文は、記述子領域内の変数に関する情報を取り出すか、その値を
取り出すために使用します。

構文 GET DESCRIPTOR descriptor-name
 { hostvar = COUNT | VALUE { integer | hostvar } assignment [, …] }

assignment :
  hostvar =  TYPE | LENGTH | PRECISION | SCALE | DATA
  | INDICATOR | NAME | NULLABLE | RETURNED_LENGTH

使用法 GET DESCRIPTOR 文は、記述子領域内の変数に関する情報を取り出

すか、その値を取り出すために使用します。

値 { integer | hostvar } には、情報を取り出す記述子領域内の変数を

指定します。GET … DATA を実行すると型チェックが実行され、ホ

スト変数と記述子変数のデータ型が同じかどうか確認されます。
LONGVARCHAR と LONGBINARY は、GET DESCRIPTOR ... DATA で
サポートされていません。

エラーが発生すると、戻り値は SQLCA に格納されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ

◆ 「DEALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 518 ページ

◆ 「SET DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 736 ページ

◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「SQLDA (SQL descriptor 
area)」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、sqlda の位置 col_num にあるカラムの型を返します。
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int get_type( SQLDA *sqlda, int col_num )
 {
     EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
     int ret_type;
     int col = col_num;
     EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 EXEC SQL GET DESCRIPTOR sqlda VALUE :col :ret_type = 
TYPE;
     return( ret_type );
 }

詳細例については、「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ 
を参照してください。
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GET OPTION 文 [ESQL]

説明 この文を使用すると、オプションの現在の設定を取得できます。この
文の代わりに、connection_property 関数を使用することをおすすめし

ます。

構文 GET OPTION [ userid.]option-name
 [ INTO hostvar ]
 [ USING DESCRIPTOR sqlda-name ]

userid :     identifier、string、または hostvar

option-name :  identifier、string、または hostvar

hostvar :    インジケータ変数を使用可

sqlda-name :   identifier

使用法 GET OPTION 文は、このソフトウェアの旧バージョンとの互換性のた

めに用意されています。オプションの値を取得するには、
connection_property システム関数の使用をおすすめします。

GET OPTION 文は、option-name のオプション設定を取得します。こ

のオプション設定は userid に対するものか、または userid を指定し

ていない場合は接続しているユーザに対するものです。これはユーザ
個人の設定であるか、または、接続しているユーザに設定がない場合
は PUBLIC 設定となります。指定したオプションがデータベース・オ

プションであり、ユーザがそのオプションに対してテンポラリ設定を
持っている場合、テンポラリ設定が取得されます。

option-name が存在しない場合、GET OPTION 文は警告 
SQLE_NOTFOUND を返します。

パーミッション 何も必要ありません。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SET OPTION 文」 738 ページ

◆ 「システム・プロシージャとカタログ・ストアド・プロシー

ジャ」 924 ページ

◆ 「CONNECTION_PROPERTY 関数 [ システム ]」 142 ページ
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、GET OPTION の使い方を示します。

EXEC SQL GET OPTION 'date_format' INTO :datefmt;
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GOTO 文 [T-SQL]

説明 この文は、ラベルの付いた文に制御を分岐するために使用します。

構文 label : GOTO label

使用法 Transact-SQL プロシージャ、トリガ、バッチに含まれる任意の文に

は、ラベルを付けることができます。ラベル名は末尾にコロン (:) を
付けた有効な識別子です。GOTO 文では、コロンは使用できません。

パーミッション なし

関連する動作 なし

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は、GOTO 文をサポートしま

す。

例 次の Transact-SQL バッチは、[ サーバ ] ウィンドウに 4 回 "yes" のメッ

セージを表示します。

declare @count smallint
 select @count = 1
 restart:
    print 'yes'
    select @count = @count + 1
    while @count <=4
     goto restart
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GRANT 文

説明 この文は、新しいユーザ ID の作成、特定ユーザへのパーミッション

の付与と取り消し、パスワードの作成または変更に使用します。

構文 1 GRANT CONNECT TO userid, …
 [ AT starting-id ]
 IDENTIFIED BY password, …

構文 2 GRANT {
   DBA,
   GROUP,
   MEMBERSHIP IN GROUP userid, …,
  [ RESOURCE | ALL ]
 }
    TO userid, …

構文 3 GRANT {
   ALL [ PRIVILEGES ],
   ALTER,
   DELETE,
   INSERT,
   REFERENCES [ ( column-name, … ) ],
   SELECT [ ( column-name, … ) ],
   UPDATE [ ( column-name, … ) ],
 }
   ON [ owner.]table-name
   TO userid, …
    [ WITH GRANT OPTION ]
    [ FROM userid  ]

構文 4 GRANT EXECUTE ON [ owner.]procedure-name TO userid, …

構文 5 GRANT INTEGRATED LOGIN TO user_profile_name, … AS USER userid

パラメータ CONNECT TO   新しいユーザを作成します。GRANT CONNECT を使

うと、どのユーザも自分のパスワードを変更できます。パスワードと
して空の文字列を持つユーザを作成するには、次のように入力しま
す。

GRANT CONNECT TO userid IDENTIFIED BY ""

パスワードのないユーザを作成するには、次のように入力します。
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GRANT CONNECT TO userid

パスワードのないユーザは、データベースに接続できません。これ
は、グループを作成し、他のユーザはグループ・ユーザ ID を使用し

てデータベースに接続させないようにする場合に便利です。パスワー
ドには、有効な ID を使用します。詳細については、「識別子」 8 ペー

ジを参照してください。パスワードの 大長は 255 バイトです。

次の名前はデータベース・ユーザ ID とパスワードに対して無効です。

•    空白スペース、一重引用符、または二重引用符で始まる名前

•    空白スペースで終わる名前

•    セミコロンを含む名前

128 以降の 8 ビット ASCII 文字でパスワードを構成した場合、文字

セット変換がオンで文字セットが一致しない場合に正確に動作しない
ことがあるので、パスワードは 7 ビット ASCII 文字で構成することを

おすすめします。

128 以降の文字でパスワードを構成する場合、次のようにします。

•    接続文字列に CharSet=none と指定して、文字セット変換をオフ

にします。

•    CharSet 接続パラメータを使用して、文字セットを指定します。

•    -ct- オプションを指定して、データベース・サーバでの文字セッ

ト変換をオフにします。

AT starting-id   この句は一般的には使用されません。この句では、リ

ストの 初のユーザ ID に使用する内部数値を指定します。

この句は、アンロード・ユーティリティでの使用を主要な目的として
実装されています。

DBA   データベース管理者権限はユーザにパーミッションを与え、す

べてのことができるようにします。通常、これはデータベース管理者
のために予約されています。

GROUP   ユーザがメンバを持てるようにします。
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詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「グループの管

理」を参照してください。

MEMBERSHIP IN GROUP    ユーザがグループからテーブル・パー

ミッションを継承し、テーブル名を指定しなくても、グループが作成
したテーブルを参照できるようにします。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「グループの管

理」を参照してください。

GRANT 文の構文 3 を使って、個々のテーブルまたはビューに対する

パーミッションを付与します。テーブル・パーミッションは個々に指
定することも、ALL を使用して一度に 6 つのすべてのパーミッション

を付与することもできます。

RESOURCE   ユーザがテーブルやビューを作成できるようにします。

構文 2 において、ALL は Sybase Adaptive Server Enterprise に互換性の

ある RESOURCE と同じです。

ALL   構文 3 では、以下のすべてのパーミッションを付与します。

ALTER   ユーザは、ALTER TABLE 文を使用して指定のテーブルを変

更できます。このパーミッションは、ビューには使えません。

DELETE   ユーザは、指定したテーブルまたはビューからローを削除

できます。

INSERT   ユーザは、指定したテーブルまたはビューにローを挿入で

きます。

REFERENCES [(column-name, …)]   ユーザは、指定したテーブルの

インデックスを作成できます。また、指定したテーブルを参照する外
部キーを作成できます。カラム名を指定する場合、ユーザはそれらの
カラムだけを参照できます。カラムの REFERENCES パーミッション

は、ビューに対しては付与されません。テーブルだけに対して付与さ
れます。

INDEX は REFERENCES の同意語です。
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SELECT [(column-name, …)]   ユーザは、指定したビューまたはテー

ブルの情報を見ることができます。カラム名を指定する場合、ユーザ
はそれらのカラムだけを参照できます。カラムの SELECT パーミッ

ションは、ビューに対しては付与されません。テーブルだけに対して
付与されます。

UPDATE [(column-name, …)]   ユーザは、指定したビューまたはテー

ブルのローを更新できます。カラム名を指定する場合、ユーザはそれ
らのカラムだけを更新できます。カラムの UPDATE パーミッション

は、ビューに対しては付与されません。テーブルだけに対して付与さ
れます。

FROM   FROM userid を指定すると、そのユーザ ID は付与者のユー

ザ ID としてシステム・テーブルに記録されます。この句は、アン

ロード・ユーティリティ (dbunload) での使用を目的としています。こ

のオプションを直接使用したり変更したりしないでください。

使用法 GRANT 文を使って、データベース・パーミッションを個々のユーザ 
ID とグループに付与します。ユーザとグループを作成または削除す

るためにも使用します。

WITH GRANT OPTION を指定する場合、指定した名前のユーザ ID に
もパーミッションが与えられ、他のユーザ ID に同じパーミッション

を GRANT ( 付与 ) できます。

GRANT 文の構文 4 を使って、プロシージャを実行するパーミッショ

ンを付与します。

GRANT 文の構文 5 は、1 つまたは複数の Windows ユーザまたはグ

ループ・プロファイルと既存のデータベース・ユーザ ID の間に明示

的な統合化ログイン・マッピングを作成します。これにより、ローカ
ル・マシンにログインできたユーザは、ユーザ ID またはパスワード

を指定せずにデータベースに接続できます。

統合化ログインの詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「統合化ログインの使用方法」を参照してください。

パーミッション 構文 1 または 2   次のいずれかの条件を満たすようにします。

•    GRANT CONNECT を使って自分のパスワードを変更しようとし

ている。
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•    DBA 権限を持っている。

別のユーザのパスワードを変更する場合 (DBA 権限を持って ) は、

データベースに他のユーザが接続していないことが必要です。

構文 3   FROM 句を指定する場合、DBA 権限が必要です。DBA 権限

がない場合は、次のいずれかの条件を満たすようにします。

•    テーブルを所有している。

•    GRANT OPTION を使って、テーブルに対するパーミッションを

取得してある。

•    DBA 権限を持っている。

構文 4   次の条件のいずれかを満たすようにします。

•    プロシージャを所有している。

•    DBA 権限を持っている。

構文 5   次の条件を満たすようにします。

•    DBA 権限を持っている。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「REVOKE 文」 702 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   構文 3 は初級レベル機能です。構文 4 は永続的ストア

ド・モジュール機能です。他の構文はベンダ拡張です。

•    SQL/99   構文 3 はコア機能です。構文 4 は永続的ストアド・モ

ジュール機能です。他の構文はベンダ拡張です。

•    Sybase   構文 2 と 3 は、Adaptive Server Enterprise でサポートされ

ています。セキュリティ・モデルは Adaptive Server Enterprise と 
Adaptive Server Anywhere では異なるので、他の構文も異なりま

す。

例 データベースに 2 つの新しいユーザを作ります。
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GRANT
CONNECT TO Laurel, Hardy
IDENTIFIED BY Stan, Ollie

Laurel というユーザに employee テーブル上のパーミッションを付与

します。

GRANT
SELECT, UPDATE ( street )
ON employee
TO Laurel

1 つの文で複数のパーミッションを付与できます。パーミッションは

カンマで区切ります。

ユーザ Hardy に Calculate_Report プロシージャの実行を許可します。

GRANT
EXECUTE ON Calculate_Report
TO Hardy
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GRANT CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]

説明 この文は、SQL Remote 階層の現在のデータベースのすぐ上にあり、

現在のデータベースからメッセージを受信するデータベースの識別に
使用します。

構文 GRANT CONSOLIDATE
 TO userid
 TYPE message-system, …
 ADDRESS address-string, …
 [ SEND { EVERY | AT }'hh:mm:ss' ]

message-system: FILE | FTP | MAPI | SMTP | VIM

address: string

パラメータ userid   パーミッションが付与されるユーザのユーザ ID。

message-system   SQL Remote がサポートするメッセージ・システムの 
1 つ。

address   指定したメッセージ・システムのアドレス。

使用法 SQL Remote インストール環境で、SQL Remote 階層で現在のデータ

ベースのすぐ上にあるデータベースに、CONSOLIDATE パーミッショ

ンを付与します。GRANT CONSOLIDATE は、統合データベースを識

別するためにリモート・データベースで発行されます。各データベー
スが保持できる CONSOLIDATE パーミッションを持つユーザ ID は 1 
つだけです。1 つのデータベースを複数の統合データベースに対して

共通のリモート・データベースとして指定できません。

統合ユーザはメッセージ・システムにより識別され、統合ユーザに対
するメッセージの送受信方法が識別されます。address-name には、

メッセージ・システムに対して有効なアドレスを、一重引用符で囲ん
で指定します。統合ユーザは、各リモート・データベースに対して 1 
人だけです。

FILE メッセージ・タイプの場合、アドレスは SQLREMOTE 環境変数

で指定されているディレクトリのサブディレクトリです。
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GRANT CONSOLIDATE 文は、統合データベースがメッセージを受信

するためには必要ですが、統合データベースをサブスクライブして何
らかのデータを取得するものではありません。データをサブスクライ
ブするには、現在のデータベースにあるパブリケーションの統合ユー
ザ ID に対するサブスクリプションを作成します。統合データベース

でデータベース抽出ユーティリティを実行すると、それに対して適切
な GRANT CONSOLIDATE 文が発行された状態でリモート・データ

ベースが作成されます。

オプションの SEND EVERY 句と SEND AT 句を使用すると、メッセー

ジを送信する間隔を指定できます。文字列には、メッセージ送信間隔
の時間 (SEND EVERY) またはメッセージを送信する時刻 (SEND AT) 
を指定します。SEND AT の場合、メッセージは 1 日に 1 回送信され

ます。

ユーザに SEND EVERY 句も SEND AT 句もない REMOTE パーミッ

ションが付与されている場合、Message Agent はメッセージを処理し

た後、停止します。Message Agent を継続的に実行する場合は、

REMOTE パーミッションを持つすべてのユーザの SEND AT または 
SEND EVERY の頻度が指定されていることを確認します。

多くのリモート・データベースでは Message Agent を定期的に実行す

るため、統合データベースに SEND 句が指定されていないことがあり

ます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「GRANT PUBLISH 文 [SQL Remote]」 609 ページ

◆ 「GRANT REMOTE 文 [SQL Remote]」 611 ページ

◆ 「REVOKE CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 705 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_grant_consolidate プ
ロシージャ」

例 GRANT CONSOLIDATE TO con_db
TYPE mapi
ADDRESS 'Consolidated Database'
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GRANT PUBLISH 文 [SQL Remote]

説明 この文は、現在のデータベースのパブリッシャの識別に使用します。

構文 GRANT PUBLISH TO userid

使用法 SQL Remote インストール環境内の各データベースは、出力メッセー

ジ内でユーザ ID で識別され、「パブリッシャ」と呼ばれます。GRANT 
PUBLISH 文は、これらの出力メッセージと関連付けられているパブ

リッシャ・ユーザ ID を識別します。

PUBLISH 権限は 1 つのユーザ ID にしか割り当てられません。

PUBLISH 権限を持つユーザ ID は、特殊定数 CURRENT PUBLISHER 
で識別します。次のクエリは、現在のパブリッシャを識別します。

SELECT CURRENT PUBLISHER

パブリッシャがない場合、この特殊定数の値は NULL になります。

現在のパブリッシャの特殊定数を、カラムのデフォルトの設定として
使用できます。CURRENT PUBLISHER カラムをテーブルのレプリ

ケーションを行う際のプライマリ・キーに含めると、複数サイトでの
アップデートによりプライマリ・キーの矛盾が発生するのを回避でき
るので便利です。

パブリッシャを変更するには、まず REVOKE PUBLISH 文を使って現

在のパブリッシャを削除し、それから GRANT PUBLISH 文を使って

新しいパブリッシャを作成します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「GRANT PUBLISH 文 [SQL Remote]」 609 ページ

◆ 「GRANT CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 607 ページ

◆ 「REVOKE PUBLISH 文 [SQL Remote]」 706 ページ

◆ 「CREATE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 476 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_publisher プロシー

ジャ」
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例 GRANT PUBLISH TO publisher_ID
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GRANT REMOTE 文 [SQL Remote]

説明 この文は、SQL Remote 階層の現在のデータベースのすぐ下にあり、

現在のデータベースからメッセージを受信するデータベースの識別に
使用します。これらはリモート・ユーザといいます。

構文 GRANT REMOTE TO userid, …
 TYPE message-system, …
 ADDRESS address-string, …
 [ SEND { EVERY | AT } send-time ]

パラメータ userid   パーミッションが付与されるユーザのユーザ ID。

message-system   SQL Remote がサポートするメッセージ・システムの 
1 つ。次のいずれかの値を指定します。

•    FILE

•    FTP

•    MAPI

•    SMTP

•    VIM

address-string   指定したメッセージ・システムに対して有効なアドレ

スを含む文字列

send-time   hh:mm:ss のフォームで時刻を指定する文字列。

使用法 SQL Remote インストール環境では、現在のデータベースからメッ

セージを受信する各データベースに REMOTE パーミッションが必要

です。

この唯一の例外として、SQL Remote 階層で現在のデータベースのす

ぐ上にあるデータベースに、CONSOLIDATE パーミッションを付与し

ます。
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リモート・ユーザはメッセージ・システムにより識別され、統合ユー
ザに対するメッセージの送受信方法が識別されます。address-name に
は、メッセージ・システムに対して有効なアドレスを、一重引用符で
囲んで指定します。

FILE メッセージ・タイプの場合、アドレスは SQLREMOTE 環境変数

で指定されているディレクトリのサブディレクトリです。

GRANT REMOTE 文は、リモート・データベースがメッセージを受信

するのには必要ですが、リモート・データベースをサブスクライブし
て何らかのデータを取得するものではありません。データをサブスク
ライブするには、データベース抽出ユーティリティまたは CREATE 
SUBSCRIPTION 文を使用して、現在のデータベースにあるパブリ

ケーションのユーザ ID に対するサブスクリプションを作成します。

オプションの SEND EVERY 句と SEND AT 句を使用すると、メッセー

ジを送信する間隔を指定できます。文字列には、メッセージ送信間隔
の時間 (SEND EVERY) またはメッセージを送信する時刻 (SEND AT) 
を指定します。SEND AT の場合、メッセージは 1 日に 1 回送信され

ます。

ユーザに SEND EVERY 句も SEND AT 句もない REMOTE パーミッ

ションが付与されている場合、Message Agent はメッセージを処理し

た後、停止します。Message Agent を継続的に実行する場合は、

REMOTE パーミッションを持つすべてのユーザの SEND AT または 
SEND EVERY の頻度が指定されていることを確認します。

多くの統合データベースでは Message Agent を定期的に実行するため、

すべてのリモート・データベースに SEND 句が指定されている必要が

あります。ラップトップ・ユーザに毎日 (SEND AT)、リモート・サー

バに 1、2 時間ごとに (SEND EVERY) メッセージを送信するというの

が、一般的な設定です。効率的に運用するためには、この設定の時間
をできるだけ変えずに使用してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「GRANT PUBLISH 文 [SQL Remote]」 609 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE 文 [SQL Remote]」 708 ページ

◆ 「GRANT CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 607 ページ
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◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_grant_remote プロ

シージャ」
◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「REMOTE パーミッ

ションと CONSOLIDATE パーミッションの付与と取り消し」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 •    次の文は、リモート・パーミッションをユーザ SamS に付与し、

MAPI E-mail システムを使用し、アドレス Singer, Samuel に 2 
時間ごとにメッセージを送信するように設定します。

GRANT REMOTE TO SamS
TYPE mapi
ADDRESS 'Singer, Samuel'
SEND EVERY '02:00'
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GRANT REMOTE DBA 文 [SQL Remote]

説明 この文は、ユーザ ID に対して REMOTE DBA 権限を付与するために

使用します。

構文 GRANT REMOTE DBA
 TO userid, …
 IDENTIFIED BY password

使用法 REMOTE DBA 権限は、DBA ユーザ ID パスワードを送信する際のセ

キュリティを確保しながら、Message Agent がデータベースにフル・

アクセスしてメッセージ内での変更操作をできるようにするもので
す。

REMOTE DBA には以下のプロパティがあります。

•    Message Agent からの接続でない場合は、パーミッションを付与

しません。REMOTE DBA 権限を付与されたユーザ ID には、

Message Agent からの接続以外の接続に関する権限は与えられま

せん。たとえ REMOTE DBA ユーザのユーザ ID とパスワードが

公開されていても、セキュリティ上の問題は発生しません。そ
のデータベースで CONNECT より上のパーミッションが付与さ

れたユーザ ID を使用しないかぎり、データベース内のデータに

アクセスすることはできません。

•    Message Agent から接続した場合は、フル DBA パーミッション

を付与します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「Message Agent とレプ

リケーション・セキュリティ」
◆ 「REVOKE REMOTE DBA 文 [SQL Remote]」 709 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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GROUP BY 句

説明 この句を使用して、カラム、エイリアス名、関数を SELECT 文の一部

としてグループ化します。

構文 GROUP BY [ group-by-list
 | ROLLUP ( group-by-list )
 | ( group-by-list ) WITH ROLLUP
 | CUBE ( group-by-list )
 | ( group-by-list ) WITH CUBE
 | GROUPING SETS  ( grouping-sets ) ]
 [ HAVING search-condition ] 

パラメータ ROLLUP キーワード   ROLLUP 演算は、GROUP BY 句を使用したク

エリの結果セットに計算 ( または小計 ) ローを追加します。

「プレフィクス」は、group-by-list の項目のサブセットです。プレ

フィクスは、group-by-list の項目から一番右側にある 1 つ以上の項目

を除外することによって定義されます。追加のローは、プレフィクス
ごとに結果セットに追加されます。追加のローには、GROUP BY 結
果セットのロー・セットの小計情報が入っています。各小計ローに
は、次のものが含まれます。

• プレフィクスから除外されるカラム NULL。

• プレフィクスにインクルードされるカラム カラムの値。

• 集合関数 除外されたカラムの値に関する集合

ROLLUP 演算の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「ROLLUP の使用」を参照してください。

WITH ROLLUP キーワード   このキーワードは、ROLLUP クエリを

構成する別の方法です。ROLLUP 構文と同じ結果セットを返します。

ROLLUP 演算の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「ROLLUP の使用」を参照してください。

CUBE キーワード   CUBE 演算は、group-by-list のすべてのサブセッ

トについてグループ化を考慮することによって、GROUP BY の小計

ローを生成します。CUBE 演算の詳細については、『ASA SQL ユー

ザーズ・ガイド』 > 「CUBE の使用」を参照してください。
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WITH CUBE キーワード   このキーワードは、CUBE クエリを構成す

る別の方法です。CUBE 構文と同じ結果セットを返します。CUBE 演
算の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「CUBE の
使用」を参照してください。

GROUPING SETS キーワード   GROUPING SETS 演算では、同じク

エリ内の複数の異なるグループ化カラム・セット (GROUPING SETS 
と呼ぶ ) に対してグループを計算します。カッコ内の項目は、それぞ

れ 1 つ以上の GROUPING SETS のファミリを表します。これらのファ

ミリに含まれるすべての GROUPING SETS は、GROUPING SETS キー

ワードが使用されるときに計算されます。select-list の非集約カラムで

グループ化しない GROUPING SETS に対して返されるローは、非グ

ループ化の非集約カラムに NULL 値を含みません。入力データに存在

する NULL 値とグループ化演算子によって挿入された NULL 値を区

別するには、GROUPING() 集合関数を使用します。GROUPING SETS 
演算の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 

「GROUPING SETS の使用」を参照してください。

注意
GROUPING SETS クエリでは、( ) はグループ化カラムを使用しない 
GROUPING SET を示すため、結果セット内に単一ローの出力を生成

します。

HAVING 句   この句は、個々のローの値ではなく、グループ値に基づ

いてローを選択します。HAVING 句を使用できるのは、文が GROUP 
BY 句を持っているか、select リストが集合関数だけで構成されている

場合だけです。HAVING 句の中で参照されるカラム名は、GROUP BY 
句の中に入れるか、または HAVING 句の中の集合関数に対するパラ

メータとして使用します。

使用法 カラム、エイリアス名、または関数によってグループ分けできます。
クエリの結果には、指定したカラム、エイリアス、または関数の中の
個別の値の各セットに対し 1 つのローが入ります。NULL を含むロー

はすべて 1 つのセットとして処理されます。テーブル・リストのロー

の各グループに対する結果にはローが 1 つずつ含まれるため、結果

ローはグループとして頻繁に参照されます。集合関数をこれらのグ
ループに適用して、意味のある結果を取得することができます。
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注意
GROUP BY を使う場合、select-list、HAVING 句、ORDER BY 句が参

照できるのは、GROUP BY 句の中で指定した識別子だけです。例外

は、select-list と HAVING 句が集合関数を持つ場合だけです。

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 「SELECT 文」 718 ページ

◆ 「FROM 句」 586 ページ

◆ 「探索条件」 26 ページ

◆ 「UNION 演算」 777 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ジョイン：複数テーブル

からのデータ検索」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「OLAP 演算について」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ROLLUP の使用」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「CUBE の使用」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「GROUPING SETS の使

用」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。SELECT 文は複雑なため、個々の句

を標準に照らしてチェックしてください。

•    SQL/99   コア機能。SELECT 文は複雑なため、個々の句を標準

に照らしてチェックしてください。たとえば、ROLLUP キー

ワードは T431 の一部です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされますが、構文に

いくつか相違点があります。OLAP 機能は、Adaptive Server 
Enterprise ではサポートされていません。

例 次の ROLLUP クエリの例は、注文の総数を示す結果セットを返し、

各年 (2000 と 2001) の注文数の小計を提供します。

SELECT year (order_date) Year, quarter (order_date) 
Quarter, count (*) Orders
 FROM sales_order
 GROUP BY ROLLUP (Year, Quarter)
 ORDER BY Year, Quarter
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GROUP BY 句
前の ROLLUP 演算の例と同様に、次の CUBE クエリの例は注文の総

数を示す結果セットを返し、各年 (2000 と 2001) の注文数の小計を提

供します。ROLLUP とは異なり、このクエリは各四半期 (1、2、3、4) 
の注文数の小計も示します。

SELECT year (order_date) Year, quarter (order_date) 
Quarter, count (*) Orders
 FROM sales_order
 GROUP BY CUBE (Year, Quarter)
 ORDER BY Year, Quarter

次の GROUPING SETS クエリの例は、2000 年と 2001 年の注文数の小

計を示す結果セットを返します。GROUPING SETS 演算では、CUBE 
演算のように小計の組み合わせをすべて返すのではなく、小計するカ
ラムを選択します。

SELECT year (order_date) Year, quarter (order_date) 
Quarter, count (*) Orders 
 FROM sales_order
 GROUP BY GROUPING SETS ((Year, Quarter), (Year))
 ORDER BY Year, Quarter
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HELP 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL 環境でヘルプを表示するために使用します。

構文 HELP [topic]

使用法 HELP 文を使用して、SQL Anywhere Studio のマニュアルにアクセス

します。

ヘルプの topic をオプションで指定できます。topic が予約語の場合

は、それを一重引用符で囲んでください。ヘルプのフォーマットに
よっては、トピックを指定できない場合があります。その場合は、オ
ンライン・マニュアルのホーム・ページへのリンクが用意されていま
す。

パーミッション なし

関連する動作 なし

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。
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IF 文
IF 文

説明 この文は、SQL 文の条件付き実行を制御するために使用します。

構文 IF search-condition THEN statement-list
 [ ELSEIF { search-condition | operation-type } THEN statement-list ] …
 [ ELSE statement-list ]
 END IF

使用法 IF 文は制御文です。これを使うと search-condition が TRUE と評価す

る SQL 文の 初のリストを条件付きで実行できます。search-
condition が TRUE と評価せず、ELSE 句が存在する場合、ELSE 句の

中の statement-list が実行されます。

実行は END IF の後に記述されている 初の文から再開されます。

IF 文は IF 式とは異なります。

IF 文の構文と IF 式の構文を混同しないでください。

IF 式の詳細については、「IF 式」 20 ページを参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Transact-SQL の IF 文は、構文が少し異なります。

例 次のプロシージャは、IF 文の使い方を示します。
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CREATE PROCEDURE TopCustomer (OUT TopCompany CHAR(35),                               
OUT TopValue INT)
 BEGIN
    DECLARE err_notfound EXCEPTION
    FOR SQLSTATE '02000';
    DECLARE curThisCust CURSOR FOR
    SELECT company_name, CAST(    
sum(sales_order_items.quantity *
    product.unit_price) AS INTEGER) VALUE
    FROM customer
    LEFT OUTER JOIN sales_order
    LEFT OUTER JOIN sales_order_items
    LEFT OUTER JOIN product
    GROUP BY company_name;
    DECLARE ThisValue INT;
    DECLARE ThisCompany CHAR(35);
    SET TopValue = 0;
    OPEN curThisCust;
    CustomerLoop:
    LOOP
       FETCH NEXT curThisCust
       INTO ThisCompany, ThisValue;
       IF SQLSTATE = err_notfound THEN
          LEAVE CustomerLoop;
       END IF;
       IF ThisValue > TopValue THEN
          SET TopValue = ThisValue;
          SET TopCompany = ThisCompany;
       END IF;
    END LOOP CustomerLoop;
    CLOSE curThisCust;
 END
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IF 文 [T-SQL]

説明 この文は、Watcom-SQL IF 文の代わりに、条件による SQL 文の実行

を制御するために使用します。

構文  IF expression
 statement
 [ ELSE
 [ IF expression ]
 statement ]

使用法 Transact-SQL IF と ELSE は、それぞれ単一の SQL 文または複合文 (
キーワード BEGIN と END の間 ) の実行を制御します。

Watcom-SQL IF 文と比較すると、Transact-SQL IF には THEN 文があり

ません。Transact-SQL バージョンには、ELSEIF または END IF キー

ワードもありません。

パーミッション なし

関連する動作 なし

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は、Transact-SQL IF 文をサポー

トしています。

例 次の例は、Transact-SQL IF 文の使い方を示します。

IF (SELECT max(id) FROM sysobjects) < 100
    RETURN
 ELSE
 
       PRINT 'These are the user-created objects'
       SELECT name, type, id
       FROM sysobjects
       WHERE id < 100
    END
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次の 2 つの文のブロックは、Transact-SQL と Watcom-SQL の互換性を

示します。

/* Transact-SQL IF statement */
 IF @v1 = 0
    PRINT '0'
 ELSE IF @v1 = 1
    PRINT '1'
 ELSE
    PRINT 'other'
 /* Watcom-SQL IF statement */
 IF v1 = 0 THEN
    PRINT '0'
 ELSEIF v1 = 1 THEN
    PRINT '1'
 ELSE
    PRINT 'other'
 END IF
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INCLUDE 文 [ESQL]

説明 この文は、SQL プリプロセッサによってスキャンされたソース・プロ

グラムにファイルをインクルードするために使用します。

構文 INCLUDE filename

filename :  SQLDA | SQLCA | string

使用法 INCLUDE 文は、C プリプロセッサ #include 指令と非常によく似てい

ます。SQL プリプロセッサは Embedded SQL ソース・ファイルを読み

込んで、Embedded SQL 文をすべて C 言語のソース・コードに置き換

えます。SQL プリプロセッサに必要な情報が入ったファイルがある場

合は、Embedded SQL INCLUDE 文でそのファイルをインクルードし

てください。

2 つのファイル名 SQLCA と SQLDA が特に認識されます。Embedded 
SQL ソース・ファイルでは、Embedded SQL 文の前に次の文が必要で

す。

EXEC SQL INCLUDE SQLCA;

この文を C 言語の静的変数宣言を置くことができる場所に入れます。

多くの Embedded SQL 文では、SQLCA インクルード文の位置に SQL 
プリプロセッサが宣言する変数 ( プログラマには見えません ) が必要

となります。SQLDA ファイルを使用している場合は、SQLDA ファイ

ルをインクルードします。

パーミッション なし

関連する動作 なし

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。
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INPUT 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、外部ファイルまたはキーボードからデータベースにデータ
をインポートするために使用します。

構文 INPUT INTO [ owner.]table-name
 [ FROM filename | PROMPT ]
 [ FORMAT input-format ]
 [ ESCAPE CHARACTER character ]
 [ ESCAPES { ON | OFF }
 [ BY ORDER | BY NAME ]
 [ DELIMITED BY string ]
 [ COLUMN WIDTHS (integer, …) ]
 [ NOSTRIP ]
 [ ( column-name, … ) ]
 [ ENCODING encoding ]

input-format :
 ASCII | DBASE | DBASEII | DBASEIII
 | EXCEL | FIXED | FOXPRO | LOTUS

encoding : identifier または string

パラメータ FROM 句   filename は引用符付き文字列としてサーバに渡されます。

したがって、文字列は他の SQL 文字列と同じフォーマット要件に従

います。特に、次の場合です。

•    ディレクトリ・パスを示すには、円記号 (\) を 2 つの円記号で表

してください。したがって、ファイル c:¥temp¥input.dat から 
employee テーブルにデータをロードする文は、次のようになり

ます。

INPUT INTO employee
FROM 'c:¥¥temp¥¥input.dat'

•    パス名は、Interactive SQL が実行されているマシンからの相対で

す。

PROMPT 句   PROMPT 句では、ユーザがロー内の各カラムの値を入

力できます。ウィンドウ・モードで実行している場合は、ユーザが新
規ローの値を入力できるダイアログが表示されます。ユーザがコマン
ド・ラインで Interactive SQL を実行している場合、Interactive SQL は
コマンド・ラインに各カラムの値を入力するようユーザに求めます。
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FORMAT 句   値の各セットは、FORMAT 句で指定したフォーマット

の中、または FORMAT 句を指定しない場合は 
SET OPTION INPUT_FORMAT 文で設定したフォーマットの中に入れ

てください。ユーザが入力する場合、ダイアログが表示され、ユーザ
は入力フォーマットの中に 1 行あたり 1 つのローを入力します。

特定のファイル・フォーマットには、カラム名と型に関する情報が含
まれています。データベース・テーブルが存在していない場合、
INPUT 文はこの情報を使ってデータベース・テーブルを作成します。

これは、データベースにデータをロードする非常に簡単な方法です。
テーブルの作成に十分な情報を持つフォーマットは、次のとおりで
す。DBASEII、DBASEIII、FOXPRO、LOTUS。

コマンド・ファイルからの入力は、END がある行で終了します。

ファイルからの入力はファイルの 後で終了します。

使用できる入力フォーマットは、次のとおりです。

•    ASCII   入力行は ASCII 文字であり、1 行あたり 1 つのローで構

成され、値はカンマで区切られているものとみなされます。ア
ルファベットの文字列をアポストロフィ ( 一重引用符 ) または二

重引用符で囲むことができます。カンマを含む文字列は、一重
引用符または二重引用符のどちらかで囲みます。文字列そのも
のに一重引用符または二重引用符を含める場合は、引用符文字
を文字列の中で 2 つ続けて入力して使用してください。オプ

ションで、DELIMITED BY 句を使って、デフォルトのカンマで

はなく、他のデリミタを使用できます。

他の 3 つの特別なシーケンスも認識できます。2 つの文字 \n は
改行文字を表し、\ は 1 つの (\) を表し、シーケンス \xDD は 16 
進コード DD の文字を表します。

•    DBASE   このファイルは、dBASE II または dBASE III フォー

マットです。Interactive SQL はどちらのフォーマットであるか

を、ファイルの中の情報に基づいて決定しようとします。テー
ブルがない場合は、テーブルが作成されます。

•    DBASEII   このファイルは dBASE II フォーマットです。テーブ

ルがない場合は、テーブルが作成されます。

•    DBASEIII   このファイルは dBASE III フォーマットです。テー

ブルがない場合は、テーブルが作成されます。
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•    EXCEL   入力ファイルは Microsoft Excel 2.1 のフォーマットで

す。テーブルがない場合は、テーブルが作成されます。

•    FIXED   入力行は固定フォーマットです。カラムの幅は、

COLUMN WIDTHS 句を使って指定できます。カラムの幅を指定

しない場合、ファイル内のカラム幅は、対応するデータベース・
カラムの型の値に必要な文字の 大値と同じにしてください。

FIXED フォーマットは、埋め込まれた改行と End of File 文字

シーケンスを含むバイナリ・カラムでは使用できません。

•    FOXPRO   このファイルは FoxPro フォーマットです。テーブル

がない場合は、テーブルが作成されます。

•    LOTUS   このファイルは Lotus WKS フォーマットのワークシー

トです。INPUT は、Lotus WKS フォーマット・ワークシートの

第 1 行はカラム名であるとみなします。テーブルがない場合は、

テーブルが作成されます。この場合、作成されたカラムの型と
サイズは正確ではありません。ファイル内の情報がカラムでは
なく、セルに属しているからです。

ESCAPE CHARACTER 句   16 進コードと記号として格納されている

文字に使用するデフォルトのエスケープ文字は円記号 (\) です。たと

えば、\x0A は改行文字です。

エスケープ文字は、ESCAPE CHARACTER 句を使って変更すること

ができます。たとえば、感嘆符 (!) をエスケープ文字として使用する

には、次のように入力します。

... ESCAPE CHARACTER '!'

エスケープ文字として使用できるのは、1 つの 1 バイト文字だけで

す。

ESCAPES 句   ESCAPES をオン ( デフォルト ) にすると、データベー

ス・サーバによって円記号に続く文字が認識され、特殊文字として解
釈されます。改行文字は \n との組み合わせとしてインクルードされ、

他の文字はタブ文字の \x09 のような 16 進の ASCII のコードとして

データにインクルードされます。2 つの円記号 (\) は 1 つの円記号と

して解釈されます。円記号 (\) の後に n、x、X、\ 以外の文字がある

場合、それらは別々の文字と解釈されます。たとえば、\q であれば、

円記号と q が挿入されます。
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BY 句   BY 句は、入力ファイルのカラムをテーブル・カラムと一致さ

せる基準として、ユーザがリストの並び順 ( デフォルトの ORDER) ま
たは名前 (NAME) を指定できるようにします。すべての入力フォー

マットが、ファイルの中にカラム名情報を持っているわけではありま
せん。NAME は、それを持つフォーマットにだけ許可されています。

これらは、テーブルの自動作成を許可する DBASEII、DBASEIII、
FOXPRO、LOTUS と同じフォーマットです。

DELIMITED BY 句   DELIMITED BY 句を使用すると、ASCII 入力

フォーマットの中でデリミタとして使用する文字列を指定できます。

COLUMN WIDTHS 句   COLUMN WIDTHS を指定できるのは、

FIXED フォーマットの場合だけです。これは入力ファイルのカラム

の幅を指定します。COLUMN WIDTHS を指定しない場合、幅はデー

タベース・カラムのタイプによって決定されます。FIXED フォー

マットの LONG VARCHAR または BINARY データを挿入する場合

は、この句を使用しないでください。

NOSTRIP 句   通常、ASCII 入力フォーマットの場合、後続ブランク

を引用符の付いていない文字列から削除してから値を挿入します。
NOSTRIP を使うと、後続ブランクを削除しないようにできます。後

続ブランクは、オプションが使用されているかどうかに関わらず、引
用符付きの文字列からは削除できません。先行ブランクは、
NOSTRIP オプション設定に関わらず引用符の付いていない文字列か

ら削除されます。

ASCII ファイルにカラムを NULL とするデータが入力されている場

合、そのデータは NULL として扱われます。その位置のカラムを 
NULL にできない場合は、数値カラムには 0、文字列カラムには空の

文字列が挿入されます。

ENCODING 句   encoding 引数では、ファイルの読み取りに使用され

るコードを指定できます。ENCODING 句は、ASCII フォーマットで

のみ使用できます。

encoding が指定されていない場合、Interactive SQL は、次のようにリ

ストで先に出現するコード・ページ値を後で出現するコード・ページ
値より優先することで、ファイルの読み込みに使用するコード・ペー
ジを判断します。
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•    DEFAULT_ISQL_ENCODING オプションを使って指定された

コード・ページ ( このオプションが設定されていた場合 )

•    Interactive SQL の開始時に -codepage で指定されたコード・ペー

ジ

•    Interactive SQL が動作しているコンピュータのデフォルトのコー

ド・ページ

Interactive SQL とコードの詳細については、『ASA データベース管理

ガイド』 > 「DEFAULT_ISQL_ENCODING オプション [Interactive 
SQL]」 を参照してください。

使用法 INPUT 文を使用すると、指定したデータベース・テーブルの中に効

率よく大量に挿入できます。入力行は、[ 対話型入力 ] ウィンドウを

通してユーザから (PROMPT を指定する場合 )、またはファイルから 
(FROM ファイル名を指定する場合 ) 読み込まれます。どちらも指定し

ない場合は、INPUT 文を含むコマンド・ファイルから入力が読み込

まれます。Interactive SQL の場合は、[SQL 文 ] ウィンドウ枠から直接

読み込むこともできます。この場合、入力は文字列 END のある行で

終わります。

いずれかの入力フォーマットに対してカラム・リストを指定すると、
目的のテーブルの指定したカラムにデータが挿入されます。デフォル
トでは、INPUT 文は、入力ファイルのカラムの値がデータベース・

テーブル定義の中と同じ順序で表示されるものとみなします。入力
ファイルのカラムの順序が異なる場合は、INPUT 文の末尾に実際の

カラムの順序をリストしてください。

たとえば、次の文を使用してテーブルを作成するとします。

CREATE TABLE inventory (
 quantity INTEGER,
 item VARCHAR(60)
 )

また、quantity 値の前に name 値がある入力ファイル stock.txt から 
ASCII データをインポートするとします。

'Shirts', 100
 'Shorts', 60
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この場合は、データが適切に挿入されるように、INPUT 文の末尾に

入力ファイルの実際のカラム順序をリストします。

INPUT INTO inventory
 FROM stock.txt
 FORMAT ASCII
 (item, quantity);

デフォルトでは、INPUT 文は、エラーの原因となるローを挿入しよ

うとすると停止します。ON_ERROR と CONVERSION_ERROR オプ

ションを設定すると、さまざまな方法でエラーを処理することができ
ます (「SET OPTION 文」を参照してください )。文字列値が INPUT 
上でトランケートされる場合、Interactive SQL は [ メッセージ ] ウィ

ンドウ枠に警告を表示します。NOT NULL カラムで値が見つからな

い場合、数値型カラムは 0 に設定され、数値型でないカラムは空の文

字列に設定されます。INPUT は NULL のローを挿入しようとすると、

入力ファイルには空のローができます。

パーミッション テーブルまたはビューに対する INSERT パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「OUTPUT 文 [Interactive SQL]」 665 ページ

◆ 「INSERT 文」 631 ページ

◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 「SET OPTION 文」 738 ページ

◆ 「LOAD TABLE 文」 643 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次は、ASCII テキスト・ファイルからの INPUT 文の例です。

INPUT INTO employee
 FROM new_emp.inp
 FORMAT ASCII;
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INSERT 文

説明 1 つのロー ( 構文 1) またはデータベースのある場所から選択したロー 
( 構文 2) をテーブルに挿入します。

構文 1 INSERT [ INTO ] [ owner.]table-name [ ( column-name, … ) ]
 [ ON EXISTING { ERROR | SKIP | UPDATE } ]
 VALUES ( expression | DEFAULT, … )

構文 2 INSERT [ INTO ] [ owner.]table-name [ ( column-name, … ) ]
 [ ON EXISTING { ERROR | SKIP | UPDATE } ]
 [ WITH AUTO NAME ]
 select-statement

パラメータ WITH AUTO NAME 句   WITH AUTO NAME は、構文 2 だけに適用

されます。WITH AUTO NAME を指定すると、SELECT 文の項目名に

よってデータの所属カラムが決まります。SELECT 文の項目には、カ

ラム参照かエイリアスの式を指定してください。SELECT 文で定義さ

れていない送信先カラムには、デフォルト値が割り当てられます。こ
れは送信先テーブルのカラム数が多い場合に役立ちます。

ON EXISTING 句   INSERT 文の ON EXISTING 句は、両方の構文に適

用されます。ON EXISTING 句は、プライマリ・キー・ルックアップ

に基づいて、新しい値でテーブルの既存のローを更新します。この句
は、プライマリ・キーが設定されたテーブルでのみ使用できます。プ
ライマリ・キーがないテーブルでこの句を使用すると、構文エラーに
なります。ON EXISTING を指定してプロキシ・テーブルに値を挿入

することはできません。

ON EXISTING 句を指定すると、サーバは各入力ローに対してプライ

マリ・キー・ルックアップを実行します。対応するローがテーブルに
存在しなければ、通常どおりに新しいローを挿入します。ローがテー
ブルにすでに存在する場合は、入力ローを無視する (SKIP)、入力ロー

の値を更新する (UPDATE)、重複したキー値のエラー・メッセージを

生成する (ERROR) 操作のいずれかを選択できます。

ON EXISTING を指定しなかった場合は、デフォルトでは、ローがす

でに存在するテーブルにローを挿入しようとすると、キー値の重複エ
ラーになります。これは ON EXISTING ERROR の指定と同じです。
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使用法 INSERT 文を使って、データベース・テーブルに新しいローを追加し

ます。

構文 1   指定された式の値を使用して、1 つのローを挿入します。

キーワード DEFAULT を使うと、カラムのデフォルト値を挿入できま

す。オプションのカラム名のリストを指定すると、指定したカラムの
中に値が 1 つずつ挿入されます。カラム名のリストを指定しないと、

作成順 (SELECT * を使って取り出すときと同じ順序 ) に値がテーブ

ル・カラムの中に挿入されます。ローは、任意の位置にあるテーブル
に挿入されます ( リレーショナル・データベースでは、テーブルは順

序付けられません )。

構文 2   一般的な SELECT 文の結果を使用して、テーブルに大量に挿

入します。SELECT 文に ORDER BY 句が含まれていない場合、任意

の順序で挿入が行われます。

カラム名を指定すると、select リストのカラムは、通常、カラム・リ

ストに指定されたカラム、または作成順に並べたカラムと一致しま
す。

ビューへの挿入ができるのは、ビューを定義するクエリ指定が更新可
能で、FROM 句にテーブルが 1 つしか指定されていない場合です。

次の要素を含むクエリ式またはクエリ指定で構成されるビューは、本
来は更新不可能です。

•    DISTINCT 句

•    GROUP BY 句

•    集合関数

•    ベース・テーブル以外の select-list 項目

テーブルに挿入した文字列は、データベースが大文字と小文字を区別
するかどうかに関係なく、常に入力された大文字と小文字の状態のま
まで格納されます。したがって、テーブルの中へ挿入される文字列 
Value は、常に大文字の V と残りの英字が小文字で格納されます。

SELECT 文は、文字列を Value として返します。ただし、データベー

スで大文字と小文字が区別されない場合は、すべての比較において 
Value は value、VALUE などと同じとみなされます。さらに、単一カ
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ラムのプライマリ・キーにエントリ Value がある場合は、プライマ

リ・キーがユニークでなくなるので、INSERT 文による value の追加

は拒否されます。

INSERT 文を使用してデータを大量に挿入する場合も、カラム統計は

更新されます。

パフォーマンスを改善するためのヒント
テーブルに多数のローを挿入するには、個別の INSERT 文を多数実行

するよりも、可能であればカーソルを宣言し、そのカーソルを通じて
ローを挿入する方が効率的です。データを挿入する前に、テーブル・
ページごとに今後の更新のために確保する空き領域の割合を指定でき
ます。詳細については、「ALTER TABLE 文」 355 ページを参照してく

ださい。

パーミッション テーブルに対する INSERT パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「INPUT 文 [Interactive SQL]」 625 ページ

◆ 「LOAD TABLE 文」 643 ページ

◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 「PUT 文 [ESQL]」 680 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。INSERT … ON EXISTING はベンダ拡

張です。

•    SQL/99   コア機能。INSERT … ON EXISTING はベンダ拡張で

す。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 データベースに Eastern Sales 部を追加します

INSERT
 INTO department ( dept_id, dept_name )
 VALUES ( 230, 'Eastern Sales' )

テーブル dept_head を作成し、部長とその部の名前を挿入します。
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CREATE TABLE dept_head(
       pk int primary key default autoincrement,
       dept_name varchar(128),
       manager_name varchar (128) );
 INSERT
 INTO dept_head (manager_name, dept_name)
 SELECT emp_fname || ' ' || emp_lname, dept_name
 FROM employee JOIN department
 ON emp_id = dept_head_id

テーブル dept_head を作成し、WITH AUTO NAME 構文を使用して部

長とその部の名前を挿入します。

CREATE TABLE dept_head(
       pk int primary key default autoincrement,
       dept_name varchar(128),
       manager varchar (128) );
 INSERT
 INTO dept_head WITH AUTO NAME
 SELECT emp_fname || ' ' || emp_lname AS manager,
       dept_name
 FROM employee JOIN department
 ON emp_id = dept_head_id

テーブル mytab を作成し、WITH AUTO NAME 構文を使用してデータ

を挿入します。

CREATE TABLE mytab(
       pk int primary key default autoincrement,
       table_name char(128),
       len int );
 INSERT into mytab WITH AUTO NAME
 SELECT
       length(t.table_name) AS len,
       t.table_name
 FROM SYS.SYSTABLE t
 WHERE table_id<=10
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INSTALL JAVA 文

説明 この文は、データベース内で Java クラスを使用できるようにします。

構文 INSTALL JAVA
 [ NEW | UPDATE ]
 [ JAR jar-name ]
 FROM { FILE filename | expression }

パラメータ NEW | UPDATE キーワード    NEW のインストール・モードを指定す

る場合、参照する Java クラスは現在インストールされているクラス

の更新ではなく、新しいクラスにしてください。データベース内に同
じ名前のクラスがあり、NEW インストール・モードが使用されてい

る場合は、エラーになります。

UPDATE を指定すると、参照する Java クラスは指定されたデータ

ベースにすでにインストールされている Java クラスの代替を含むこ

とがあります。

install-mode が省略されると、デフォルトは NEW です。

JAR 句   この句を指定する場合は、filename に jar ファイルを指定し

ます。JAR ファイルは、通常 .jar または .zip の拡張子を持ちます。

インストールされた jar と zip ファイルは、圧縮または圧縮解除でき

ます。

JAR オプションを指定すると、jar の持つクラスがインストールされ

た後で jar として保持されます。この jar は、これらのクラスの jar に
関連付けられています。JAR オプションと一緒にデータベースにイン

ストールされている jar は、データベースの保持された jar と呼ばれま

す。

jar-name は、255 バイト以内の文字列値です。後続の INSTALL JAVA 
文、UPDATE 文、REMOVE JAVA 文で保持された jar を識別するため

に、jar-name が使用されます。

FROM FILE 句   インストールする Java クラスのロケーションを指定

します。
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file-name でサポートされるフォーマットは、c:¥libs¥jarname.jar や /usr/
u/libs/jarname.jar のような完全に修飾されたファイル名と、データベー

ス・サーバの現在の作業ディレクトリを基準にした相対ファイル名で
す。

filename は、クラス・ファイルまたは jar ファイルのどちらかとして

識別してください。

FROM 式句   式は、値として有効なクラス・ファイルまたは jar ファ

イルを持つバイナリ型に評価されるようにします。

使用法 各クラスのクラス定義は、 初にそのクラスを使用するときに各接続
の VM でロードされます。クラスをインストールすると、接続の VM 
が暗黙的に再起動されます。このため、INSTALL が NEW または 
UPDATE のいずれの install-mode を持つかに関わらず、新しいクラス

に即時アクセスします。VM が再起動されるため、Java 静的変数に格

納されていた値はすべて失われ、Java クラス・タイプの SQL 変数は

すべて削除されます。

他の接続では、新しいクラスは VM が 初にクラスにアクセスして次

のときにロードされます。クラスがすでに VM でロードされている場

合、VM がその接続のために ( たとえば、STOP JAVA や START JAVA 
を使用して ) 再起動されるまで、接続には新しいクラスは見えませ

ん。

パーミッション INSTALL JAVA 文を実行するには、DBA 権限が必要です。

すべてのインストールされたクラスは、すべてのユーザがすべての方
法で参照できます。

Windows CE ではサポートされません。

参照 ◆ 「REMOVE JAVA 文」 690 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文は、クラスのファイル名とロケーションを指定して、ユーザの
作成した Demo という名前の Java クラスをインストールします。
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INSTALL JAVA NEW
 FROM FILE 'D:¥JavaClass¥Demo.class'

インストール後、クラスはその名前で参照されます。その元のファイ
ル・パスのロケーションは使用されなくなります。たとえば、次の文
は前の文でインストールしたクラスを使用します。

create variable d Demo

Demo クラスがパッケージ sybase.work のメンバの場合は、次の例の

ように、完全に修飾されたクラス名を使用してください。

CREATE VARIABLE d sybase.work.Demo

次の文は、zip ファイルに含まれるすべてのクラスをインストールし、

それらを JAR ファイル名でデータベース内に関連付けます。

INSTALL JAVA
 JAR 'Widgets'
 FROM FILE 'C:¥Jars¥Widget.zip'

ここでも、zip ファイルのロケーションは保持されません。クラスは

完全に修飾されたクラス名 ( パッケージ名とクラス名 ) を参照しなけ

ればなりません。
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INTERSECT 演算

説明 2 つ以上のクエリの結果セット間の共通部分を計算します。

構文 select-statement
   INTERSECT [ ALL | DISTINCT ] select-statement
 [ INTERSECT [ ALL | DISTINCT ] select-statement ] …
 [ ORDER BY [ integer | select-list-expression-name ] [ ASC | DESC ], … ]

使用法 複数の SELECT 文の結果セット間の共通部分は、INTERSECT または 
INTERSECT ALL を使用して 1 つの結果として取得できます。

INTERSECT DISTINCT は INTERSECT と同じです。

コンポーネントの SELECT 文には、それぞれ select リストの中に共通

の項目を指定します。各文には ORDER BY 句を含めることはできま

せん。

INTERSECT の結果は INTERSECT ALL と同じです。ただし、

INTERSECT を使用するときに、重複するローが削除されてから結果

セット間の共通部分が計算される場合は除きます。

2 つの select リスト中の対応する項目が異なるデータ型の場合、

Adaptive Server Anywhere は結果の中から対応するカラムのデータ型を

選択し、各コンポーネント SELECT 文のカラムを自動的にそれぞれ変

換します。UNION の 初のクエリ指定は、ORDER BY 句と一致する

名前を判断するために使用します。

表示されるカラム名は、 初の SELECT 文に対して表示されるカラム

名と同じです。結果セットのカラム名をカスタマイズするには、
SELECT 文で WITH 句を使用するという方法もあります。

パーミッション コンポーネントの SELECT 文のそれぞれに対して、SELECT パーミッ

ションが必要です。

関連する動作 なし

参照 「EXCEPT 演算」 562 ページ

「UNION 演算」 777 ページ
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標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   F302 の機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 INTERSECT の使用例については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「集合演算子と NULL」 を参照してください。
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LEAVE 文

説明 この文は、複合文またはループから出るために使用します。

構文 LEAVE statement-label

参照 ◆ 「LOOP 文」 655 ページ

◆ 「FOR 文」 582 ページ

◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ、トリガ、

バッチの使用」

使用法 LEAVE 文は制御文です。これを使うと、指定したラベルの複合文ま

たは指定したラベルのループを離れることができます。実行は、複合
文またはループの後に記述されている 初の文から再開されます。

プロシージャまたはトリガの本文である複合文は、プロシージャまた
はトリガの名前と同じ暗黙のラベルを持っています。

パーミッション なし

関連する動作 なし

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

BREAK 文は、Transact-SQL 互換のプロシージャに同様の機能を

提供します。

例 次のフラグメントは、LEAVE 文を使ってループを離れる方法を示し

ます。

SET i = 1;
 lbl:
 LOOP
    INSERT
    INTO Counters ( number )
    VALUES ( i );
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    IF i >= 10 THEN
       LEAVE lbl;
    END IF;
    SET i = i + 1
 END LOOP lbl

次のフラグメントは、ネストされたループ内で LEAVE を使用します。

outer_loop:
 LOOP
    SET i = 1;
    inner_loop:
    LOOP
       ...
       SET i = i + 1;
       IF i >= 10 THEN
          LEAVE outer_loop
       END IF
    END LOOP inner_loop
 END LOOP outer_loop
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LOAD STATISTICS 文

説明 この文は、統計をシステム・テーブル SYSCOLSTAT にロードします。

dbunload ユーティリティで、古いデータベースからカラム統計をアン

ロードするために使用されます。手動では使用しないでください。

構文 LOAD STATISTICS [ [ owner.]table-name.]column-name
  format-id, density, max-steps, actual-steps, step-values, frequencies

パラメータ format_id   SYSCOLSTAT システム・テーブルにある残りのローの

フォーマットを決定するための内部フィールド。

density   カラムの単一の値の加重平均による選択性の推定。ローに格

納されている大きい単一値の選択性は考慮されません。

max_steps   ヒストグラム内で可能な 大ステップ数。

actual_steps   この時点で実際に使用されているステップ数。

step_values   ヒストグラムのステップの境界値。

frequencies   ヒストグラムのステップの選択性。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SYSCOLSTAT システム・テーブル」 825 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「dbunload コマンド・ライ

ン・ユーティリティを使用したデータベースのアンロード」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。
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LOAD TABLE 文

説明 この文は、外部 ASCII フォーマット・ファイルからデータベース・

テーブルの中へバルク・データをインポートするために使用します。
挿入はログ・ファイルに記録されません。そのため、クラッシュに
よってデータが失われる危険があり、この文は SQL Remote や Mobile 
Link リモート・データベースでは使用できません。

構文 LOAD [ INTO ] TABLE [ owner.]table-name [ ( column-name, … ) ]
 FROM filename
 [ load-option … ]
 [ statistics-limitation-options ]

load-option :
    CHECK CONSTRAINTS { ON | OFF }
 | COMPUTES { ON | OFF }
 | DEFAULTS { ON | OFF }
 | DELIMITED BY string
 | ESCAPE CHARACTER character
 | ESCAPES { ON | OFF }
 | FORMAT { ASCII | BCP }
 | HEXADECIMAL {ON | OFF}
 | ORDER {ON | OFF}
 | PCTFREE percent-free-space
 | QUOTES { ON | OFF }
 | SKIP integer
 | STRIP { ON | OFF }
 | WITH CHECKPOINT { ON | OFF }

statistics-limitation-options :
 STATISTICS  { ON [ ALL COLUMNS ] | OFF | ON KEY COLUMNS | ON ( 
column-list ) }

filename : { string | variable }

パラメータ カラム名   DEFAULTS オプションがオフに設定されている場合、カラ

ム・リストにないカラムは NULL になります。DEFAULTS オプショ

ンがオンに設定され、カラムにデフォルト値がある場合は、そのデ
フォルト値が使われます。DEFAULTS オプションがオフに設定され、

NULL 入力不可のカラムがカラム・リストに含まれていない場合、エ

ンジンは空の文字列をそのカラムのデータ型に変換しようとします。
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カラム・リストが指定されていると、ファイルに存在すると思われる
カラムと、ファイル内でのカラムの順序がカラム・リストにリストさ
れます。カラム名を繰り返すことはできません。リストにないカラム
名は、null、0、空、または DEFAULT に設定されます。設定値は、カ

ラムに NULL が許可されているかどうか、どのデータ型か、

DEFAULTS がオンかオフかによって異なります。LOAD TABLE に
よって無視される入力ファイル内のカラムは、カラム名 "filler()" を使

用して指定できます。

FROM オプション   filename-string は文字列としてサーバに渡されま

す。したがって、文字列は他の SQL 文字列と同じフォーマット要件

に従います。特に、次の場合です。

•    ディレクトリ・パスを示すには、円記号 (\) を 2 つの円記号で表

してください。したがって、ファイル c:¥temp¥input.dat から 
employee テーブルにデータをロードする文は、次のようになり

ます。

LOAD TABLE employee
FROM 'c:¥¥temp¥¥input.dat' ...

•    パス名はデータベース・サーバを基準にした相対パスを指定し

ます。クライアント・アプリケーションではありません。別の
コンピュータのデータベース・サーバ上で文を実行している場
合、ディレクトリ名はそのサーバ・マシンのディレクトリを参
照し、クライアント・マシンのディレクトリは参照しません。

•    UNC パス名を使用すると、サーバ以外のコンピュータ上のファ

イルからデータをロードできます。たとえば、Windows 95 また

は Windows NT ネットワークにおいて、次の文を使ってクライ

アント・マシン上のファイルからデータをロードできます。

LOAD TABLE employee
FROM '¥¥¥¥client¥¥temp¥¥input.dat'

CHECK CONSTRAINTS オプション   このオプションはデフォルト

でオンに設定されますが、アンロード・ユーティリティはこのオプ
ションをオフに設定して LOAD TABLE 文を書き出します。
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CHECK CONSTRAINTS をオフに設定すると、検査制約は無効になり

ます。この機能は、データベースを再構築するときなどに役立ちま
す。テーブルにまだ作成されていないユーザ定義関数を呼び出す検査
制約があると、このオプションがオフに設定されていない場合、再構
築は失敗します。

COMPUTES オプション   デフォルトでは、COMPUTES は ON です。

COMPUTES を ON に設定すると、計算カラムの再計算が有効になり

ます。

COMPUTES を OFF に設定すると、計算カラムの再計算が無効になり

ます。このオプションは、たとえば、データベースを再構築すると
き、テーブルの中に、まだ作成されていないユーザ定義関数を呼び出
す計算カラムがある場合に役立ちます。この場合は、COMPUTES を 
OFF に設定しないと再構築に失敗します。

アンロード・ユーティリティ (dbunload) は、COMPUTES を OFF に設

定して LOAD TABLE 文を書き出します。

DEFAULTS オプション   デフォルトでは、DEFAULTS は OFF です。

DEFAULTS オプションが OFF の場合は、カラム・リストにないカラ

ムすべてに NULL が割り当てられます。DEFAULTS オプションが 
OFF で、NULL 入力不可能なカラムがカラム・リストから省かれてい

る場合は、データベース・サーバが、空の文字列をカラムの型に変換
しようとします。DEFAULTS オプションが ON で、カラムにデフォル

ト値が入っている場合は、その値が使用されます。

DELIMITED BY オプション   デフォルトのカラム・デリミタ文字は

カンマです。指定した文字列を代わりのカラム・デリミタとして使え
ます。同じフォーマット要件が、他の SQL 文字列に適応されます。

特に、デリミタにタブを指定するには、タブ文字の 16 進 ASCII コー

ド (9) を使用します。DELIMITED BY 句は次のようになります。

...DELIMITED BY '¥x09' ...

指定できるデリミタの 大長は 255 バイトです。次に例を示します。

...DELIMITED BY '###' ...

ESCAPE CHARACTER オプション   16 進のコードと記号として格納

されている文字に使用するデフォルトのエスケープ文字は円記号 (\) 
です。たとえば、\x0A は改行文字です。
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エスケープ文字は、ESCAPE CHARACTER 句を使って変更すること

ができます。たとえば、感嘆符 (!) をエスケープ文字として使用する

には、次のように入力します。

... ESCAPE CHARACTER '!'

エスケープ文字として使用できるのは、1 つの 1 バイト文字だけで

す。

ESCAPES オプション   ESCAPES をオン ( デフォルト ) にすると、

データベース・サーバによって円記号に続く文字が認識され、特殊文
字として解釈されます。改行文字は \n との組み合わせとしてインク

ルードされ、他の文字はタブ文字の \x09 のような 16 進の ASCII の
コードとしてデータにインクルードされます。2 つの円記号 (\) は 1 
つの円記号として解釈されます。円記号 (\) の後に n、x、X、\ 以外

の文字がある場合、それらは別々の文字と解釈されます。たとえば、
\q であれば、円記号と q が挿入されます。

FORMAT オプション   ASCII を選択すると、入力行は ASCII 文字で

あり、1 行あたり 1 つのローで構成され、カラム・デリミタ文字に

よって値が区切られます。BCP を選択すると、blob を含む ASE 生成

の BCP アウト・ファイルをインポートできます。

HEXADECIMAL オプション   デフォルトでは、HEXADECIMAL は 
ON です。HEXADECIMAL が ON の場合、バイナリ・カラム値は 
0xnnnnnn… として読み込まれます。n はそれぞれ 16 進数字です。マ

ルチバイト文字セットを扱う場合は、HEXADECIMAL ON を使用す

ることが重要です。

HEXADECIMAL オプションを使用する場合は、FORMAT ASCII オプ

ションのみ指定してください。

ORDER オプション   ORDER のデフォルトは ON です。ORDER が 
ON に設定され、クラスタード・インデックスが宣言されている場

合、LOAD TABLE はクラスタード・インデックスに従って入力デー

タをソートし、同じ順序でローを挿入します。ロードするデータがす
でにソート済みの場合は、ORDER を OFF に設定してください。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「クラスタード・

インデックスの使用」を参照してください。
646



     第 4 章   SQL 文
QUOTES オプション   QUOTES をオン ( デフォルト ) に設定すると、

LOAD TABLE 文は引用符文字で囲まれた文字列を探します。引用符

文字はアポストロフィ ( 一重引用符 ) または二重引用符のいずれかで

す。文字列の中で 初に出てくるこのような文字は、その文字列の引
用符文字として処理されます。文字列の終わりには先頭にあるものと
同じ引用符が必要です。

引用符をオンにして、カラム・デリミタ文字をカラム値の中に入れる
ことができます。また、引用符文字は値の一部とはみなされません。
このため、次の形式の行は 3 つではなく、2 つの値として扱われま

す。

'123 High Street, Anytown',(715)398-2354

アドレスにカンマがあるかどうかは関係ありません。また、アドレス
を囲む引用符は、データベースへは挿入されません。

値の中に引用符文字をインクルードするには、QUOTES をオンにし

て、2 つの引用符を使用します。次の行は、第 3 カラムの中へ一重引

用符文字である値を入れます。

'123 High Street, Anytown','(715)398-2354',''''

SKIP オプション   ファイルの 初の数行を無視するには SKIP オプ

ションを含めます。integer 引数では、スキップする行数を指定しま

す。たとえば、このオプションを使用して、カラム見出しを含む行を
スキップできます。ロー・デリミタがデフォルト ( 改行 ) でない場合、

引用符で囲まれた文字列と共に埋め込まれたロー・デリミタがデータ
に含まれると、スキップが正しく動作しないことがあります。

STRIP オプション   STRIP をオン ( デフォルト ) にして、後続ブラン

クを削除してから値を挿入します。STRIP オプションをオフにするに

は、次の句を使います。

...STRIP OFF ...

後続ブランクが削除されるのは、引用符で囲まれていない文字列だけ
です。引用符で囲まれた文字列では、後続ブランクが保持されます。
先行ブランクは、引用符で囲まれている場合を除いて、STRIP 設定に

関わらず削除されます。
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WITH CHECKPOINT オプション   デフォルト設定は OFF です。ON 
に設定すると、文が正常に完了し、ログした後、チェックポイントが
発行されます。

WITH CHECKPOINT ON を指定せず、CHECKPOINT を発行する前に

データベースの自動リカバリが必要な場合、リカバリが正しく完了す
るためには、テーブルのロードに使用されるデータ・ファイルが存在
していなければなりません。WITH CHECKPOINT ON を指定し、リカ

バリが続いて必要な場合、リカバリはチェックポイントの後で始ま
り、データ・ファイルは存在する必要はありません。

警告
データベース・オプション CONVERSION_ERROR を OFF に設定する

と、不正なデータをロードしてもエラーがレポートされないことがあ
ります。WITH CHECKPOINT ON を指定しない場合、データベースの

リカバリが必要となったときには、CONVERSION_ERROR が ON ( デ
フォルト値 ) であれば、リカバリが失敗することがあります。

CONVERSION_ERROR を OFF に設定し、WITH CHECKPOINT ON を
指定せずに、テーブルをロードしないことをおすすめします。

詳細については、「CONVERSION_ERROR オプション」を参照してく

ださい。

データベースが破壊され、バックアップを使って現在のログ・ファイ
ルを適用する必要がある場合は、このオプションの設定に関わらず
データ・ファイルが必要となります。

PCTFREE オプション   各テーブル・ページに確保する空き領域の割

合を指定します。この設定は、テーブルに対する永続的な設定を上書
きしますが、それはロードの間のみです。

percent-free-space の値は、0 ～ 100 までの整数です。0 を指定すると、

各ページに空き領域を残さず、各ページを完全にパックします。高い
値に設定すると、各ローは単独でページに挿入されます。

PCTFREE の詳細については、「CREATE TABLE 文」 484 ページを参照

してください。

statistics-limitation-options   LOAD TABLE の実行中に統計が生成され

るカラムを制限できます。制限しないと、すべてのカラムに対して統
計が生成されます。統計が一部のカラムで使用されないことが確かな
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場合のみ、このオプションを使用してください。ON ALL COLUMNS 
( デフォルト )、OFF、ON KEY COLUMNS、または統計を生成するカ

ラムのリストを指定できます。

使用法 警告
LOAD TABLE は、大量データを高速にロードすることのみを目的と

するものです。LOAD TABLE では、トランザクション・ログに個々

のローを書き込みません。

LOAD TABLE 文を使うと、ASCII ファイルからデータベース・テー

ブルの中へ効率よく大量の挿入を行えます。LOAD TABLE は、

Interactive SQL 文の INPUT より効率的です。データを挿入する前に、

テーブル・ページごとに今後の更新のために確保する空き領域の割合
を指定できます。詳細については、「ALTER TABLE 文」 355 ページを

参照してください。

LOAD TABLE は、テーブル全体に排他ロックを配置します。

テンポラリ・テーブル上で LOAD TABLE を使用できます。ただし、

LOAD TABLE はロード後に COMMIT を実行するため、事前に ON 
COMMIT PRESERVE ROWS 句を使用して、テンポラリ・テーブルを

作成してください。

ASCII ファイルにカラムを NULL とするデータが入力されている場

合、LOAD TABLE はそのデータを NULL として扱います。その位置

のカラムを NULL にできない場合は、数値カラムに 0 を、文字列カラ

ムに空の文字列を挿入します。LOAD TABLE は入力ファイル内の空

の行を無視します。

LOAD TABLE と統計   LOAD TABLE は、テーブルのカラムに関する

ヒストグラムを作成するために、データのロード時にカラム統計を取
得します。カラムについて既存のヒストグラムがある場合は、LOAD 
TABLE はそれを残し、新しいヒストグラムを作成しません。空の

テーブルにロードする場合は、先に統計を削除します。

LOAD TABLE は、ロードされたローの 90% を超える値が NULL 値の

場合、カラムの統計情報を生成しません。
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LOAD TABLE は、今後の使用のためにベース・テーブルに関する統

計情報を保存します。グローバル・テンポラリ・テーブルに関する統
計情報は保存しません。

LOAD TABLE は、テーブルに 5 つ以上のローがある場合にのみ統計

情報を追加します。テーブルのローの数が 5 つ以上の場合、ヒストグ

ラムは次のように追加されます。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「オプティマイ

ザの推定とヒストグラム」を参照してください。

動的に構成されたファイル名の使用   LOAD TABLE 文は、動的に構

成されたファイル名を使用して、文全体を動的に構成することによっ
て実行し、その後 EXECUTE IMMEDIATE 文を使用して実行できま

す。詳細については、「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ を
参照してください。

パーミッション LOAD TABLE 文を実行するのに必要なパーミッションは、データ

ベース・サーバの -gl コマンド・ライン・オプションによって次のよ

うに異なります。

•    -gl オプションが ALL の場合、テーブルの所有者であること、

DBA 権限を持っていること、または ALTER 権限を持っている

ことのいずれかの条件に該当している必要があります。

•    -gl オプションが DBA の場合、DBA 権限を持っていることが必

要です。

テーブル内の既存デー
タの有無

ヒストグラムの有無 実行されるアクション

あり あり 既存のヒストグラムを更
新する

あり なし ヒストグラムを作成しな
い

なし あり 既存のヒストグラムを更
新する

なし なし 新しいヒストグラムを作
成する
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•    -gl オプションが NONE の場合、LOAD TABLE は使用できませ

ん。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gl サーバ・オ

プション」を参照してください。

テーブルに排他ロックを実行してください。

関連する動作 挿入はログ・ファイルに記録されません。そのため、クラッシュが発
生した場合、挿入されたローを回復できないことがあります。また、
LOAD TABLE 文は、SQL Remote レプリケーションに関連するデータ

ベースまたは Mobile Link クライアントとして使用されるデータベー

スでは使用しないでください。これらのテクノロジは、ログ・ファイ
ルを解析して変更をレプリケートするからです。

LOAD TABLE 文は、テーブルに関連したトリガは起動しません。

チェックポイントはオペレーションの開始時に実行されます。オペ
レーションの終了時に行うチェックポイントは任意です。

データを大量にロードすると、カラム統計が更新されます。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「UNLOAD TABLE 文」 781 ページ

◆ 「INSERT 文」 631 ページ

◆ 「INPUT 文 [Interactive SQL]」 625 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次に、LOAD TABLE の例を示します。まずテーブルを作成し、次に 
"input.txt" というファイルを使用してテーブルにデータをロードしま

す。

CREATE TABLE T( a char(100), let_me_default int DEFAULT 
1, c char(100) )

次に、ファイル input.txt の内容を示します。
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ignore_me, this_is_for_column_c, this_is_for_column_a

次の LOAD 文は、"input.txt" というファイルをロードします。

LOAD TABLE T ( filler(), c, a ) FROM 'input.txt' FORMAT 
ASCII DEFAULTS ON

コマンド SELECT * FROM t は、次の結果セットを返します。

this_is_for_column_a, 1, this_is_for_column_c

動的に構成されたファイル名を指定し、EXECUTE IMMEDIATE 文を

使用して、LOAD TABLE 文を実行します。

CREATE PROCEDURE LoadData( IN from_file LONG VARCHAR )
 BEGIN
     DECLARE cmd LONG VARCHAR;
     SET cmd = 'LOAD TABLE DBA.MyTable FROM ' || 
       '''d:¥¥data¥¥' || from_file || '''';
     EXECUTE IMMEDIATE WITH ESCAPES OFF cmd;
 END
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LOCK TABLE 文

説明 この文は、同時に実行されている他のトランザクションがテーブルを
アクセスしたり、修正することを防止するために使用します。

構文 LOCK TABLE table-name
 [ WITH HOLD ]
 IN { SHARE | EXCLUSIVE } MODE

パラメータ table-name   テーブルとして、ビューではなくベース・テーブルを指

定してください。テンポラリ・テーブルのデータは現在の接続に固有
のローカルなものであるため、グローバル・テンポラリ・テーブルま
たはローカル・テンポラリ・テーブルでは、ロックは効力を持ちませ
ん。

WITH HOLD 句   この句を指定すると、ロックは接続が終了するまで

保持されます。この句を指定しない場合は、現在のトランザクション
がコミットまたはロールバックされた時点でロックは解放されます。

SHARE モード   他のトランザクションに対し、テーブルの修正を禁

止します。ただし、読み込みアクセスは許可します。このモードで
は、他のトランザクションが間接的または LOCK TABLE によって明

示的にローをロックしていないかぎり、テーブル内のデータを変更で
きます。

EXCLUSIVE モード    他のトランザクションに対し、テーブルへの

アクセスを禁止します。他のトランザクションは、クエリやあらゆる
種類の更新を含め、テーブルに対するどのようなアクションも実行で
きません。LOCK TABLE t IN EXCLUSIVE MODE を使用してテーブル t 
を排他的にロックすると、サーバのデフォルト動作では、t のロー・

ロックを取得しません。SUBSUME_ROW_LOCKS オプションを OFF 
に設定すると、この動作を無効にできます。

使用法 LOCK TABLE 文によって、現在の独立性レベルに関係なく、同時実

行性をテーブル・レベルで直接制御できます。

トランザクションの独立性レベルは、現在のトランザクションが要求
を実行するときに設定されるロックを制御しますが、LOCK TABLE 
文では、もっと明示的にテーブル内のローのロックを制御できます。
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SHARE モードで LOCK TABLE によって設定されるロックは幻ロック

と対幻ロックであり、これらのロックは sa_locks プロシージャによっ

てそれぞれ PT と AT として表示されます。

パーミッション SHARE モードのテーブルをロックするためには、SELECT 権限が必

要です。

EXCLUSIVE モードのテーブルをロックするためには、そのテーブル

の所有者であるか、DBA 権限が必要です。

関連する動作 ロックされたテーブルへのアクセスが必要な他のトランザクション
は、遅延またはブロックされます。

参照 ◆ 「SELECT 文」 718 ページ

◆ 「sa_locks システム・プロシージャ」 958 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされます。CAST 関
数は、Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Adaptive Server Enterprise は、Adaptive Server Anywhere ではサ

ポートされていない WAIT 句を提供します。

例 次の文は、現在のトランザクションの実行中は、他のトランザクショ
ンに対して customer テーブルの修正を禁止します。

LOCK TABLE customer
IN SHARE MODE
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LOOP 文

説明 この文は、文リストの実行を繰り返すために使用します。

構文  [ statement-label : ]
 [ WHILE search-condition ] LOOP
      statement-list
 END LOOP [ statement-label ]

使用法 WHILE と LOOP 文は制御文です。これを使って、search-condition が 
TRUE と評価するかぎり、SQL 文のリストを繰り返し実行できます。

LEAVE 文を使って、END LOOP の後に記述されている 初の文から

実行を再開できます。

終了の statement-label を指定する場合は、開始の statement-label と
一致させます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「FOR 文」 582 ページ

◆ 「LEAVE 文」 640 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

WHILE 文は、Transact-SQL ストアド・プロシージャにルーピン

グを提供します。

例 プロシージャ中の While ループの例

...
 SET i = 1;
 WHILE i <= 10 LOOP
    INSERT INTO Counters( number ) VALUES ( i );
    SET i = i + 1;
 END LOOP;
 ...
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プロシージャ中の指定されたラベルのループの例

SET i = 1;
 lbl:
 LOOP
    INSERT
    INTO Counters( number )
    VALUES ( i );
    IF i >= 10 THEN
       LEAVE lbl;
    END IF;
    SET i = i + 1;
 END LOOP lbl
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MESSAGE 文

説明 この文は、メッセージを表示するために使用します。

構文 MESSAGE expression, …
 [ TYPE { INFO | ACTION | WARNING | STATUS } ]
 [ TO { CONSOLE 
    | CLIENT [ FOR { CONNECTION conn_id | ALL } ] 
    | LOG }
 [ DEBUG ONLY ]
 ]

conn_id : integer

パラメータ TYPE 句   TYPE 句は、メッセージがクライアントに送信される場合

にのみ有効です。クライアント・アプリケーションでは、メッセージ
の処理方法を指定します。Interactive SQL は、次のロケーションに

メッセージを表示します。

•    INFO   [ メッセージ ] ウィンドウ枠。INFO がデフォルトです。

•    ACTION   [OK] ボタンのあるメッセージ・ボックス

•    WARNING   [OK] ボタンのあるメッセージ・ボックス

•    STATUS   [ メッセージ ] ウィンドウ枠

TO 句   この句は、メッセージの送信先を指定します。

•    CONSOLE   メッセージをデータベース・サーバのウィンドウに

送信します。CONSOLE がデフォルトです。

•    CLIENT   メッセージをクライアント・アプリケーションに送信

します。アプリケーションではメッセージの処理方法を決めま
す。また、この決定のベースとなる情報として TYPE を使用で

きます。

•    LOG   メッセージを -o オプションで指定されたサーバ・ログ・

ファイルに送信します。

FOR 句   メッセージ TO CLIENT では、この句はメッセージに関する

通知を受信する接続を指定します。
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•    CONNECTION conn_id   メッセージの受信者の接続 ID を指定し

ます。

•    ALL   開いているすべての接続がメッセージを受信することを

指定します。

DEBUG ONLY   この句を使用すると、デバッグ・メッセージがスト

アド・プロシージャに追加されるかどうか、また 
DEBUG_MESSAGES オプションの設定を変更することによってトリ

ガを有効にするか無効にするかを制御できます。DEBUG ONLY が指

定されている場合、MESSAGE 文は、DEBUG_MESSAGES オプショ

ンが ON に設定されている場合にのみ実行されます。

注意
DEBUG ONLY メッセージは、DEBUG_MESSAGES オプションが OFF 
に設定されている場合は低コストであるため、通常、これらの文は実
働システムのストアド・プロシージャに残すことができます。ただ
し、頻繁に実行する位置では控え目に使用してください。そうしない
と、パフォーマンスがわずかに低下することがあります。

使用法 MESSAGE 文は、メッセージを表示します。これには、任意の式を指

定できます。句は、メッセージ・タイプおよびメッセージが表示され
る場所を指定します。

MESSAGE … TO CLIENT 文を発行するプロシージャは、接続に対応

している必要があります。

たとえば、次の例ではイベントが接続以外で発生しているために、
メッセージ・ボックスが表示されません。

 CREATE EVENT CheckIdleTime
 TYPE ServerIdle
 WHERE event_condition( 'IdleTime' ) > 100
 HANDLER
 BEGIN
    MESSAGE 'Idle engine' type warning to client;
 END;

ただし、次の例ではメッセージがサーバ・コンソールに書き込まれま
す。
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 CREATE EVENT CheckIdleTime
 TYPE ServerIdle
 WHERE event_condition( 'IdleTime' ) > 100
 HANDLER
 BEGIN
    MESSAGE 'Idle engine' type warning to console;
 END;

有効な式には、引用文字列または他の定数、変数、関数を含めること
ができます。

FOR 句を使用すると、アプリケーションでイベントを明示的に

チェックしなくても、サーバ上で検出されたイベントを別のアプリ
ケーションに通知できます。FOR 句が使用されている場合、受信者

は、SQL 文を次に実行するときにメッセージを受信します。受信者が

現在 SQL 文を実行している場合は、文の完了時にメッセージが受信

されます。実行されている文がストアド・プロシージャ呼び出しであ
る場合、メッセージは呼び出しが完了する前に受信されます。

アプリケーションがメッセージの送信直後に通知を必要とし、接続が 
SQL 文を実行していない場合は、第 2 の接続を使用できます。この接

続では、1 つ以上の WAITFOR DELAY 文を実行できます。これらの文

は、( ポーリング・アプローチと異なり ) サーバまたはネットワーク

上のリソースを大量には消費しませんが、アプリケーションはメッ
セージが送信された直後にメッセージの通知を受信できます。

ESQL および ODBC クライアントは、メッセージ・コールバック関数

を介してメッセージを受信します。それぞれの場合に、これらの関数
を登録してください。ESQL メッセージ・ハンドラを登録するには、

db_register_callback 関数を使用します。

ODBC クライアントは、SQLSetConnectAttr 関数を使用してコール

バック関数を登録できます。

パーミッション FOR 句を含む MESSAGE 文を実行するには DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「DEBUG_MESSAGES オ
プション [ データベース ]」
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標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Transact-SQL PRINT 文は、同様な機能を提供し、Adaptive Server 
Anywhere でも使用できます。

例 1. 次のプロシージャは、サーバの [ メッセージ ] ウィンドウにメッ

セージを表示します。

CREATE PROCEDURE message_test ()
 BEGIN
 MESSAGE 'The current date and time: ', Now();
 END

次に例を示します。

CALL message_test()

この文は、データベース・サーバの [ メッセージ ] ウィンドウに、

文字列 The current date and time と、現在の日付と時間を表示

します。

2. ODBC でコールバックを登録するには、 初にメッセージ・ハン

ドラを宣言します。

void SQL_CALLBACK my_msgproc(
    void *    sqlca,
    unsigned char     msg_type,
    long              code,
    unsigned short    len,
    char*             msg )
 { … }

SQLSetConnectAttr 関数を呼び出して、宣言されたメッセージ・ハ

ンドラをインストールします。

rc = SQLSetConnectAttr(
    dbc,
    ASA_REGISTER_MESSAGE_CALLBACK,
    (SQLPOINTER) &my_msgproc, SQL_IS_POINTER );
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OPEN 文 [ESQL] [SP]

説明 この文は、事前に宣言したカーソルを開き、データベースからの情報
にアクセスするために使用します。

構文 OPEN cursor-name
 [ USING [ DESCRIPTOR sqlda-name | hostvar, …] ]
 [ WITH HOLD ]
 [ ISOLATION LEVEL n ]
 [ BLOCK n ]

cursor-name :  identifier または hostvar

sqlda-name :   identifier

パラメータ ESQL の使用方法    OPEN 文が正常に実行された後で、SQLCA 
(SQLIOESTIMATE) の sqlerrd[3] フィールドに、クエリのすべての

ローをフェッチするのに必要な入出力操作の数の推定値が格納されま
す。同様に、SQLCA (SQLCOUNT) の sqlerrd[2] フィールドに、カー

ソル内にある実際のローの数 (0 以上の値 )、またはその推定値 ( 絶対

値が推定値である負の数 ) が入ります。データベース・サーバがロー

をカウントしないでこの値を計算できる場合、これがローの実際の数
となります。ローの実際の数を常に返すようにデータベースを設定す
ることもできますが (『ASA データベース管理ガイド』 > 

「ROW_COUNTS オプション [ データベース ]」 を参照してください )、
これはおすすめしません。

cursor-name が識別子または文字列によって指定される場合、C プロ

グラムでは OPEN の前に対応する DECLARE CURSOR 文を置きます。

ホスト変数によって cursor-name を指定する場合、DECLARE 
CURSOR 文を OPEN 文の前で実行します。

USING DESCRIPTOR 句   USING DESCRIPTOR 句を使用できるのは、

ESQL のみです。この句は、カーソルが宣言されている SELECT 文の

プレースホルダ・バインド変数にバインドされるホスト変数を指定し
ます。

WITH HOLD 句   デフォルトで、すべてのカーソルは現在のトランザ

クションの 後 (COMMIT または ROLLBACK) で自動的に閉じられま

す。オプションの WITH HOLD 句は、次に実行されるトランザクショ
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ンのためにカーソルを開いたままにします。カーソルは現在の接続が
終了するまで、または明示的な CLOSE 文が実行されるまで開いたま

まです。接続が終了すると、カーソルは自動的に閉じます。

ISOLATION LEVEL 句    ISOLATION LEVEL 句を使用すると、

ISOLATION_LEVEL オプションの現在の設定とは異なる独立性レベル

でカーソルを開くことができます。このカーソルのすべてのオペレー
ションを、オプション設定とは関係なく、指定した独立性レベルで実
行できます。この句を指定しない場合、カーソルが開いている間の
カーソルの独立性レベルは、カーソルを開いたときの 
ISOLATION_LEVEL オプションの値です。『ASA SQL ユーザーズ・ガ

イド』 > 「ロックの仕組み」を参照してください。

カーソルは、 初のローの前に置かれます (『ASA プログラミング・

ガイド』 > 「ESQL でのカーソルの使用」または『ASA SQL ユーザー

ズ・ガイド』 > 「プロシージャとトリガでのカーソルの使用」を参照

してください )。

BLOCK 句   この句は、ESQL でのみ使用されます。クライアント・

アプリケーションは一度に複数のローをフェッチできます。これはブ
ロック・フェッチ、プリフェッチ、またはマルチロー・フェッチと呼
ばれます。BLOCK 句を指定すると、プリフェッチされるローの数を

減らすことができます。OPEN で BLOCK 句を指定することは、各 
FETCH で BLOCK 句を指定することと同じです。

詳細については、「FETCH 文 [ESQL] [SP]」 576 ページ を参照してくだ

さい。

使用法 OPEN 文は、指定したカーソルを開きます。カーソルを事前に宣言し

ておきます。

カーソルが CALL 文にあるとき、OPEN は 初の結果セット (INTO 句
がない SELECT 文 ) が見つかるまでプロシージャを実行します。プロ

シージャが完了しても結果セットが見つからない場合は、
SQLSTATE_PROCEDURE_COMPLETE 警告が設定されます。

パーミッション SELECT 文のすべてのテーブルに SELECT パーミッション、または 
CALL 文のプロシージャに EXECUTE パーミッションが必要です。
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関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「RESUME 文」 699 ページ

◆ 「PREPARE 文 [ESQL]」 675 ページ

◆ 「FETCH 文 [ESQL] [SP]」 576 ページ

◆ 「RESUME 文」 699 ページ

◆ 「CLOSE 文 [ESQL] [SP]」 389 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ESQL の使用は初級レベル機能です。プロシージャの使

用は、永続的ストアド・モジュール機能です。

•    SQL/99   ESQL の使用はコア機能です。プロシージャの使用は、

永続的ストアド・モジュール機能です。

•    Sybase   簡単な OPEN cursor-name 構文は、Adaptive Server 
Enterprise でサポートされています。他の句はすべて Adaptive 
Server Enterprise ストアド・プロシージャでサポートされていま

せん。Open Client/Open Server は、USING 記述子またはホスト変

数構文をサポートします。

例 次の例は、Embedded SQL での OPEN の使用を示します。

EXEC SQL OPEN employee_cursor;

または

EXEC SQL PREPARE emp_stat FROM
 'SELECT empnum, empname FROM employee WHERE name like 
?';
 EXEC SQL DECLARE employee_cursor CURSOR FOR emp_stat;
 EXEC SQL OPEN employee_cursor USING :pattern;

次の例はプロシージャまたはトリガからのものです。

BEGIN
 DECLARE cur_employee CURSOR FOR
    SELECT emp_lname
    FROM employee;
 DECLARE name CHAR(40);
 OPEN cur_employee;
 LOOP
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 FETCH NEXT cur_employee into name;
     ...
 END LOOP
 CLOSE cur_employee;
 END
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OUTPUT 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、現在のクエリ結果をファイルに出力するために使用しま
す。

構文 OUTPUT TO filename
 [ APPEND ]
 [ VERBOSE ]
 [ FORMAT output-format ]
 [ ESCAPE CHARACTER character ]
 [ ESCAPES { ON | OFF }
 [ DELIMITED BY string ]
 [ QUOTE string [ ALL ] ]
 [ COLUMN WIDTHS (integer, …) ]
 [ HEXADECIMAL { ON | OFF | ASIS } ]
 [ ENCODING encoding ]

output-format :
 ASCII | DBASEII | DBASEIII | EXCEL
 | FIXED | FOXPRO | HTML | LOTUS | SQL | XML

encoding : string または identifier

パラメータ APPEND 句   これはオプションのキーワードであり、既存の出力ファ

イルの前の内容を上書きしないで、末尾にクエリの結果を追加するた
めに使用します。APPEND 句を使用しない場合、OUTPUT 文はデ

フォルトで出力ファイルの内容を上書きします。出力フォーマットが 
ASCII、FIXED、または SQL の場合に、APPEND キーワードが有効で

す。

VERBOSE 句   オプションの VERBOSE キーワードを指定すると、ク

エリに関するエラー・メッセージ、データの選択に使用された SQL 
文、データ自体が出力ファイルに書き込まれます。データを含まない
行には 2 つのハイフン (--) のプレフィクスが付きます。VERBOSE を
省略すると ( デフォルト )、ファイルにはデータのみが書き込まれま

す。VERBOSE キーワードは、出力フォーマットが ASCII、FIXED、

または SQL の場合に有効です。

FORMAT 句   使用できる出力フォーマットは、次のとおりです。
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•    ASCII   出力は ASCII フォーマット・ファイルであり、1 行あた

り 1 つのローで構成されます。すべての値をカンマで区切り、

文字列をアポストロフィ ( 一重引用符 ) で囲みます。デリミタと

引用符文字列は、DELIMITED BY と QUOTE 句を使って変更で

きます。ALL を QUOTE 句の中で指定する場合は、( 文字列だけ

ではなく ) すべての値を引用符で囲みます。

他の 3 つの特別なシーケンスも使用できます。2 つの文字 \n は
改行文字を表し、\ は \ を表し、シーケンス \xDD は 16 進コー

ド DD の文字を表します。これはデフォルト出力フォーマット

です。

•    DBASEII   出力は、カラム定義を含む dBASE II 形式のファイル

です。 大 32 カラムを出力できることに注意してください。カ

ラム名は 11 文字にトランケートされ、各カラムのデータの各

ローは 255 文字にトランケートされます。

•    DBASEIII   出力は、カラム定義を含む dBASE III 形式のファイ

ルです。 大 128 カラムを出力できることに注意してください。

カラム名は 11 文字にトランケートされ、各カラムのデータの各

ローは 255 文字にトランケートされます。

•    EXCEL   この出力は Excel 2.1 のワークシートです。ワークシー

トの 初のローには、カラム・ラベル ( または、ラベルが定義

されていない場合はカラム名 ) があります。2 つ目以降のワーク

シート・ローには、実際のテーブル・データがあります。

•    FIXED   この出力は、それぞれのカラムが固定幅を持つ固定

フォーマットです。各カラムの幅は COLUMN WIDTHS 句を使

用して指定できます。カラムの見出しはこのフォーマット中で
は出力されません。

COLUMN WIDTHS 句を省略すると、各カラムの幅はデータ型か

ら計算され、そのデータ型のどのような値でも十分に保持でき
る大きさになります。例外は、32 kb がデフォルトの LONG 
VARCHAR と LONG BINARY データです。
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•    FOXPRO   出力は、カラム定義を含む FoxPro 形式のファイルで

す。 大 128 カラムを出力できることに注意してください。カ

ラム名は 11 文字にトランケートされます。カラム名は 11 文字

にトランケートされ、各カラムのデータの各ローは 255 文字に

トランケートされます。

•    HTML   この出力は HTML (Hyper Text Markup Language) フォー

マットです。

•    LOTUS   出力は、Lotus WKS フォーマットのワークシートです。

カラム名をワークシートの 初のローとして入れます。(Lotus 1-
2-3 のような ) 他のソフトウェアがロードできる Lotus WKS 
フォーマット・ワークシートの 大サイズに、一定の制限があ
ることに注意してください。Interactive SQL のファイル・サイズ

には制限はありません。

•    SQL   出力は、テーブル内の情報を再作成するのに必要な 
Interactive SQL の INPUT 文です。

•    XML   この出力は、UTF-8 でエンコードされ、DTD が埋め込ま

れた XML ファイルです。バイナリ値は、2 桁の 16 進数文字列

として表されるバイナリ・データとして CDATA ブロック内にエ

ンコードされます。INPUT 文は、XML をファイル・フォーマッ

トとして受け入れません。

ESCAPE CHARACTER 句   16 進のコードと記号として格納されてい

る文字に使用するデフォルトのエスケープ文字は円記号 (\) です。た

とえば、\x0A は改行文字です。

エスケープ文字は、ESCAPE CHARACTER 句を使って変更すること

ができます。たとえば、感嘆符 (!) をエスケープ文字として使用する

には、次のように入力します。

... ESCAPE CHARACTER '!'

ESCAPES 句   ESCAPES をオン ( デフォルト ) にすると、データベー

ス・サーバによって円記号に続く文字が認識され、特殊文字として解
釈されます。改行文字は \n との組み合わせとしてインクルードされ、

他の文字はタブ文字の \x09 のような 16 進の ASCII のコードとして

データにインクルードされます。2 つの円記号 (\) は 1 つの円記号と
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して解釈されます。円記号 (\) の後に n、x、X、\ 以外の文字がある

場合、それらは別々の文字と解釈されます。たとえば、\q であれば、

円記号と q が挿入されます。

DELIMITED BY 句   DELIMITED BY 句を使用できるのは、ASCII 出
力フォーマットの場合のみです。カラムはデリミタ文字列 ( デフォル

トはカンマ ) で区切られます。

QUOTE 句   QUOTE 句を使用できるのは、ASCII 出力フォーマットの

場合のみです。文字列値は引用符で囲みます。デフォルトは一重引用
符文字です。ALL を QUOTE 句の中に指定する場合、引用符文字列を

文字列だけではなくすべての値の周囲に配置します。

COLUMN WIDTHS 句   COLUMN WIDTHS 句を使用して、FIXED 
フォーマット出力のカラム幅を指定します。

HEXADECIMAL 句   HEXADECIMAL 句では、ASCII フォーマット

の場合にのみ、バイナリ・データをアンロードする方法を指定しま
す。この句を ON に設定すると、バイナリ・データは 0xabcd フォー

マットでアンロードされます。この句を OFF に設定すると、バイナ

リ・データはアンロード時にエスケープされます (\xab\xcd)。ASIS 
に設定すると、値はそのまま書き込まれます。つまり、値が制御文字
を含む場合も、エスケープはされません。ASIS は、タブや改行など

のフォーマット記号を含むテキストに適しています。

ENCODING 句   encoding 引数では、ファイルの書き込みに使用され

るコードを指定できます。ENCODING 句は、ASCII フォーマットで

のみ使用できます。

encoding が指定されていない場合、Interactive SQL は、次のようにリ

ストで先に出現するコード・ページ値を後で出現するコード・ページ
値より優先することで、ファイルの書き込みに使用するコード・ペー
ジを判断します。

•    DEFAULT_ISQL_ENCODING オプションで指定されたコード・

ページ ( オプションが設定されている場合 )

•    Interactive SQL の開始時に -codepage で指定されたコード・ペー

ジ

•    Interactive SQL が実行されているコンピュータのデフォルトの

コード・ページ
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Interactive SQL とコードの詳細については、『ASA データベース管理

ガイド』 > 「DEFAULT_ISQL_ENCODING オプション [Interactive 
SQL]」 を参照してください。

使用法 OUTPUT 文は、現在のクエリが取り出した情報をファイルにコピー

します。

出力フォーマットは、オプションの FORMAT 句を使って指定できま

す。FORMAT 句を指定しない場合、Interactive SQL 
OUTPUT_FORMAT オプションの設定が使用されます (『ASA データ

ベース管理ガイド』 > 「OUTPUT_FORMAT オプション [Interactive 
SQL]」 を参照してください )。

現在のクエリは、[ 結果 ] ウィンドウ枠の [ 結果 ] タブに表示される情

報を生成した SELECT 文または INPUT 文です。現在のクエリがない

場合、OUTPUT 文はエラーをレポートします。

パーミッション なし

関連する動作 Interactive SQL の場合、[ 結果 ] タブには現在のクエリの結果のみが

表示されます。以前のクエリの結果は、すべて現在のクエリの結果に
置き換えられます。

参照 ◆ 「SELECT 文」 718 ページ

◆ 「INPUT 文 [Interactive SQL]」 625 ページ

◆ 「UNLOAD TABLE 文」 781 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 ASCII フォーマットのファイル中にある、employee テーブルの内容を

出力します。

SELECT *
FROM employee;
OUTPUT TO employee.txt
FORMAT ASCII
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employee テーブルの内容を既存のファイルの終わりに置き、クエリに

関するメッセージも同じファイルに追加します。

SELECT *
 FROM employee;
 OUTPUT TO employee.txt APPEND VERBOSE

改行文字が埋め込まれた値をエクスポートする必要があるとします。
改行文字の数値は 10 です。SQL 文ではこれを文字列 '\x0a' として表

すことができます。次の文を、HEXADECIMAL を ON に設定して実

行します。

SELECT 'line1¥x0aline2';
 OUTPUT TO file.txt HEXADECIMAL ON

これにより、次のテキストを含む 1 行のファイルができます。

line10x0aline2

同じ文を、HEXADEMICAL を OFF にして実行すると、次のようにな

ります。

line1¥x0aline2

後に、HEXADECIMAL を ASIS に設定すると、2 行のファイルがで

きます。

line1
 line2

ASIS を使用した場合に 2 行になるのは、埋め込まれた改行文字が 2 
桁の 16 進数表現に変換されず、プレフィクスも付かないままエクス

ポートされたためです。
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PARAMETERS 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL コマンド・ファイルにパラメータを指定す

るために使用します。

構文 PARAMETERS parameter1, parameter2, …

使用法 PARAMETERS コマンド・ファイルのパラメータに名前を付けて、コ

マンド・ファイルの中で後から参照できるようにします。

パラメータを参照するには、

{parameter1}

これを、指定したパラメータを置き換えるファイルの中へ入れます。
大カッコとパラメータ名の間には、スペースを入れないでください。

コマンド・ファイルを呼び出すときに、すべての必要なパラメータを
指定しないと、Interactive SQL は不足しているパラメータの値を要求

するメッセージを表示します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「READ 文 [Interactive SQL]」 685 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次の Interactive SQL コマンド・ファイルは、2 つのパラメータを取り

ます。

PARAMETERS department_id, file;
 SELECT emp_lname
 FROM employee
 WHERE dept_id = {department_id}
 >#{file}.dat;
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このスクリプトを test.sql というファイルに保存すると、次のコマン

ドを使用して Interactive SQL から実行できます。

READ test.SQL [100] [data]
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PASSTHROUGH 文 [SQL Remote]

説明 この文は、SQL Remote 管理のパススルー・モードの起動または停止

に使用します。構文 1 と 2 はパススルー・モードを起動し、構文 3 は
パススルー・モードを停止します。

構文 1 PASSTHROUGH [ ONLY ] FOR userid, …

構文 2 PASSTHROUGH [ ONLY ] FOR SUBSCRIPTION
 TO [ ( owner ) ].publication-name [ ( constant ) ]

構文 3 PASSTHROUGH STOP

使用法 パススルー・モードでは、SQL 文はすべてデータベース サーバで実

行されます。また、トランザクション・ログに保存され、メッセージ
に含めてサブスクライバに送信されます。パススルー・モードの起動
に ONLY キーワードを使用した場合、この文はサブスクライバに送ら

れるだけで、サーバでは実行されません。パススルー・セッションに
ストアド・プロシージャの呼び出しが含まれている場合、プロシー
ジャは、サーバでローカルに実行されていない場合でも、パスス
ルー・コマンドを発行しているサーバに存在する必要があります。パ
ススルー SQL 文の受信者は、ユーザ ID リスト ( 構文 1)、または指定

されたパブリケーションのすべてのサブスクライバです。パスス
ルー・モードは、統合データベースからリモート・データベースへの
変更を適用したり、リモート・データベースから統合データベースへ
文を送信するのにも使用できます。

構文 2 は、サブスクリプションを起動したリモート・データベースに

文を送信します。サブスクリプションを作成しても、起動していない
リモート・データベースには送信しません。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_passthrough プロ

シージャ」
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例 PASSTHROUGH FOR rem_db ;
 ...
 ( SQL statements to be executed at the remote database 
)
 ...
 PASSTHROUGH STOP ;
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PREPARE 文 [ESQL]

説明 この文は、後から実行する文、またはカーソルの定義に使用する文を
準備するために使用します。

構文 PREPARE statement-name
    FROM statement
 [ DESCRIBE describe-type INTO [ [ SQL ] DESCRIPTOR ] descriptor ]
 [ WITH EXECUTE ]

statement-name :  identifier または hostvar

statement :   string または hostvar

describe-type :
   [ ALL | BIND VARIABLES | INPUT | OUTPUT | SELECT LIST ]
   [ LONG NAMES [ [ [ OWNER. ]TABLE. ]COLUMN ]
         | WITH VARIABLE RESULT ]

パラメータ statement-name   文の名前は、識別子またはホスト変数とすることが

できます。ただし、複数の SQLCA を使用する場合には識別子を使用

しないでください。そのような場合に識別子を使用すると、2 つの準

備文の文番号が同じになり、誤った文が実行されたり開かれたりする
ことがあります。

DESCRIBE 句    DESCRIBE INTO DESCRIPTOR を使用すると、準備

文は指定した記述子に記述されます。記述タイプとして、DESCRIBE 
文で許容されるいずれかのものを使用できます。

WITH EXECUTE 句    WITH EXECUTE 句を使用すると、CALL また

は SELECT 文ではなく、ホスト変数が含まれていない場合にのみ、文

が実行されます。正常に実行された後、文はその場で削除されます。
文の準備と記述が正常に終了し、文が実行できない場合、警告 
SQLCODE 111、SQLSTATE 01W08 が設定され、文は削除されます。

DESCRIBE INTO DESCRIPTOR 句と WITH EXECUTE 句を使用する

と、必要なクライアント／サーバ通信を 小限に抑えて、パフォーマ
ンスを改善できる場合があります。

WITH VARIABLE RESULT 句   WITH VARIABLE RESULT 句は、複

数の結果セットと異なる数または種類のカラムを持つプロシージャの
記述に使用します。
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WITH VARIABLE RESULT を使用する場合、記述後にデータベース・

サーバによって SQLCOUNT 値に次のいずれかの値が設定されます。

•    0   結果セットは変更される場合があります。各 OPEN 文の後で

プロシージャ・コールを記述し直してください。

•    1   結果セットは固定です。再度記述する必要はありません。

静的と動的
互換性を保つために、COMMIT、PREPARE TO COMMIT、
ROLLBACK 文の準備は引き続きサポートされています。ただし、静

的 Embedded SQL を使って、すべてのトランザクション管理操作を行

うことをおすすめします。特定のアプリケーション環境では、これが
必要とされるからです。また、他の Embedded SQL システムは、動的

トランザクション管理操作をサポートしません。

使用法 PREPARE 文は、statement から SQL 文を準備し、準備した文を 
statement-name と関連付けます。この statement name を参照し、文を

実行します。または、statement が SELECT 文の場合、カーソルを開

きます。statement-name は、sqlca.h ヘッダ・ファイルの中で定義さ

れる a_sql_statement_number 型のホスト変数であり、自動的に含ま

れます。識別子が statement-name に使用される場合、モジュールご

とに 1 つの文だけが、statement-name と一緒に準備されます。

statement-name にホスト変数を使用する場合は、short int 型にしま

す。a_SQL_statement_number と呼ばれる sqlca.h 内には、この型の型

定義があります。この型を SQL プリプロセッサが認識し、DECLARE 
セクションの中で使用できます。PREPARE 文の実行中に、データ

ベースによってホスト変数が埋められるので、プログラマが初期化す
る必要はありません。

パーミッション なし

関連する動作 以前に同じ名前で準備した文が失われます。

WITH EXECUTE を指定した文は、実行が成功した場合のみ削除され

ます。それ以外の場合は、DROP を使って文を使用後に削除してくだ

さい。DROP しないと、文が使ったメモリを再使用できません。
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参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 「DESCRIBE 文 [ESQL]」 537 ページ

◆ 「OPEN 文 [ESQL] [SP]」 661 ページ

◆ 「EXECUTE 文 [ESQL]」 564 ページ

◆ 「DROP STATEMENT 文 [ESQL]」 554 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の文は、簡単なクエリを準備します。

EXEC SQL PREPARE employee_statement FROM
 'SELECT emp_lname FROM employee';
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PREPARE TO COMMIT 文

説明 この文は、COMMIT を実行できるかどうかをチェックするために使

用します。

構文 PREPARE TO COMMIT

使用法 PREPARE TO COMMIT 文は、COMMIT がうまく実行できるかどうか

をテストします。COMMIT を実行するときデータベースの整合性違

反があると、文はエラーを発生します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「COMMIT 文」 393 ページ

◆ 「ROLLBACK 文」 710 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次の文のシーケンスは、外部キーが employee テーブルをチェックす

るため、エラーになります。

EXECUTE IMMEDIATE
    "SET OPTION wait_for_commit = 'on'";
EXECUTE IMMEDIATE "DELETE FROM employee
   WHERE emp_id = 160";
EXECUTE IMMEDIATE "PREPARE TO COMMIT";

次の一連の文では、削除文の実行時に整合性違反があっても、エラー
は発生しません。PREPARE TO COMMIT 文はエラーを返します。

SET OPTION wait_for_commit= 'ON';
DELETE
FROM department
WHERE dept_id = 100;
PREPARE TO COMMIT;
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PRINT 文 [T-SQL]

説明 この文は、クライアントのウィンドウにメッセージを返すかデータ
ベース・サーバの [ メッセージ ] ウィンドウにメッセージを表示する

ために使用します。

構文 PRINT format-string [, arg-list]

使用法 PRINT 文は、Open Client アプリケーションまたは jConnect アプリ

ケーションから接続している場合、クライアントのウィンドウにメッ
セージを返します。Embedded SQL または ODBC アプリケーションか

ら接続している場合、このメッセージはデータベース・サーバのウィ
ンドウに表示されます。

フォーマット文字列は、オプション引数リスト (arg-list) にある引数の

プレースホルダを含むことができます。プレースホルダのフォームは 
%nn! で、nn は 1 ～ 20 の間の整数です。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「MESSAGE 文」 657 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の文はメッセージを表示します。

PRINT 'Display this message'

次の文は、PRINT 文内でのプレースホルダの使い方を示します。

DECLARE @var1 INT, @var2 INT
SELECT @var1 = 3, @var2 = 5
PRINT 'Variable 1 = %1!, Variable 2 = %2!', @var1, @var2
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PUT 文 [ESQL]

説明 この文は、指定したカーソルにローを挿入するために使用します。

構文 PUT cursor-name
 [ USING DESCRIPTOR sqlda-name | FROM hostvar-list ]
 [ INTO { DESCRIPTOR into-sqlda-name | into-hostvar-list } ]
 [ ARRAY :nnn ]

cursor-name :  identifier または hostvar

sqlda-name :   identifier

hostvar-list : インジケータ変数も含むことができる

使用法 指定したカーソルにローを挿入します。カラムの値は、 初の 
SQLDA から取得されます。あるいは、INSERT 文に指定したカラム 
(INSERT カーソル用 ) または select リストのカラム (SELECT カーソル

用 ) と 1 対 1 で対応するホスト変数リストからカラムの値を取得しま

す。

PUT 文は、INSERT 文または SELECT 文のカーソルでのみ使用でき、

これらの文では FROM 句に指定した 1 つのテーブルを参照するか、1 
つのベース・テーブルで構成される更新可能ビューを参照します。

SQLDA 内の sqldata ポインタが NULL ポインタである場合、そのカ

ラムには値を指定しません。sqldata ポインタが DEFAULT VALUE を
持つ場合、カラムはこの値を使います。そうでない場合は、NULL 値
を使います。

2 番目の SQLDA またはホスト変数のリストには、PUT 文の結果が格

納されています。

オプションの ARRAY 句を使って、ワイド・プットを実行します。ワ

イド・プットでは一度に複数のローが挿入され、パフォーマンスが改
善されます。nnn は、挿入するローの数です。SQLDA には nnn * (
ローあたりのカラム数 ) 変数を入れてください。 初のローは SQLDA 
の変数 0 から ( ローあたりのカラム数 ) -1 に入り、以後のローも同様で

す。
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カーソルへの挿入
スクロール (values sensitive) カーソルの場合は、新しいローが 
WHERE 句と一致し、キーセット・カーソルが移植を完了していない

場合に、挿入されたローが表示されます。動的カーソルの場合は、挿
入されたローが WHERE 句と一致すると、そのローが表示される場合

があります。Insensitive カーソルは更新できません。

データベースに LONG VARCHAR または LONG BINARY 値を入れる

場合の詳細については、「SET 文」 727 ページを参照してください。

パーミッション INSERT パーミッションが必要です。

関連する動作 ローを value-sensitive ( キーセット駆動型 ) カーソルに挿入するとき、

挿入されたローは結果セットの 後に表示されます。ローがクエリの 
WHERE 句に一致しない場合も、ORDER BY 句が正常にローを結果

セットの別の場所に置く場合も同様です。詳細については、『ASA プ
ログラミング・ガイド』 > 「カーソルによるローの変更」を参照して

ください。

参照 ◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

◆ 「UPDATE ( 位置付け ) 文 [ESQL] [SP]」 790 ページ

◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 「DELETE ( 位置付け ) 文 [ESQL] [SP]」 535 ページ

◆ 「INSERT 文」 631 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の文は、Embedded SQL での PUT の使い方を示します。

EXEC SQL PUT cur_employee FROM :emp_id, :emp_lname;
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RAISERROR 文 [T-SQL]

説明 この文は、エラー信号を送り、クライアントにメッセージを送信する
ために使用します。

構文 RAISERROR error-number [ format-string ] [, arg-list ]

パラメータ error-number   error-number は、17000 を超える 5 桁の整数です。こ

のエラー番号はグローバル変数 @@error に格納されます。

format-string   format-string を指定しないか、空にすると、エラー番

号を使用してシステム・テーブルのエラー・メッセージが検索されま
す。Adaptive Server Enterprise は、17000 から 19999 までのメッセージ

を SYSMESSAGES テーブルから取得します。Adaptive Server 
Anywhere では、このテーブルは空のビューなので、この範囲のエ

ラーはフォーマット文字列を指定するようにしてください。エラー番
号が 20000 以上のメッセージは SYS.SYSUSERMESSAGES テーブルか

ら取得されます。

Adaptive Server Anywhere では、format-string の長さは 255 バイトまで

可能です。

Adaptive Server Enterprise RAISERROR 文でサポートされる拡張値は、

Adaptive Server Anywhere ではサポートされていません。

フォーマット文字列は、オプション引数リスト (arg-list) にある引数の

プレースホルダを含むことができます。プレースホルダのフォームは 
%nn! で、nn は 1 ～ 20 の間の整数です。

中間レベルの RAISERROR のステータスとコード情報は、プロシー

ジャが終了すると失われます。結果が返されるときに RAISERROR と
一緒にエラーが発生した場合は、エラー情報が返され、RAISERROR 
情報は失われます。アプリケーションでは、別の実行ポイントでグ
ローバル変数 @@error を検査して、中間の RAISERROR ステータス

を問い合わせることができます。

使用法 RAISERROR 文で、ユーザ定義エラーの信号を送り、クライアント上

にメッセージを送信できます。

パーミッション なし
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関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE TRIGGER 文 [T-SQL]」 509 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ON_TSQL_ERROR オプ

ション [ 互換性 ]」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 

「CONTINUE_AFTER_RAISERROR オプション [ 互換性 ]」

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の文はエラー 23000 を発します。これはユーザ定義エラーの範囲

で、クライアントにメッセージを送信します。パラメータ error-
number  と format-string  の間にカンマがないことに注意してください。

カンマの後にある 初の項目は、引数リストの 初の項目として解釈
されます。

RAISERROR 23000 'Invalid entry for this column: %1!', 
@val

次の例では、RAISERROR を使用して接続を禁止します。

create procedure DBA.login_check()
begin
     // Allow a maximum of 3 concurrent connections
    if( db_property('ConnCount') > 3 ) then
    raiserror 28000
       'User %1! is not allowed to connect -- there are 
already %2! users logged on',
       current user,
       cast(db_property('ConnCount') as int)-1;
     else
    call sp_login_environment;
     end if;
end
go
grant execute on DBA.login_check to PUBLIC
go
set option PUBLIC.Login_procedure='DBA.login_check'
go
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接続を禁止する代替方法については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「LOGIN_PROCEDURE オプション [ データベース ]」 を参照し

てください。
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READ 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL 文をファイルから読み込むために使用しま

す。

構文 READ [ ENCODING encoding ] filename [ parameters ]

encoding : identifier または string

使用法 READ 文は、指定したファイルから Interactive SQL 文のシーケンスを

読み込みます。このファイルには、別の READ 文を含む有効な 
Interactive SQL 文が含まれています。READ 文はどのような深さにま

でもネストできます。ファイル名に絶対パスが含まれていない場合
は、Interactive SQL がファイルを検索します。Interactive SQL は、

初に現在のディレクトリを検索し、次に環境変数 SQLPATH の中で指

定されたディレクトリを検索し、さらに環境変数 PATH の中で指定さ

れたディレクトリを検索します。指定したファイルにファイル拡張子
がない場合、Interactive SQL は各ディレクトリで拡張子 .SQL を持つ同

じファイル名を検索します。

encoding 引数では、ファイルの読み取りに使用されるコードを指定

できます。READ 文は、ファイルを読み込むときにエスケープ文字を

処理しません。ファイル全体が指定されたコードであると想定しま
す。

encoding が指定されていない場合、Interactive SQL は、次のようにリ

ストで先に出現するコード・ページ値を後で出現するコード・ページ
値より優先することで、ファイルの読み込みに使用するコード・ペー
ジを判断します。

•    DEFAULT_ISQL_ENCODING オプションで指定されたコード・

ページ ( オプションが設定されている場合 )

•    Interactive SQL の開始時に -codepage で指定されたコード・ペー

ジ

•    Interactive SQL が実行されているコンピュータのデフォルトの

コード・ページ
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Interactive SQL とコードの詳細については、『ASA データベース管理

ガイド』 > 「DEFAULT_ISQL_ENCODING オプション [Interactive 
SQL]」 を参照してください。

パラメータは、コマンド・ファイル名の後にリストできます。これら
のパラメータは、文ファイルの先頭の PARAMETERS 文で指定したパ

ラメータと対応します (「PARAMETERS 文 [Interactive SQL]」 671 ペー

ジ を参照してください )。Interactive SQL は、ソース・ファイルに次

の表現がある場合、対応するパラメータを置き換えます。

{parameter-name}

ここで、parameter-name は、適切なパラメータの名前です。

コマンド・ファイルに渡すパラメータは、識別子、数、引用符付きの
識別子、または文字列です。パラメータの周囲を引用符で囲むとき
は、入れ替えるテキストの中に引用符を入れてください。識別子、
数、または文字列 ( スペースまたはタブを含む ) ではないパラメータ

は、角カッコ ([ ]) で囲みます。こうすると、コマンド・ファイルの

中で任意のテキストを置き換えることができます。

十分なパラメータがコマンド・ファイルに渡されない場合、
Interactive SQL は足りないパラメータの値を要求するメッセージを表

示します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「PARAMETERS 文 [Interactive SQL]」 671 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次は、READ 文の例です。

READ status.rpt '160'
READ birthday.SQL [>= '1988-1-1'] [<= '1988-1-30']
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READTEXT 文 [T-SQL]

説明 この文は、指定したオフセットから開始して、指定したバイト数のテ
キスト値とイメージ値をデータベースから読み出すために使用しま
す。

構文 READTEXT table-name.column-name
 text-pointer offset size
 [HOLDLOCK]

使用法 READTEXT は、データベースからイメージ値とテキスト値を読み込

むのに使用されます。ビューに対して READTEXT 操作を実行するこ

とはできません。

パーミッション テーブルに対する SELECT パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「WRITETEXT 文 [T-SQL]」 806 ページ

◆ 「GET DATA 文 [ESQL]」 593 ページ

◆ 「TEXTPTR 関数 [ テキストとイメージ ]」 289 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

Adaptive Server Enterprise は、Adaptive Server Anywhere ではサ

ポートされていない次の句をサポートします。

USING { BYTES | CHARS | CHARACTERS }

これらのオプションはすべてのシングルバイト文字セットに対
して同様です。Adaptive Server Anywhere は、Adaptive Server 
Enterprise のデフォルト設定である bytes だけを使用します。

Adaptive Server Enterprise も、READTEXT 文の独立性レベルを提

供します。これは、Adaptive Server Anywhere ではサポートされ

ていません。
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RELEASE SAVEPOINT 文

説明 この文は、現在のトランザクションで、セーブポイントを解放するた
めに使用します。

構文 RELEASE SAVEPOINT [savepoint-name]

使用法 セーブポイントを解放します。savepoint-name は、現在のトランザ

クションの SAVEPOINT 文で指定された識別子です。savepoint-name 
を省略すると、 新のセーブポイントが解放されます。

セーブポイントを解放しても、いずれの種類の COMMIT も実行され

ません。現在アクティブなセーブポイントのリストから、セーブポイ
ントを削除するだけです。

パーミッション 現在のトランザクションに、対応する SAVEPOINT を入れておいてく

ださい。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「BEGIN TRANSACTION 文」 379 ページ

◆ 「COMMIT 文」 393 ページ

◆ 「ROLLBACK 文」 710 ページ

◆ 「ROLLBACK TO SAVEPOINT 文」 711 ページ

◆ 「SAVEPOINT 文」 717 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「トランザクション内の

セーブポイント」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

同様の機能が、ネストされたトランザクションを使用する 
Adaptive Server Enterprise 互換の方法で使用できます。
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REMOTE RESET 文 [SQL Remote]

説明 この文は、カスタム・データベース抽出プロシージャで、単一トラン
ザクションでの 1 リモート・ユーザのすべてのサブスクリプションの

起動に使用します。

構文 REMOTE RESET userid

使用法 このコマンドは、リモート・ユーザのサブスクリプションをすべて、
1 つのトランザクション内で開始します。SYSREMOTEUSER テーブル

の log_sent 値と confirm_sent 値をトランザクション・ログの現在の

位置に設定します。また、SYSSUBSCRIPTION で作成し、起動した値

を、このリモート・ユーザのすべてのサブスクリプションに使用する
トランザクション・ログの現在の位置に設定します。この文はコミッ
トを実行しません。この呼び出しの後、明示的にコミットを実行して
ください。

ライブ・データベース上で安全な抽出処理を書き込むには、サブスク
リプションが開始されたのと同じトランザクション内で、データを独
立性レベル 3 で抽出します。

この文を START SUBSCRIPTION の代わりに使用できます。START 
SUBSCRIPTION は、関連動作として暗黙的にコミットを実行するた

め、リモート・ユーザが複数のサブスクリプションを持つ場合に 
START SUBSCRIPTION を使用して 1 つのトランザクションですべて

のサブスクリプションを起動することはできません。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 この文のオートコミットはありません。

参照 ◆ 「START SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 758 ページ

例 •    次の文は、リモート・ユーザ SamS のサブスクリプションをリ

セットします。

REMOTE RESET SamS
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REMOVE JAVA 文

説明 この文は、クラスまたは JAR ファイルをデータベースから削除する

ために使用します。クラスを削除すると、それはカラムまたは変数型
として使用できなくなります。

クラスまたは jar は事前にインストールしておきます。

構文 REMOVE JAVA classes_to_remove

classes_to_remove :
   CLASS java_class_name [, java_class_name, …]
 | JAR jar_name [, jar_name, …]

パラメータ CLASS   java_class_name パラメータは、削除される 1 つ以上の Java 
クラスの名前です。現在のデータベースにインストールされているク
ラスを指定します。

JAR   jar_name は、 大の長さが 255 の文字列値です。

それぞれの jar_name には、現在のデータベースの保持された jar の 
jar_name の名前を指定します。jar_name と同じであることは、SQL 
システムの文字列比較ルールで決定されます。

使用法 データベースからクラスまたは jar ファイルを削除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

Windows CE ではサポートされません。

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

同様の機能が、ネストされたトランザクションを使用する 
Adaptive Server Enterprise 互換の方法で使用できます。

例 次の文は、現在のデータベースから Demo という名前の Java クラスを

削除します。
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REMOVE JAVA CLASS Demo
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REORGANIZE TABLE 文

説明 この文は、データベースへの連続アクセスという要件があるために、
データベース全体の再構築ができない場合に、テーブルの断片化を解
除するために使用します。

構文 REORGANIZE TABLE [ owner.]table-name
 [ { PRIMARY KEY
 | FOREIGN KEY foreign_key_name
 | INDEX index_name }
 | ORDER {ON | OFF}
  ]

パラメータ PRIMARY KEY   テーブルのプライマリ・キーのインデックスを再編

成します。

FOREIGN KEY   指定の外部キーを再編成します。

INDEX   指定のインデックスを再編成します。

ORDER オプション   ORDER を ON ( デフォルト ) に設定すると、

データはクラスタード・インデックス ( 存在する場合 ) の順に配列さ

れます。クラスタード・インデックスが存在しない場合、データはプ
ライマリ・キー値で順序付けられます。ORDER が OFF の場合、デー

タはプライマリ・キーの順に配列されます。

クラスタード・インデックスの詳細については、『ASA SQL ユーザー

ズ・ガイド』 > 「クラスタード・インデックスの使用」を参照してく

ださい。

使用法 テーブルが断片化されると、パフォーマンスが妨害されることがあり
ます。この文を使って、テーブル内のローの断片化を解除したり、
DELETE によって散在したインデックスを圧縮したりします。また、

テーブルとそのインデックスを記録するために使われる総ページ数
と、インデックス・ツリーに含まれるレベル数も減らします。ただ
し、データベース・ファイル全体のサイズは小さくなりません。
sa_table_fragmentation と sa_index_density の各システム・プロシージャ

を使用して、テーブル対象の処理を選択することをおすすめします。

インデックスまたはキーを指定しない場合は、再編成処理によって
ロー・グループが削除されてから再挿入され、テーブル内のローの断
片化が解除されます。グループごとに、テーブルの排他ロックが取得
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されます。グループの処理が完了すると、他の接続がテーブルにアク
セスできるように、ロックが解除され、再取得されます ( 必要な場合

は待機します )。グループの処理中はチェックポイントが中断されま

す。グループが終了すると、チェックポイントが発生することがあり
ます。各ローはプライマリ・キー ( 存在する場合 ) またはクラスター

ド・インデックスの順に処理されます。テーブルにプライマリ・キー
またはクラスタード・インデックスがない場合は、エラーが発生しま
す。処理済みのローはテーブルの 後に再挿入され、処理の 後に
ローがプライマリ・キーによってクラスタされます。必要な作業量
は、 初にローが断片化されていた程度に関係なく同じなので注意し
てください。

インデックスまたはキーを指定すると、そのインデックスが処理され
ます。このフォームの文を使用できるのは、データベースが Adaptive 
Server Anywhere バージョン 7.0 以上を使用して作成されている場合

だけです。オペレーション中は、テーブルの排他ロックが保持され、
チェックポイントは中断されます。他の接続がテーブルにアクセスし
ようとすると、BLOCKING オプションの設定に応じてブロックされ

るか失敗します。ロック期間は、排他ロックを取得する前にインデッ
クス・ページをあらかじめ読み込んでおくことで 短に抑えられま
す。

どちらのフォームの再編成でも多数のページが修正される場合がある
ため、チェックポイント・ログが大きくなる可能性があります。バー
ジョン 7.0 以前のデータベースの場合は、これによってデータベー

ス・ファイルが大きくなることがあります。バージョン 8.0 以降の

データベースの場合、データベース・ファイルのサイズは一時的に大
きくなるだけです。これは、チェックポイント・ログが停止時に削除
され、ファイルはその時点でトランケートされるためです。また、
バージョン 8.0 以降のデータベースの場合は、テーブル・ページがさ

らに連続的に割り付けられることがあります。

どちらのフォームの文も、トランザクション・ログには記録されませ
ん。

パーミッション •    テーブルの所有者であるか、DBA 権限が必要です。

•    Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 再編成を開始する前に、チェックポイントが実行され、空きページ数
を 大限に増やそうとします。
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例 次の文は、employee テーブルのプライマリ・キーのインデックスを再

編成します。

REORGANIZE TABLE employee
 PRIMARY KEY

次の文は、employee テーブルのテーブル・ページを再編成します。

REORGANIZE TABLE  employee

次の文は、product テーブルのインデックス ix_prod_name を再編成し

ます。

REORGANIZE TABLE product 
     INDEX ix_prod_name

次の文は、employee テーブルの外部キー ky_dept_id を再編成します。

REORGANIZE TABLE employee 
     FOREIGN KEY ky_dept_id
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RESIGNAL 文

説明 この文は、例外条件を送り返すために使用します。

構文 RESIGNAL [ exception-name ]

使用法 例外ハンドラの中で RESIGNAL を使って、まだアクティブな例外を

持つ複合文を終了するか、別の指定された例外のレポートを終了でき
ます。例外は、別の例外ハンドラによって処理されるか、またはアプ
リケーションに返されます。RESIGNAL の前の例外ハンドラによる

動作は取り消されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SIGNAL 文」 751 ページ

◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャとトリガで

の例外ハンドラの使用」
◆ 「RAISERROR 文 [T-SQL]」 682 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Transact-SQL プロシージャのエラー通知は、RAISERROR 文を

使って行われます。

例 次のフラグメントはカラムが見つからない場合を除く、すべての例外
をアプリケーションに返します。

...
 DECLARE COLUMN_NOT_FOUND EXCEPTION
    FOR SQLSTATE '52003';
 ...
 EXCEPTION
 WHEN COLUMN_NOT_FOUND THEN
 SET message='Column not found';
 WHEN OTHERS THEN
 RESIGNAL;
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RESTORE DATABASE 文

説明 この文は、アーカイブからバックアップされたデータベースをリスト
アするために使用します。

構文 RESTORE DATABASE filename
 FROM archive-root
 [ CATALOG ONLY |
 [ [ RENAME dbspace-name TO new-dbspace-name ] …] ]
 [ HISTORY { ON | OFF } ]

filename : { string | variable }
 archive-root : { string | variable }
 new-dbspace-name : { string | variable }
 

パラメータ CATALOG ONLY 句   指定されたアーカイブに関する情報を取り出

し、それをバックアップ・ヒストリ・ファイル (backup.syb) に保存し

ます。アーカイブからデータをリストアするわけではありません。

RENAME 句   各 DB 領域をリストアする新しいロケーションを指定

します。

HISTORY 句    デフォルトでは、各 RESTORE DATABASE 操作は 
backup.syb に行を追加します。HISTORY OFF を指定して、backup.syb 
ファイルが更新されないようにすることができます。次のすべての条
件があてはまる場合は、ファイルが更新されないようにしたい場合が
あります。

•    RESTORE DATABASE 操作が頻繁に発生する

•    backup.syb ファイルを定期的にアーカイブまたは削除するプロ

シージャがない

•    ディスク領域が非常に限られている

使用法 各 RESTORE DATABASE 操作では、ヒストリ・ファイル backup.syb 
が更新されます。

backup.syb ファイルの詳細については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「ASLOGDIR 環境変数」を参照してください。
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RENAME 句によって、各 DB 領域のリストア・ロケーションを変更

できます。RENAME 句には、DB 領域名として SYSTEM と 
TRANSLOG は指定できません。

RESTORE DATABASE はリストアするデータベースを置き換えます。

インクリメンタル・バックアップが必要な場合は、BACKUP コマン

ドのイメージ・フォーマットを使用し、トランザクション・ログだけ
を保存してください。ただし、テープへのイメージ・バックアップは
サポートされていません。

パーミッション この文を実行するのに必要なパーミッションは、サーバ・コマンド・
ラインで -gu オプションを使用して設定します。デフォルトの設定で

は、DBA 権限が必要です。

この文は、Windows CE ではサポートされません。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gu サーバ・オ

プション」を参照してください。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「BACKUP 文」 370 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「バックアップとデータ・

リカバリ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

•    Windows CE   Windows CE プラットフォームではサポートされ

ていません。

例 次の例は、Windows NT テープ・ドライブからデータベースをリスト

アします。必要な円記号の数は、RESTORE DATABASE の実行時に接

続しているデータベースに応じて異なります。データベースは、
ESCAPE_CHARACTER オプションの設定に影響します。設定は、通

常は ON、utility_db の場合は OFF です。utility_db 以外のデータベー

スに接続している場合は、追加の円記号が必要です。
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RESTORE DATABASE 'd:¥¥dbhome¥¥cust.db'
 FROM '¥¥¥¥.¥¥tape0'
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RESUME 文

説明 この文は、結果セットを返すカーソルの実行を再開するために使用し
ます。

構文 RESUME cursor-name

cursor-name :  identifier または hostvar

使用法 この文は、結果セットを返すプロシージャの実行を再開します。プロ
シージャは、次の結果セット (INTO 句のない SELECT 文 ) が見つかる

まで実行されます。プロシージャが完了しても結果セットが見つから
ない場合は、SQLSTATE_PROCEDURE_COMPLETE 警告が設定され

ます。この警告は、SELECT 文に対してカーソルを RESUME すると

きにも設定されます。

パーミッション 事前にカーソルを開いておきます。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE CURSOR 文 [ESQL] [SP]」 521 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャから返され

る結果」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

例 次に ESQL の例を示します。

1. EXEC SQL RESUME cur_employee;
2. EXEC SQL RESUME :cursor_var;

次は Interactive SQL の例です。

CALL sample_proc();
RESUME ALL;
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RETURN 文

説明 この文は、関数またはプロシージャを無条件で終了し、オプションで
値を返すために使用します。

構文 RETURN [ expression ]

使用法 RETURN 文を使うと、関数またはプロシージャをすぐに終了できま

す。expression を指定する場合、expression の値を関数またはプロ

シージャの値として返します。

RETURN 文の後の文は実行されません。

関数の中では、式を関数の RETURNS データ型と同じデータ型にして

ください。

プロシージャ内では、RETURN は Transact-SQL との互換性を確保す

るためのもので、整数のエラー・コードを返すために使用されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE FUNCTION 文」 432 ページ

◆ 「CREATE PROCEDURE 文」 446 ページ

◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   Transact-SQL プロシージャは、RETURN 文を使って整数

のエラー・コードを返します。

例 次の関数は、3 つの数値の積を返します。
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CREATE FUNCTION product (
    a numeric,
    b numeric,
    c numeric )
 RETURNS numeric
 BEGIN
    RETURN ( a * b * c );
 END

3 つの数値の積を計算します。

SELECT product (2, 3, 4)

次のプロシージャは、RETURN 文を使って、意味のない複雑なクエ

リを実行するのを避けます。

CREATE PROCEDURE customer_products
 ( in customer_id integer DEFAULT NULL)
 RESULT ( id integer, quantity_ordered integer )
 BEGIN
    IF customer_id NOT IN (SELECT id FROM customer)
    OR customer_id IS NULL THEN
       RETURN
    ELSE
       SELECT product.id,sum(
          sales_order_items.quantity )
       FROM  product,
             sales_order_items,
             sales_order
       WHERE sales_order.cust_id=customer_id
       AND sales_order.id=sales_order_items.id
       AND sales_order_items.prod_id=product.id
       GROUP BY product.id
    END IF
 END

product(2, 3, 4)

24
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REVOKE 文

説明 この文は、特定のユーザのパーミッションを取り消すために使用しま
す。

構文 1 REVOKE special-priv, … FROM userid, …

special-priv :
   CONNECT
  | DBA
  | INTEGRATED LOGIN
  | GROUP
  | MEMBERSHIP IN GROUP userid, …
  | RESOURCE

構文 2 REVOKE table-priv, …
 ON [ owner.]table-name
 FROM userid, …

table-priv :
   ALL [PRIVILEGES]
  | ALTER
  | DELETE
  | INSERT
  | REFERENCES [ ( column-name, …) ]
  | SELECT [ ( column-name, …) ]
  | UPDATE [ ( column-name, …) ]

構文 3 REVOKE EXECUTE
 ON [ owner.]procedure-name
 FROM userid, …

使用法 REVOKE 文は、GRANT 文を使って付与したパーミッションを削除し

ます。構文 1 は、特殊ユーザ・パーミッションを取り消します。構文 
2 は、テーブル・パーミッションを取り消します。構文 3 は、プロ

シージャの実行パーミッションを取り消します。
REVOKE CONNECT はデータベースからユーザ ID を削除すると一緒

に、そのユーザが所有しているオブジェクト ( テーブル、ビュー、プ

ロシージャなど ) と、そのユーザによって付与されたパーミッション

も破棄します。REVOKE GROUP は、グループのすべてのメンバから 
MEMBERSHIP を自動的に REVOKE ( 取り消し ) します。
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グループにユーザを追加すると、ユーザはそのグループに割り当てら
れたすべてのパーミッションを継承します。Adaptive Server Anywhere 
では、ユーザがグループのメンバとして継承するパーミッションのサ
ブセットを取り消すことはできません。取り消すことができるのは、
GRANT 文によって明示的に付与されるパーミッションだけです。異

なるユーザに別々のパーミッションを付与する必要がある場合、適切
なパーミッションを持つグループを別々に作成するか、必要なパー
ミッションを各ユーザに明示的に付与することができます。

テーブル、ビュー、プロシージャに対するグループ・パーミッション
を付与したり取り消したりすると、グループのメンバ全員がその変更
を継承します。DBA、RESOURCE、GROUP の各パーミッションにつ

いては継承されません。これらのパーミッションは、必要に応じて各
ユーザ ID に個々に割り当てる必要があります。

あるユーザに付与した GRANT オプション・パーミッションを取り消

すと、それ以前にそのユーザが他のユーザに付与したパーミッション
も取り消されます。

パーミッション 取り消されるパーミッションの付与者であるか、DBA 権限が必要で

す。

接続パーミッションまたは別のユーザからのテーブル・パーミッショ
ンを取り消す場合、他のユーザはそのデータベースに接続できませ
ん。DBO からの接続パーミッションの取り消しはできません。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「GRANT 文」 601 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   構文 1 はベンダ拡張です。構文 2 は初級レベル機能で

す。構文 3 は永続的ストアド・モジュール機能です。

•    SQL/99   構文 1 はベンダ拡張です。構文 2 はコア機能です。構

文 3 は永続的ストアド・モジュール機能です。

•    Sybase   構文 2 と 3 は、Adaptive Server Enterprise でサポートされ

ています。構文 1 は、Adaptive Server Enterprise ではサポートさ

れていません。ユーザ管理とセキュリティ・モデルは、Adaptive 
Server Anywhere と Adaptive Server Enterprise では異なります。
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例 ユーザ Dave が employee テーブルを更新できないようにします。

REVOKE UPDATE ON employee FROM dave;

ユーザ Jim からリソース・パーミッションを取り消します。

REVOKE RESOURCE FROM Jim;

ユーザ・プロファイル名 Administrator から統合化ログイン・マッピン

グを取り消します。

REVOKE INTEGRATED LOGIN FROM Administrator;

Finance グループがプロシージャ sp_customer_list を実行できないよう

にします。

REVOKE EXECUTE ON sp_customer_list
FROM finance;

ユーザ ID FranW をデータベースから削除します。

REVOKE CONNECT FROM FranW
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REVOKE CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]

説明 この文は、このデータベースからの SQL Remote メッセージを統合

データベースが受信するのを中止させます。

構文 REVOKE CONSOLIDATE FROM userid

使用法 統合データベースを表すユーザ ID に対して CONSOLIDATE パーミッ

ションをリモート・データベースで付与します。REVOKE 
CONSOLIDATE 文は、現在のデータベースからメッセージを受信する

ユーザ・リストから統合データベースのユーザ ID を削除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット。指定したユーザのすべてのサブスクリプションを削
除します。

参照 ◆ 「REVOKE PUBLISH 文 [SQL Remote]」 706 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE 文 [SQL Remote]」 708 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE DBA 文 [SQL Remote]」 709 ページ

◆ 「GRANT CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 607 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_revoke_consolidate 
プロシージャ」

例 •    次の文は、ユーザ ID condb の統合ステータスを取り消します。

REVOKE CONSOLIDATE FROM condb
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REVOKE PUBLISH 文 [SQL Remote]

説明 この文は、名前を指定したユーザ ID を CURRENT パブリッシャとし

て識別するのを中止します。

構文 REVOKE PUBLISH FROM userid

使用法 SQL Remote インストール環境にある各データベースは、出力メッ

セージ内でパブリッシャのユーザ ID によって識別されます。現在のパ

ブリッシャのユーザ ID は、特殊定数 CURRENT PUBLISHER を使用

して検索できます。次のクエリは、現在のパブリッシャを識別しま
す。

SELECT CURRENT PUBLISHER

REVOKE PUBLISH 文により、名前を指定したユーザ ID がパブリッ

シャとして識別されなくなります。

データベースにアクティブな SQL Remote パブリケーションまたはサ

ブスクリプションがあるときは、そのデータベースから REVOKE 
PUBLISH を実行しないでください。

データベースで REVOKE PUBLISH 文を実行すると、SQL Remote イ
ンストール環境に次のような影響を及ぼします。

•    CURRENT PUBLISHER カラムがプライマリ・キーの一部になっ

ているテーブルにデータを挿入できなくなります。また、出力
メッセージがパブリッシャ・ユーザ ID で識別できなくなり、受

信側データベースによって受け取られなくなります。

SQL Remote インストール環境の統合データベースまたはリモート・

データベースでパブリッシャ・ユーザ ID を変更する場合はそのデー

タベースからメッセージを受信するすべてのデータベースで、新しい
パブリッシャ・ユーザ ID に REMOTE パーミッションが付与されてい

ることを確認します。通常この作業を行うには、すべてのサブスクリ
プションを一度削除し、再作成する必要があります。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット
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参照 ◆ 「GRANT PUBLISH 文 [SQL Remote]」 609 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE 文 [SQL Remote]」 708 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE DBA 文 [SQL Remote]」 709 ページ

◆ 「REVOKE CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 705 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_publisher プロシー

ジャ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 REVOKE PUBLISH FROM publisher_ID
707



REVOKE REMOTE 文 [SQL Remote]
REVOKE REMOTE 文 [SQL Remote]

説明 この文は、このデータベースからの SQL Remote メッセージをユーザ

が受信できないようにします。

構文 REVOKE REMOTE FROM userid, …

使用法 ユーザ ID が SQL Remote レプリケーション・インストール環境で

メッセージを受信するには、REMOTE パーミッションが必須です。

REVOKE REMOTE 文は、現在のデータベースからメッセージを受信

するユーザ・リストからユーザ ID を削除します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット。指定したユーザのすべてのサブスクリプションを削
除します。

参照 ◆ 「REVOKE PUBLISH 文 [SQL Remote]」 706 ページ

◆ 「GRANT REMOTE 文 [SQL Remote]」 611 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE DBA 文 [SQL Remote]」 709 ページ

◆ 「REVOKE CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 705 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_revoke_remote プロ

シージャ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 REVOKE REMOTE FROM SamS
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REVOKE REMOTE DBA 文 [SQL Remote]

説明 この文は、ユーザ ID に対して REMOTE DBA 権限を取り消すために

使用します。

構文 1 REVOKE REMOTE DBA
 FROM userid, …

使用法 REMOTE DBA 権限は、DBA ユーザ ID パスワードを送信する際のセ

キュリティを確保しながら、Message Agent がデータベースにフル・

アクセスしてメッセージ内での変更操作をできるようにするもので
す。

•    この文は、ユーザ ID から REMOTE DBA 権限を取り消します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「REVOKE PUBLISH 文 [SQL Remote]」 706 ページ

◆ 「REVOKE REMOTE 文 [SQL Remote]」 708 ページ

◆ 「GRANT REMOTE DBA 文 [SQL Remote]」 614 ページ

◆ 「REVOKE CONSOLIDATE 文 [SQL Remote]」 705 ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「Message Agent とレプ

リケーション・セキュリティ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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ROLLBACK 文

説明 この文は、トランザクションを終了し、前回の COMMIT または 
ROLLBACK 以降に実行された変更を取り消すために使用します。

構文 ROLLBACK [ WORK ]

使用法 トランザクションとは、データベース接続においてデータベースに対
して実行する作業の論理単位であり、COMMIT 文または ROLLBACK 
文で囲まれた部分のことです。ROLLBACK 文は、現在のトランザク

ションを終了し、前の COMMIT 文または ROLLBACK 文の後に実行

された変更をすべて取り消します。

パーミッション なし

関連する動作 WITH HOLD 句で開かれた以外のすべてのカーソルを閉じます。

参照 ◆ 「COMMIT 文」 393 ページ

◆ 「ROLLBACK TO SAVEPOINT 文」 711 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。
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ROLLBACK TO SAVEPOINT 文

説明 SAVEPOINT の後に加えられた変更を取り消します。

構文 ROLLBACK TO SAVEPOINT [savepoint-name]

使用法 ROLLBACK TO SAVEPOINT 文は、SAVEPOINT が作成されてから加

えられた変更を取り消します。SAVEPOINT の前に加えられた変更は

取り消されず、そのまま残ります。

savepoint-name は、現在のトランザクションの SAVEPOINT 文で指

定された識別子です。savepoint-name を省略すると、直前のセーブ

ポイントが使用されます。指定したセーブポイントの後にあるセーブ
ポイントは自動的に解放されます。

パーミッション 現在のトランザクションに、対応する SAVEPOINT を入れておいてく

ださい。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「BEGIN TRANSACTION 文」 379 ページ

◆ 「COMMIT 文」 393 ページ

◆ 「RELEASE SAVEPOINT 文」 688 ページ

◆ 「ROLLBACK 文」 710 ページ

◆ 「SAVEPOINT 文」 717 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「トランザクション内の

セーブポイント」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   セーブポイントは Adaptive Server Enterprise ではサポー

トされていません。Adaptive Server Enterprise 互換の方法で同様

の機能を実装するには、ネストされたトランザクションを使用
します。

ネストされたトランザクションの詳細については、「BEGIN 
TRANSACTION 文」 379 ページを参照してください。
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ROLLBACK TRANSACTION 文

説明 この文は、SAVE TRANSACTION の後に加えられた変更をキャンセル

するために使用します。

構文 ROLLBACK TRANSACTION [ savepoint-name ]

使用法 ROLLBACK TRANSACTION 文は、SAVE TRANSACTION を使用して

セーブポイントが作成されてから加えられた変更を取り消します。
SAVE TRANSACTION の前に加えられた変更は取り消されず、そのま

ま残ります。

savepoint-name は、現在のトランザクションの SAVE 
TRANSACTION 文で指定された識別子です。savepoint-name を省略

すると、未処理のまま残っている変更がすべてロールバックされま
す。指定したセーブポイントの後にあるセーブポイントは自動的に解
放されます。

パーミッション 現在のトランザクションに、対応する SAVE TRANSACTION を入れ

ておいてください。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ROLLBACK TO SAVEPOINT 文」 711 ページ

◆ 「BEGIN TRANSACTION 文」 379 ページ

◆ 「COMMIT 文」 393 ページ「SAVE TRANSACTION 文」 715 ペー

ジ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の例は、値 10、20 などの 5 つのローを表示します。DELETE の効

果は ROLLBACK TRANSACTION 文によって取り消されますが、前の 
INSERT または UPDATE の効果は取り消されません。
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BEGIN
     SELECT row_num INTO #tmp 
     FROM sa_rowgenerator( 1, 5 ) 
     UPDATE #tmp SET row_num=row_num*10
     SAVE TRANSACTION before_delete
     DELETE FROM #tmp WHERE row_num >= 3
     ROLLBACK TRANSACTION before_delete
     SELECT * FROM #tmp
 END
713



ROLLBACK TRIGGER 文
ROLLBACK TRIGGER 文

説明 この文は、トリガによって加えられた変更を元に戻すために使用しま
す。

構文 ROLLBACK TRIGGER [ WITH raiserror-statement ]

使用法 ROLLBACK TRIGGER 文は、トリガを起動するデータの修正など、

トリガの中で実行された処理を元に戻します。

必要に応じて、RAISERROR 文を発行できます。RAISERROR 文を発

行すると、エラーがアプリケーションに返されます。RAISERROR 文
を発行しないと、エラーは返されません。

ネストしたトリガの中で ROLLBACK TRIGGER 文を使用し、

RAISERROR 文を発行しないと、 も内側のトリガとそのトリガを起

動した文だけが元に戻されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE TRIGGER 文」 500 ページ

◆ 「ROLLBACK 文」 710 ページ

◆ 「ROLLBACK TO SAVEPOINT 文」 711 ページ

◆ 「RAISERROR 文 [T-SQL]」 682 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。
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SAVE TRANSACTION 文

説明 この文は、現在のトランザクションで、セーブポイントを確立するた
めに使用します。

構文 SAVE TRANSACTION savepoint-name

使用法 現在のデータベース内でセーブポイントを確立します。savepoint-
name は ROLLBACK TRANSACTION 文の中で使用できる識別子で

す。トランザクションが終了すると、すべてのセーブポイントは自動
的に解放されます。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「トランザク

ション内のセーブポイント」を参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SAVEPOINT 文」 717 ページ

◆ 「BEGIN TRANSACTION 文」 379 ページ

◆ 「COMMIT 文」 393 ページ

◆ 「ROLLBACK TRANSACTION 文」 712 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次の例は、値 10、20 などの 5 つのローを表示します。DELETE の効

果は ROLLBACK TRANSACTION 文によって取り消されますが、前の 
INSERT または UPDATE の効果は取り消されません。
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BEGIN
     SELECT row_num INTO #tmp 
     FROM sa_rowgenerator( 1, 5 ) 
     UPDATE #tmp SET row_num=row_num*10
     SAVE TRANSACTION before_delete
     DELETE FROM #tmp WHERE row_num >= 3
     ROLLBACK TRANSACTION before_delete
     SELECT * FROM #tmp
 END
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SAVEPOINT 文

説明 この文は、現在のトランザクションで、セーブポイントを確立するた
めに使用します。

構文 SAVEPOINT [ savepoint-name ]

使用法 現在のデータベース内でセーブポイントを確立します。savepoint-
name は RELEASE SAVEPOINT または ROLLBACK TO SAVEPOINT 
文の中で使用できる識別子です。トランザクションが終了すると、す
べてのセーブポイントは自動的に解放されます。『ASA SQL ユーザー

ズ・ガイド』 > 「トランザクション内のセーブポイント」を参照して

ください。

トリガまたはアトミック複合文の実行中に確立されたセーブポイント
は、アトミック・オペレーションが終了すると自動的に解放されま
す。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「RELEASE SAVEPOINT 文」 688 ページ

◆ 「ROLLBACK TO SAVEPOINT 文」 711 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Adaptive Server Enterprise 互換の方法で同様の機能を実装するに

は、SAVE TRANSACTION 文を使用します。
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SELECT 文

説明 この文は、データベースから情報を取り出すために使用します。

構文 [ WITH temporary-views ]
   SELECT [ ALL | DISTINCT ] [ row-limitation ] select-list
 [ INTO { hostvar-list | variable-list | table-name } ]
 [ FROM table-expression ]
 [ WHERE search-condition ]
 [ GROUP BY [ group-by-expression ]
 [ HAVING search-condition ]
 [ WINDOW window-name AS window-spec 
          [ , window-name AS window-spec ... ] ]
 [ ORDER BY { expression | integer } [ ASC | DESC ], … ]
 [ FOR { UPDATE [ cursor-concurrency ] | READ ONLY } ]
 [ FOR XML xml-mode ]

temporary-views :
   regular-view, …
 | RECURSIVE { regular-view | recursive-view }, …

regular-view :
   view-name [ ( column-name, … ) ]
   AS ( subquery )

recursive-view :
   view-name ( column-name, … )
   AS ( initial-subquery UNION ALL recursive-subquery )

row-limitation :
   FIRST | TOP n [ START AT m ]

select-list :
 { column-name | expression } [ [ AS ] alias-name ], …
 | *
 | window-function OVER { window-name | window-spec }

group-by-expression:

「GROUP BY 句」 615 ページを参照してください。

cursor-concurrency :
   BY { VALUES | TIMESTAMP | LOCK }
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xml-mode :
   RAW [ , ELEMENTS ] | AUTO [ , ELEMENTS ] | EXPLICIT
 
 window-function :
 RANK ( )
 | DENSE_RANK ( )
 | PERCENT_RANK ( )
 | CUME_DIST ( )
 | ROW_NUMBER ( )
 | aggregate-function
 
     window-spec:
     ( [window-name ] 
    [ PARTITION BYcolumn-reference [ collate-clause  ]
    [ ,  column-reference [ collate-clause ] ... ] ]
       [ ORDER BY order-by-expression, ... ]
     [ { ROWS | RANGE } { window-frame-start | window-frame-between } ] 
     )
 
 window-frame-start :
     { UNBOUNDED | integer-expression } PRECEDING
     | CURRENT ROW
 
 window-frame-between :
     BETWEEN window-frame-bound-1
     AND window-frame-bound-2
 
 window-frame-bound:
     window-frame-start
     | { UNBOUNDED | integer-expression } FOLLOWING

パラメータ WITH または WITH RECURSIVE   1 つ以上の共通テーブル式を定義

します。共通テーブル式はテンポラリ・ビューでもあり、文の残りの
部分に使用されます。これらの式は、非再帰的か自己再帰的のいずれ
かに指定できます。再帰的な共通テーブル式は、RECURSIVE キー

ワードが指定されている場合にのみ単独で表示されるか、非再帰的な
式と混合で表示されます。相互再帰的な共通テーブル式は、サポート
されていません。

SELECT 文が次のいずれかの場所に表示される場合のみ、この句が使

用できます。

•    上位レベルの SELECT 文内

•    VIEW 定義の 上位レベルの SELECT 文内
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•    INSERT 文内の 上位レベルの SELECT 文内

再帰的な式は、初期のサブクエリと再帰的なサブクエリから構成され
ます。初期クエリは、ビューのスキーマを暗黙的に定義します。再帰
的なサブクエリには、FROM 句内のビューへの参照を入れてくださ

い。それぞれの反復中に、この参照によって前の反復でビューに追加
されたローだけが参照されます。参照は、外部ジョインの NULL 入力

側では表示できません。再帰的な共通テーブル式は、集合関数を使用
できません。また、GROUP BY、ORDER BY、DISTINCT の各句を含

むことはできません。

リモート・テーブルでは WITH 句はサポートされません。

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「共通テーブル

式」を参照してください。

ALL または DISTINCT   All ( デフォルト ) は、SELECT 文の句を満た

すすべてのローを返します。DISTINCT を指定すると、重複した出力

ローが削除されます。多くの場合、DISTINCT ([ 個別 ]) を指定する

と、文の実行に時間が非常に長くかかります。したがって、
DISTINCT ([ 個別 ]) を使用するのは、必要な場合だけにしてください。

row-limitation   ORDER BY 句を含むクエリのローを明示的に制限し

ます。TOP 値は 0 以上の整数定数または整数変数にします。START 
AT 値は 0 より大きい整数定数または整数変数にします。

FIRST と TOP の使用の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイ

ド』 > 「クエリが返すロー数を明示的に制限する」を参照してくださ

い。

select リスト   select リストは、カンマで区切られた式のリストであ

り、データベースから何を取り出すかを指定します。アスタリスク 
(*) は、FROM 句に記述された全テーブルのすべてのカラムを選択す

ることを意味します。

集合関数は、select リストで許可されます (「SQL 関数」 111 ページを

参照してください )。サブクエリも、select リストで許可されます (
「式」 18 ページを参照してください )。それぞれのサブクエリは、カッ

コで囲みます。

エイリアス名はクエリを通じて使用でき、エイリアスの式を表しま
す。
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エイリアス名も、SELECT 文から出力された各カラムの 上部に、

Interactive SQL で表示されます。オプションのエイリアス名を式の後

で指定しないと、Interactive SQL は式自体を表示します。

INTO hostvar-list   この句は ESQL でだけ使用されます。これは 
SELECT 文の結果が移動する場所を指定します。select リスト内のそ

れぞれの項目に対して、1 つのホスト変数項目を指定してください。

select リスト項目は、順番にホスト変数の中に置かれます。インジ

ケータ・ホスト変数も各ホスト変数と一緒に使用でき、プログラムは 
select リスト項目が NULL であったかどうかを通知できます。

INTO variable-list   この句はプロシージャとトリガの中でだけ使用さ

れます。これは SELECT 文の結果が移動する場所を指定します。

select リスト内のそれぞれの項目に対して、1 つの変数項目が必要で

す。select リスト項目は、順番に変数の中に置かれます。

INTO table-name   この句は、テーブルの作成とデータの挿入に使用

します。

テーブル名が # から始まる場合は、テンポラリ・テーブルとして作成

されます。それ以外の場合、テーブルは永久ベース・テーブルとして
作成されます。永久テーブルを作成するには、クエリが次のいずれか
の条件を満たしている必要があります。

•    select-list に複数の項目が含まれ、INTO ターゲットが単一の 
table-name 識別子である。

•    select-list に * が含まれ、INTO ターゲットが owner.table として

指定されている。

1 つのカラムを持つ永久テーブルを作成するには、テーブル名を 
owner.table として指定します。

この文では、テーブルを作成する副作用として実行前に COMMIT が
行われます。この文を実行するには RESOURCE 権限が必要です。新

規テーブルにパーミッションは付与されません。文は、CREATE 
TABLE の後に INSERT ... SELECT が続く省略形です。

この文を使用して作成されるテーブルには、プライマリ・キーは定義
されていません。ALTER TABLE を使用してプライマリ・キーを追加

できます。プライマリ・キーは、テーブルに UPDATE または 
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DELETE を適用する前に追加してください。そうしないと、これらの

オペレーションによって、影響を受けるローのトランザクション・ロ
グにすべてのカラム値が記録されます。

FROM 句   table expression の中で指定されるテーブルとビューから

ローを取り出します。FROM 句を指定しない SELECT 文を使って、

テーブルから取り出せなかった式の値を表示できます。次に例を示し
ます。

SELECT @@version

これはグローバル変数 @@version の値を表示します。これは次と同

じです。

SELECT @@version
 FROM DUMMY

詳細については、「FROM 句」 586 ページを参照してください。

WHERE 句   この句は、FROM 句の中で指定したテーブルから選択す

るローを指定します。この句を FROM 句の一部である ON 句の代わ

りに使用すると、複数のテーブルをジョインできます。

詳細については、「探索条件」 26 ページと「FROM 句」 586 ページを参

照してください。

GROUP BY 句   カラム、エイリアス名、または関数によってグルー

プ分けできます。クエリの結果には、指定したカラム、エイリアス、
または関数の中の個別の値の各セットに対し 1 つのローが入ります。

NULL を含むローはすべて 1 つのセットとして処理されます。テーブ

ル・リストのローの各グループに対する結果にはローが 1 つずつ含ま

れるため、結果ローはグループとして頻繁に参照されます。集合関数
をこれらのグループに適用して、意味のある結果を取得することがで
きます。

GROUP BY を使う場合、select-list、HAVING 句、ORDER BY 句が参

照できるのは、GROUP BY 句の中で指定した識別子だけです。例外

は、select-list と HAVING 句が集合関数を持つ場合だけです。

HAVING 句   この句は、個々のローの値ではなく、グループ値に基づ

いてローを選択します。HAVING 句を使用できるのは、文が GROUP 
BY 句を持っているか、select リストが集合関数だけで構成されている
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場合だけです。HAVING 句の中で参照されるカラム名は、GROUP BY 
句の中に入れるか、または HAVING 句の中の集合関数に対するパラ

メータとして使用します。

ORDER BY 句   この句はクエリの結果をソートします。ORDER BY 
リストの各項目には、昇順の場合 ( デフォルト ) は ASC、降順の場合

は DESC のラベルを付けることができます。式が整数 n である場合、

クエリの結果は select リストの n 番目の項目でソートされます。

特定の順序でローが返されるようにする唯一の方法は ORDER BY を
使用することです。ORDER BY 句がない場合は、Adaptive Server 
Anywhere が も効率のよい順序でローを返します。つまり、ローに

後にアクセスした日付やその他の要因によって、結果セットでの表
示順序が異なることがあります。

Embedded SQL の場合は、データベースから結果を取得し、その値を 
INTO 句でホスト変数に格納するために、SELECT 文を使用します。

SELECT 文は、1 つのローだけを返さなければなりません。複数の

ローを対象にクエリを実行する場合は、カーソルを使います。

FOR UPDATE または FOR READ ONLY 句   この句は、クエリで開

いているカーソルを通じて更新できるかどうかを指定します。この句
は、FOR XML 句と一緒に使用できません。

SELECT 文に FOR 句を使用しない場合、更新可能性は API によって

指定されます。ODBC と OLE DB の場合、デフォルトは読み込み専用

です。JDBC、Open Client、ESQL の場合、デフォルトは更新です。

この句は、ESQL の DECLARE CURSOR 文を上書きします。ただし、

他のプログラミング・インタフェース内の同時性設定によって上書き
されることがあります。ODBC と OLE DB の場合は、読み込み専用デ

フォルト設定によって FOR 句が上書きされますが、デフォルトを読

み込み専用以外に変更すると、FOR 句は上書きされません。JDBC と 
Open Client の場合は、デフォルト ( 更新可能カーソル ) であるかどう

かに関係なく、常に現在の設定によって FOR 句が上書きされます。

文の更新可能性は、ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS データベース・

オプションの設定に依存します。DISTINCT、GROUP BY、HAVING、

UNION、集合関数、ジョイン、または更新不可のビューのうち、ど

れが文にあるかなど、文のその他の特性も考慮されます。
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カーソルの sensitivity の詳細については、『ASA プログラミング・ガ

イド』 > 「Adaptive Server Anywhere のカーソル」を参照してください。

ODBC の同時性の詳細については、『ASA プログラミング・ガイド』 > 
「カーソル特性の選択」の SQLSetStmtAttr の説明を参照してください。

ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS データベース・オプションの詳細に

ついては、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプション [ 互換性 ]」 を参照してく

ださい。

FOR XML 句   この句は、結果セットが XML ドキュメントとして返

されるように指定します。XML のフォーマットは、指定するモード

によって異なります。この句は、FOR UPDATE 句または FOR READ 
ONLY 句と一緒には使用できません。

RAW モードを指定すると、結果セットの各ローは XML <row> 要素と

して表され、各カラムは <row> 要素の属性として表されます。

AUTO モードを指定すると、クエリの結果は、ネストされた XML 要
素として返されます。select-list 内で参照される各テーブルは、XML 
の要素として表されます。要素のネスト順は、テーブルが select-list 
内で参照される順序に基づいています。

EXPLICIT モードを指定すると、生成された XML ドキュメントの

フォームを制御できます。EXPLICIT モードにすると、RAW モードや 
AUTO モードに比べて、要素の名前付けとネスト構造の指定がより柔

軟にできます。

EXPLICIT モードを使用したクエリの記述については、『ASA SQL 
ユーザーズ・ガイド』 > 「FOR XML EXPLICIT の使用」を参照してく

ださい。

FOR XML 句の使用の詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイ

ド』 > 「FOR XML 句を使用してクエリ結果を XML として取り出す」

を参照してください。

使用法 SELECT 文を使用して、データベースからの結果を取り出します。
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SELECT 文を Interactive SQL 内で使用して、データベース内のデータ

をブラウズしたり、データベースから外部ファイルにデータをエクス
ポートできます。

SELECT 文は、プロシージャとトリガ、または ESQL 内でも使用でき

ます。INTO 句のある SELECT 文を使ってデータベースから結果を取

り出します。このとき、SELECT 文はローを 1 つだけ返します。複数

のローを対象にクエリを実行する場合は、カーソルを使います。

SELECT 文を使って、プロシージャから結果セットを返すこともでき

ます。

パーミッション 指定したテーブルとビューに対する SELECT パーミッションが必要で

す。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「式」 18 ページ

◆ 「FROM 句」 586 ページ

◆ 「探索条件」 26 ページ

◆ 「UNION 演算」 777 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ジョイン：複数テーブル

からのデータ検索」

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。SELECT 文は複雑なため、個々の句

を標準に照らしてチェックしてください。

•    SQL/99   コア機能。SELECT 文は複雑なため、個々の句を標準

に照らしてチェックしてください。たとえば、ROLLUP キー

ワードは T431 の一部です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされますが、構文に

いくつか相違点があります。

例 従業員が何人いるかを示します。

SELECT count(*)
 FROM employee

すべての顧客とその顧客からの注文の総額をリストします。
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SELECT company_name,
    CAST( sum(sales_order_items.quantity *
    product.unit_price) AS INTEGER) VALUE
 FROM customer
    JOIN sales_order
    JOIN sales_order_items
    JOIN product
 GROUP BY company_name
 ORDER BY VALUE DESC

次の文は、Embedded SQL SELECT 文を示します。

SELECT count(*) INTO :size
 FROM employee
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SET 文

説明 この文は、SQL 変数に値を代入するために使用します。

構文 SET identifier = expression

使用法 SET 文は新しい値を変数に代入します。この変数は、

CREATE VARIABLE 文または DECLARE 文を使って事前に作成され

たものであるか、プロシージャの OUTPUT パラメータであることが

必要です。この変数名は、オプションとして、名前の前に @ を付け

る Transact-SQL の規則を使用できます。次に例を示します。

SET @localvar = 42

変数は、カラム名を使用できる場所なら SQL 文のどこででも使うこ

とができます。変数と同じ名前のカラム名がある場合は、変数値を使
用できます。

変数は、現在の接続に固有でローカルなもので、データベースとの接
続を切断したり、DROP VARIABLE 文を使用すると自動的に消えま

す。変数は、COMMIT 文や ROLLBACK 文の対象になりません。

変数は、Embedded SQL プログラムから INSERT または UPDATE 文の

対象となるサイズの大きなテキストまたはバイナリ・オブジェクトを
作成するために必要です。これは、Embedded SQL のホスト変数のサ

イズが 32,767 バイトに制限されているためです。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE VARIABLE 文」 511 ページ

◆ 「DECLARE 文」 520 ページ

◆ 「DROP VARIABLE 文」 561 ページ

◆ 「式」 18 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。
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•    Sybase   サポートされていません。Adaptive Server Enterprise で
は、変数はテーブルを使用せずに SELECT 文を使って Adaptive 
Server Anywhere にサポートされている Transact-SQL 構文に割り

当てられます。SET 文は、Adaptive Server Enterprise のデータ

ベース・オプションを設定するのに使用されます。

例 次のコード・フラグメントは、データベースに大きいテキスト値を挿
入します。

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 DECL_VARCHAR( 500 ) buffer;
 /* Note: maximum DECL_VARCHAR size is 32765 */
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 
 EXEC SQL CREATE VARIABLE hold_blob LONG VARCHAR;
 EXEC SQL SET hold_blob = '';
 for(;;) {
    /* read some data into buffer ... */
    size = fread( buffer, 1, 5000, fp );
    if( size <= 0 ) break;
    /* Does not work if data contains null chars */
    EXEC SQL SET hold_blob = hold_blob || :buffer;
 }
 EXEC SQL INSERT INTO some_table VALUES( 1, hold_blob );
 EXEC SQL DROP VARIABLE hold_blob;

次のコード・フラグメントは、データベースに大きいバイナリ値を挿
入します。

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 DECL_BINARY( 5000 ) buffer;
 EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 
 EXEC SQL CREATE VARIABLE hold_blob LONG BINARY;
 EXEC SQL SET hold_blob = '';
 for(;;) {
    /* read some data into buffer ... */
    size = fread( &(buffer.array), 1, 5000, fp );
    if( size <= 0 ) break;
    buffer.len = size;
    /* add data to blob using concatenation */
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    EXEC SQL SET hold_blob = hold_blob || :buffer;
 }
 EXEC SQL INSERT INTO some_table VALUES ( 1, hold_blob 
);
 EXEC SQL DROP VARIABLE hold_blob;
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SET 文 [T-SQL]

説明 この文は、Adaptive Server Enterprise と互換性を持つ方法で現在の接続

にデータベース・オプションを設定するために使用します。

構文 SET option-name option-value

使用法 使用可能なオプションは以下のとおりです。

Adaptive Server Anywhere のデータベース・オプションは、SET 
OPTION 文を使用して設定されます。しかし、Adaptive Server 
Anywhere は、特に互換性に対して便利なオプションを持つ Adaptive 
Server Enterprise の SET 文もサポートします。

次のオプションは、Adaptive Server Enterprise 同様、Adaptive Server 
Anywhere の Transact-SQL SET 文を使って設定できます。

オプション名 オプション値

ANSINULL ON | OFF

ANSI_PERMISSIONS ON | OFF

CLOSE_ON_ENDTRANS ON | OFF

DATEFIRST 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

QUOTED_IDENTIFIER ON | OFF

ROWCOUNT integer

SELF_RECURSION ON | OFF

STRING_RTRUNCATION ON | OFF

TEXTSIZE integer

TRANSACTION ISOLATION LEVEL 0 | 1 | 2 | 3
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•    SET ANSINULL { ON | OFF }   Adaptive Server Anywhere と 
Adaptive Server Enterprise では、値を NULL と比較するデフォル

トの動作が異なります。ANSINULL を OFF に設定する場合、

NULL との比較に対して Transact-SQL との互換性が提供されま

す。

Adaptive Server Anywhere では、次の構文もサポートされていま

す。

SET ANSI_NULLS { ON | OFF }

•    SET ANSI_PERMISSIONS { ON | OFF }   カラム参照を含む 
UPDATE または DELETE を実行するのに必要なパーミッション

に関する、Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server Enterprise 
のデフォルト動作は異なります。ANSI_PERMISSIONS を OFF 
に設定すると、UPDATE と DELETE のパーミッションに関して 
Transact-SQL との互換性が提供されます。

•    SET CLOSE_ON_ENDTRANS { ON | OFF }   トランザクション

の終わりでカーソルを閉じるデフォルト動作は、Adaptive Server 
Anywhere と Adaptive Server Enterprise で異なります。

CLOSE_ON_ENDTRANS を OFF に設定すると、Transact-SQL と
の互換性が提供されます。

•    SET DATEFIRST { 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 }   デフォルトは 7 です。

これは、週の開始日が日曜日であることを意味します。このオ
プションを永続的に設定する方法については、『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 「FIRST_DAY_OF_WEEK オプション [ データ

ベース ]」 を参照してください。

•    SET QUOTED_IDENTIFIER { ON | OFF }   二重引用符で囲まれ

た文字列を識別子 (ON) として解釈するか、単なる文字列 (OFF) 
として解釈するかを制御します。このオプションの詳細につい
ては、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Transact-SQL との互

換性を維持するためのオプション設定」を参照してください。

•    SET ROWCOUNT    integer Transact-SQL の ROWCOUNT オプ

ションは、カーソルについてフェッチするローの数の上限を指
定の整数に設定します。カーソルを再位置付けしてフェッチし
たローにも適用されます。この上限を超えたフェッチには警告
731



SET 文 [T-SQL]
が発せられます。このオプション設定は OPEN の要求が出て、

カーソルがフェッチするロー数の推測値が返されるときに考慮
されます。

また、SET ROWCOUNT では、検索する UPDATE 文または 
DELETE 文の対象となるローの数を integer に制限します。たと

えば、この機能を使用すると、一定の間隔で COMMIT 文を実行

し、ロールバック・ログとロック・テーブルのサイズを制限す
ることができます。アプリケーション ( またはプロシージャ ) 
は、 初の操作が影響するローに更新／削除を再発行させる
ループを指定する必要があります。次に簡単な例を示します。

begin
    declare @count integer
    set rowcount 20
    while(1=1) begin
       update employee set emp_lname='new_name'
       where emp_lname <> 'old_name'
       /* Stop when no rows changed */
       select @count = @@rowcount
       if @count = 0 break
       print string('Updated ',
                @count,' rows; repeating...')
       commit
    end
    set rowcount 0
 end

Adaptive Server Anywhere では、ROWCOUNT 設定が Interactive 
SQL が表示できるローの数より大きい場合、Interactive SQL は追

加のフェッチを行ってカーソルを再配置することができます。
したがって、実際に表示されるローの数は、要求した数より少
なくなることがあります。また、切り捨ての警告のために、
ローが再度フェッチされる場合、カウントは正しくない場合が
あります。

値を 0 にすると、オプションをリセットし、すべてのローを取

得します。

•    SET SELF_RECURSION { ON | OFF }   self_recursion オプショ

ンをトリガ内で使用して、そのトリガに関連するテーブルの操
作が他のトリガを起動できるか (ON) できないか (OFF) を設定し

ます。
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•    SET STRING_RTRUNCATION { ON | OFF }   SQL 文字列データ

代入時にスペース以外の文字がトランケートされるときのデ
フォルト動作は、Adaptive Server Anywhere と Adaptive Server 
Enterprise では異なります。STRING_RTRUNCATION を ON に設

定すると、文字列の比較に関して、Transact-SQL との互換性が

提供されます。

•    SET TEXTSIZE   select 文で返される text 型データまたは image 
型データの 大サイズをバイト単位で指定します。@@textsize 
グローバル変数は、現在の設定を格納します。デフォルト・サ
イズ (32 K) にリセットするには、次のコマンドを使用します。

set textsize 0

•    SET TRANSACTION-ISOLATION-LEVEL { 0 | 1 | 2 | 3 }   『ASA 
SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「独立性レベルと一貫性」で説明さ

れている、現在の接続のロック独立性レベルを設定します。
Adaptive Server Enterprise では、1 と 3 だけが有効なオプションで

す。Adaptive Server Anywhere では、0、1、2、3 のどのオプショ

ンも指定できます。

さらに、SET 文は、Adaptive Server Anywhere において互換性のために 
PREFETCH オプションで使用できますが、効力はありません。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SET OPTION 文」 738 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Transact-SQL との互換性

を維持するためのオプション設定」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「互換性オプション」

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Anywhere は、Adaptive Server Enterprise 
データベース・オプションのサブセットをサポートします。
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SET CONNECTION 文 [Interactive SQL] [ESQL]

説明 この文は、アクティブなデータベース接続を変更するために使用しま
す。

構文 SET CONNECTION [connection-name]

connection-name : 
 identifier、string、または hostvar

使用法 SET CONNECTION 文は、アクティブなデータベース接続を 
connection-name に変更します。現在の接続状態を保存し、再びアク

ティブな接続になるときにこれを再開します。connection-name が省

略され、指定されない接続がある場合は、この接続がアクティブな接
続になります。

カーソルを Embedded SQL で開くとき、カーソルを現在の接続と関連

付けます。接続が変更されると、前のアクティブな接続のカーソル名
にはアクセスできません。これらのカーソルはアクティブなまま配置
され、関連付けられている接続が再びアクティブになると、アクセス
できるようになります。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 397 ページ

◆ 「DISCONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 542 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Interactive SQL の使用はベンダ拡張です。Embedded 
SQL は上級レベル機能です。

•    SQL/99   Interactive SQL はベンダ拡張です。Embedded SQL はコ

ア機能です。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、Embedded SQL での記述です。

EXEC SQL SET CONNECTION :conn_name;
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Interactive SQL から、現在の接続を接続名 conn1 に設定します。

SET CONNECTION conn1;
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SET DESCRIPTOR 文 [ESQL]

説明 この文は、SQLDA 内の変数を記述したり、データを記述子領域に格

納するために使用します。

構文 SET DESCRIPTOR descriptor-name
 { COUNT = { integer | hostvar }
 | VALUE { integer | hostvar } assignment [, …] }

assignment :
 { TYPE | SCALE | PRECISION | LENGTH | INDICATOR }
      = { integer | hostvar }
 | DATA = hostvar

使用法 SET DESCRIPTOR 文は、記述子領域内の変数を記述したり、データ

を記述子領域に格納するために使用します。

SET … COUNT 文を使用すると、記述子領域内の記述される変数の数

を設定できます。カウントの対象となる変数の数は、記述子領域を割
り付けたときに指定した変数の数を超えることはできません。

値 { integer | hostvar } は、代入の対象となる記述子領域内の変数を

指定します。

SET … DATA を実行すると型チェックが実行され、記述子領域内の変

数とホスト変数の型が同じかどうか確認されます。LONGVARCHAR 
と LONGBINARY は、SET DESCRIPTOR ... DATA でサポートされてい

ません。

エラーが発生すると、エラー・コードが SQLCA に返されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ

◆ 「DEALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 518 ページ

◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「SQLDA (SQL descriptor 
area)」

標準と互換性 •    SQL/92   中級レベル機能。
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•    SQL/99   コア SQL に含まれない SQL ／基本機能。

•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次の例は、sqlda の位置 col_num にあるカラムの型を設定します。

void set_type( SQLDA *sqlda, int col_num, int new_type 
)
 {
     EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
     int new_type1 = new_type;
     int col = col_num;
     EXEC SQL END DECLARE SECTION;
 EXEC SQL SET DESCRIPTOR sqlda VALUE :col TYPE = 
:new_type1;
 }

詳細例については、「ALLOCATE DESCRIPTOR 文 [ESQL]」 318 ページ 
を参照してください。
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SET OPTION 文

説明 この文は、データベース・オプションの値を変更するために使用しま
す。

構文 SET [ EXISTING ] [ TEMPORARY ] OPTION
  [ userid.| PUBLIC.]option-name = [ option-value ]

userid :    identifier | string | hostvar

option-name :  identifier | string | hostvar

option-value :  hostvar ( インジケータ使用可 ) 
 | string
 | identifier
 | number

使用法 SET OPTION 文を使用すると、データベース・サーバの動作に影響を

及ぼすオプションを変更できます。オプションの値を設定すると、す
べてのユーザまたは個々のユーザだけの動作を変更できます。変更の
スコープは、テンポラリまたは永続的のどちらかを指定できます。

オプションのクラスは次のとおりです。

•    一般的なデータベース・オプション

•    Transact-SQL との互換性

•    複写データベース・オプション

使用可能なすべてのオプションの一覧と説明については、『ASA デー

タベース管理ガイド』 > 「データベース・オプション」を参照してく

ださい。

オプションは、パブリック、ユーザ、テンポラリの 3 つのスコープ・

レベルで設定できます。テンポラリ・オプションは他のオプションよ
り優先され、ユーザのオプションはパブリック・オプションより優先
されます。現在のユーザに対してユーザ・レベルのオプションを設定
すると、対応するテンポラリ・オプションも設定されます。
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EXISTING キーワードを使用した場合、個別のユーザ ID のオプショ

ン値は、そのオプションにすでに PUBLIC ユーザ ID 設定が行われて

いないかぎり、設定できません。

ユーザ ID を指定すると、オプション値がそのユーザ ( またはグルー

プのメンバであるグループ・ユーザ ID) に適用されます。PUBLIC に
指定すると、オプション値はそのオプションに個々の設定を持たない
すべてのユーザに適用されます。デフォルトでは、オプション値は 
SET OPTION 文を発行する、現在ログオンしているユーザ ID に適用

されます。

たとえば、次の文は、DBA が SQL 文を発行しているユーザである場

合、ユーザ DBA にオプションの変更を適用します。

SET OPTION login_mode = mixed

しかし、次の文は、すべてのユーザが属するユーザ・グループである 
PUBLIC ユーザ ID に変更を適用します。

SET OPTION Public.login_mode = standard

DBA 権限を持つユーザのみ、PUBLIC ユーザ ID にオプションを設定

する権限を持ちます。

Embedded SQL では、データベース・オプションは一時的なものとし

てのみ設定できます。

SET OPTION 文を使用すると、自分のユーザ ID の値を変更できます。

他のユーザのユーザ ID のオプション値を設定できるのは、DBA 権限

を持っている場合だけです。

SET OPTION 文に TEMPORARY キーワードを追加すると、変更の効

果の継続期間を変更できます。デフォルトでは、オプション値は永久
です。SET OPTION 文を使って明示的に変更されるまで変わりませ

ん。

SET TEMPORARY OPTION 文がユーザ ID で修飾されていない場合、

新しいオプション値は現在の接続のみで有効です。
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PUBLIC ユーザ ID を使用して SET TEMPORARY OPTION を使用する

と、データベースの実行中はその変更が継続します。データベースを
停止すると、PUBLIC グループの TEMPORARY オプションは永久値

に戻ります。

PUBLIC ユーザ ID のテンポラリ・オプションを設定すると、セキュ

リティの利点を提供します。たとえば、LOGIN_MODE オプションが

使用可能な場合、データベースは実行中のシステムのログイン・セ
キュリティを使用します。このオプションを一時的に有効にすると、
Windows ドメインのセキュリティに依存しているデータベースは、

データベースが停止し、ローカル・マシンにコピーされるといった場
合でも、危険にさらされることはありません。この場合、
LOGIN_MODE オプションを一時的に有効にしてあると、オプション

は永久値の Standard に戻ります。このモードでは、統合化ログインを

使用できません。

option-value を省略すると、指定したオプション設定がデータベース

から削除されます。個人的なオプション設定である場合は、値は 
PUBLIC 設定に戻されます。TEMPORARY オプションを削除すると、

オプション設定は永久設定に戻されます。

警告
カーソルからローをフェッチしている間のオプション設定変更は、動
作の定義を曖昧にすることになるため、サポートされていません。た
とえば、カーソルからフェッチしている間に DATE_FORMAT 設定を

変えると、結果セットのロー同士の日付フォーマットが異なってしま
います。ローをフェッチしている間にオプション設定を変更しないで
ください。

パーミッション ユーザ自身のオプションを設定するには、権限は必要ありません。

別のユーザまたは PUBLIC に対してデータベース・オプションを設定

するには、DBA 権限が必要です。

関連する動作 TEMPORARY を指定しない場合、オートコミットが実行されます。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・オプショ

ン」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「互換性オプション」
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◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「レプリケーション・オプ

ション」
◆ 「SET OPTION 文 [Interactive SQL]」 742 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise ではサポートされていません。

Adaptive Server Anywhere は、SET 文を使用する Adaptive Server 
Enterprise オプションのいくつかをサポートします。

例 日付フォーマット・オプションをオンに設定します。

SET OPTION public.date_format = 'Mmm dd yyyy';

日付フォーマット・オプションをデフォルト設定に設定します。

SET OPTION public.date_format =;

wait_for_commit オプションをオンに設定します。

SET OPTION wait_for_commit = 'on';

次に ESQL の例を 2 つ示します。

1. EXEC SQL SET OPTION :user.:option_name = :value;
 2. EXEC SQL SET TEMPORARY OPTION Date_format = 'mm/dd/
yyyy';
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SET OPTION 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、Interactive SQL オプションの値を変更するために使用しま

す。

構文 1 SET [ TEMPORARY ] OPTION
    [ userid. | PUBLIC. ]option-name = [ option-value ]

userid :    identifier、string、または hostvar

option-name :  identifier、string、または hostvar

option-value : hostvar ( インジケータ使用可 )、string、identifier、または 
number

構文 2 SET PERMANENT

構文 3 SET

使用法 SET PERMANENT ( 構文 2) は、すべての現在の Interactive SQL オプ

ションを保存します。Interactive SQL が現在のユーザ ID で起動するた

びに、これらの設定が自動的に確立されます。

構文 3 は、現在のオプション設定すべてを表示します。Interactive 
SQL またはデータベース・サーバにテンポラリ・オプションが設定さ

れている場合、これらが表示されます。設定されていない場合は、永
続的なオプション設定が表示されます。

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「Interactive SQL オプショ

ン」
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SET REMOTE OPTION 文 [SQL Remote]

説明 この文は、SQL Remote メッセージ・リンクのメッセージ制御パラ

メータの設定に使用します。

構文 SET REMOTE link-name OPTION
 [ userid.| PUBLIC.]link-option-name = link-option-value

link-name:
 file | ftp | mapi | smtp | vim

link-option-name:
 common-option | file-option | ftp-option
 | mapi-option | smtp-option | vim-option

common-option:
 debug | output_log_send_on_error
 | output_log_send_limit | output_log_send_now

file-option:
 directory | unlink_delay

ftp-option:
 active_mode | host | password | port | root_directory | user

mapi-option:
  force_download | ipm_receive | ipm_send | profile

smtp-option:
  local_host | pop3_host | pop3_password | pop3_userid
 | smtp_host | top_supported

vim-option:
  password | path | receive_all | send_vim_mail | userid

link-option-value:
 string

パラメータ userid   userid を指定しない場合は、現在のパブリッシャが使用され

ます。

オプション値   オプション値は、メッセージ・リンクによって異なり
ます。詳細については、次を参照してください。
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•    『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「FILE メッセージ・シス

テム」.

•    『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「FTP メッセージ・システ

ム」.

•    『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「MAPI メッセージ・シス

テム」.

•    『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「SMTP メッセージ・シス

テム」.

•    『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「VIM メッセージ・シス

テム」.

使用法 メッセージ・リンクの初回使用時に、メッセージ・リンク・パラメー
タをユーザがメッセージ・リンクのダイアログ・ボックスで入力する
と、Message Agent はそのパラメータを保存します。その場合はこの

文を明示的に使用する必要はありません。この文は、たくさんのデー
タベースから抽出を行うための統合データベースを作成する場合に非
常に効果的です。

オプション名では、大文字と小文字が区別されます。オプションの値
で大文字と小文字が区別されるかどうかは、オプションによって異な
ります。ブール値の場合、大文字と小文字は区別されません。パス
ワード、ディレクトリ名、その他の文字列では、ファイル・システム 
(ディレクトリ名の場合) またはデータベース (ユーザ ID とパスワード

の場合 ) で大文字と小文字を区別するかどうかに従います。

パーミッション DBA 権限が必要です。パブリッシャは自分自身のオプションを設定

できます。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_link_option プロ

シージャ」
◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・サイトでの

トラブルシューティング・エラー」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 次の文は、ユーザ myuser 用の ftp リンクに対し、FTP ホストを 
ftp.mycompany.com に設定します。

SET REMOTE FTP OPTION myuser.host = 'ftp.mycompany.com'
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SET SQLCA 文 [ESQL]

説明 この文は、デフォルトのグローバル sqlca 以外の SQLCA を使うよう

に、SQL プリプロセッサに通知するために使用します。

構文 SET SQLCA sqlca

sqlca :  identifier または string

使用法 SET SQLCA 文は、デフォルトのグローバル sqlca 以外の SQLCA を使

うように、SQL プリプロセッサに通知します。sqlca は、SQLCA ポイ

ンタに対する C 言語リファレンスである識別子または文字列を指定し

ます。

Embedded SQL 文ごとに、現在の SQLCA ポインタを暗黙のうちに

データベース・インタフェース・ライブラリに渡します。C 言語ソー

スにおいて、この文の後に記述されているすべての Embedded SQL 文
は、新しい SQLCA を使います。

この文を使用するのは、再入可能コードを記述するときだけです (
『ASA プログラミング・ガイド』 > 「マルチスレッドまたは再入可能

コードでの SQLCA 管理」を参照してください )。sqlca は、ローカル

変数を参照しなければなりません。グローバルまたはモジュール静的
変数は別のスレッドによる修正を受けます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「マルチスレッドまたは再

入可能コードでの SQLCA 管理」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   Open Client/Open Server ではサポートされていません。

例 Windows DLL には独自の関数を含めることもできます。DLL を使用

する各アプリケーションは独自の SQLCA を持ちます。
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an_sql_code FAR PASCAL ExecuteSQL( an_application *app, 
char *com )
 {
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char *sqlcommand;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;
    EXEC SQL SET SQLCA "&app->.sqlca";
    sqlcommand = com;
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :sqlcommand;
 return( SQLCODE );
 }
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SETUSER 文

説明 この文は、データベース管理者が別のユーザと同一化し、接続プール
を有効にするために使用します。

構文 { SET SESSION AUTHORIZATION | SETUSER }
 [ [ WITH OPTION ] userid ]

パラメータ WITH OPTION   デフォルトでは、パーミッション ( グループ・メン

バシップを含む ) だけが変更されます。WITH OPTION を指定すると、

有効なデータベース・オプションは userid の現在のデータベース・

オプションに変更されます。

userid   ユーザ ID は、識別子 (SETUSER 構文 ) または文字列 (SET 
SESSION AUTHORIZATION 構文 ) です。詳細については、「識別子」 8
ページと「文字列」 10 ページを参照してください。

使用法 SETUSER 文はデータベース管理者の仕事を簡単にするために用意さ

れています。DBA 権限を持つユーザがデータベースの他のユーザと

同一化することを可能にします。SETUSER 文を実行した後に、次の

コマンドの 1 つを実行して、同一化しているユーザをチェックできま

す。

•    SELECT USER

•    SELECT CURRENT USER

また、アプリケーション・サーバから SETUSER を使って、接続プー

ルを利用できます。接続プールによって、必要な個々の接続の数が減
り、パフォーマンスが向上します。

ユーザ ID のない SETUSER は、前に実行したすべての SETUSER 文を

元に戻します。

プロシージャ、トリガ、イベント・ハンドラ、またはバッチ内では 
SETUSER 文を使用できません。

SETUSER 文の使用法には、次のようなものがあります。

•    オブジェクトの作成   SETUSER を使用して、別のユーザが所有

することになるデータベース・オブジェクトを作成できます。
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•    パーミッションのチェック   DBA は、別のユーザのパーミッ

ションとグループ・メンバシップを使用し、クエリ、プロシー
ジャ、ビューなどのパーミッションや名前解決をテストできま
す。

•    管理者に安全な環境を提供   DBA はデータベースでのすべての

動作を行うパーミッションを持ちます。不注意から意図しない
動作を行うことを確実に回避するには、SETUSER を使用して

パーミッションの少ない別のユーザ ID に切り替えることができ

ます。

注意
プロシージャ、トリガ、イベント、またはバッチ内では SETUSER 文
を使用できません。

パーミッション DBA 権限が必要です。

参照 ◆ 「EXECUTE IMMEDIATE 文 [SP]」 569 ページ

◆ 「GRANT 文」 601 ページ

◆ 「REVOKE 文」 702 ページ

◆ 「SET OPTION 文」 738 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   SET SESSION AUTHORIZATION は SQL 92 に準拠して

います。SETUSER はベンダ拡張です。

•    SQL/99   SET SESSION AUTHORIZATION はコア機能です。

SETUSER はベンダ拡張です。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise は SETUSER をサポートします

が、WITH OPTIONS キーワードはサポートしません。

例 次の文は、ユーザ名 DBA によって実行され、ユーザ ID を Joe に変更

し、さらに Jane に変更した後、DBA に戻します。

SETUSER "Joe"
// ... operations...
SETUSER WITH OPTION "Jane"
// ... operations...
SETUSER
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次の文は、ユーザを Jane に設定します。ユーザ ID は、識別子ではな

く文字列として提供されます。

SET SESSION AUTHORIZATION 'Jane'
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SIGNAL 文

説明 この文は、例外条件の信号を発信するために使用します。

構文 SIGNAL exception-name

使用法 SIGNAL を使うと、例外を起こすことができます。例外の処理方法の

説明については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャ

とトリガでの例外ハンドラの使用」を参照してください。

exception-name   現在の複合文の始めにある DECLARE 文で宣言され

た例外の名前。この例外は、システム定義の SQLSTATE またはユー

ザ定義の SQLSTATE と合致していなければなりません。ユーザ定義 
SQLSTATE の値は 99000 ～ 99999 の範囲になければなりません。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DECLARE 文」 520 ページ

◆ 「RESIGNAL 文」 695 ページ

◆ 「BEGIN 文」 376 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「プロシージャとトリガで

の例外ハンドラの使用」

標準と互換性 •    SQL/92   永続的ストアド・モジュール機能。

•    SQL/99   永続的ストアド・モジュール機能。

•    Sybase   SIGNAL は Adaptive Server Enterprise ではサポートされ

ていません。

例 次の複合文は、ユーザ定義の例外を宣言し、その信号を送ります。こ
の例を Interactive SQL から実行すると、[ メッセージ ] ウィンドウ枠

にメッセージが表示されます。
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BEGIN
    DECLARE myexception EXCEPTION
    FOR SQLSTATE '99001';
    SIGNAL myexception;
    EXCEPTION
       WHEN myexception THEN
          MESSAGE 'My exception signaled'
          TO CLIENT;
 END
752



     第 4 章   SQL 文
START DATABASE 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、現在のデータベース・サーバ上でデータベースを起動する
ために使用します。

構文 START DATABASE database-file
 [ AS database-name ]
 [ ON engine-name ]
 [ WITH TRUNCATE AT CHECKPOINT ]
 [ FOR READ ONLY ]
 [ AUTOSTOP { ON | OFF } ]
 [ KEY key ]

パラメータ START DATABASE 句   database-file パラメータは文字列です。

database-file に相対パスを指定する場合、そのパスはデータベース・

サーバの開始ディレクトリを基準にします。

AS 句   database-name を指定しない場合は、デフォルト名がデータ

ベースに割り当てられます。このデフォルト名は、データベース・
ファイルのルートです。たとえば、ファイル C:¥Database Files¥asa-
demo.db 内のデータベースにはデフォルト名の asademo が付きます。

ON 句   この句は Interactive SQL でのみサポートされます。

Interactive SQL では、engine-name を指定しない場合、デフォルト・

データベースは、現在実行しているサーバのうち、 初に起動した
サーバです。

WITH TRUNCATE AT CHECKPOINT 句   チェックポイントのログ

の切り捨てを有効にしてデータベースを起動します。

FOR READ ONLY   読み込み専用モードでデータベースを起動しま

す。

AUTOSTOP 句   AUTOSTOP 句のデフォルト設定は ON です。

AUTOSTOP を ON に設定すると、 後の接続が削除されるときに、

データベースが自動的にアンロードされます。AUTOSTOP を OFF に
設定すると、データベースはアンロードされません。

Interactive SQL では、ON と OFF の代わりに YES と NO も使用できま

す。
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KEY 句   データベースが高度に暗号化されている場合は、この句を

使用して KEY 値 ( パスワード ) を入力します。

使用法 指定したデータベースを現在のデータベース・サーバで起動します。

START DATABASE 文は、指定されたデータベースに現在のアプリ

ケーションを接続しません。START DATABASE 文を使用する場合も

明示的な接続が必要です。

Interactive SQL は ON 句をサポートします。この句によって、データ

ベースを現在のデータベース・サーバ以外のサーバで起動できます。

パーミッション 必要なパーミッションは、データベース・サーバの -gd オプションで

指定します。このオプションは、パーソナル・データベース・サーバ
では all、ネットワーク・サーバでは DBA にデフォルトで設定されま

す。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「STOP DATABASE 文」 762 ページ

◆ 「CONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 397 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gd サーバ・オプション」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 現在のサーバ上でデータベース・ファイル C:¥Database 
Files¥sample_2.db を起動します。

START DATABASE 'c:¥database files¥sample_2.db'

Interactive SQL から、データベース・ファイル c:¥Database 
Files¥sample_2.db を sam2 としてサーバ sample 上で起動します。

START DATABASE 'c:¥database files¥sample_2.db'
 AS sam2
 ON sample
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START ENGINE 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、データベース・サーバを起動するために使用します。

構文 START ENGINE AS engine-name [ STARTLINE command-string ]

使用法 START ENGINE 文は、データベース・サーバを起動します。サーバ

に対してオプションのセットを指定する場合、STARTLINE キーワー

ドをコマンド文字列と一緒に使います。有効なコマンド文字列は、
『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・サーバ」のデー

タベース・サーバの説明に従った文字列です。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「STOP ENGINE 文」 764 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・サーバ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 sample という名前のデータベース・サーバを、1 つもデータベースを

起動しない状態で起動します。

START ENGINE AS sample

次の例は、STARTLINE 句の使い方を示します。

START ENGINE AS eng1 STARTLINE 'dbeng9 -c 8M'
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START JAVA 文

説明 この文は、Java VM を起動するために使用します。

構文 START JAVA

使用法 START JAVA 文は、Java VM を起動します。主な使い方として、

Java VM を適宜ロードし、ユーザが Java の機能を使い始めるときに、

Java VM ロード中の一時停止が発生しないようにします。

パーミッション データベースに Java をインストールし、データベースを Java 実行可

能にしてください。

この文は、Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「STOP JAVA 文」 765 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 Java VM を起動します。

START JAVA
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START LOGGING 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、実行した SQL 文のログ・ファイルへの記録を開始するた

めに使用します。

構文 START LOGGING filename

使用法 START LOGGING 文は、それ以降に実行されるすべての SQL 文の指

定されたログ・ファイルへのコピーを開始します。このファイルが存
在しない場合は、Interactive SQL によって作成されます。ロギング

は、STOP LOGGING 文で明示的に停止するか、現在の 
Interactive SQL セッションを終了するまで継続します。[SQL] － [ ロ
ギングの開始 ] と [SQL] － [ ロギングの停止 ] をクリックして、ロギ

ングを開始したり停止したりすることもできます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「STOP LOGGING 文 [Interactive SQL]」 766 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 c: ディレクトリにあるファイル filename.sql へのロギングを開始しま

す。

START LOGGING 'c:¥filename.sql'
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START SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]

説明 この文は、パブリケーションに対するユーザのサブスクリプションの
開始に使用します。

構文 START SUBSCRIPTION
 TO publication-name [ ( subscription-value ) ]
 FOR subscriber-id, …

パラメータ publication-name   このパブリケーション名でユーザのサブスクリプ

ションが作成されます。パブリケーションの所有者を含めることもで
きます。

subscription-value   パブリケーションのサブスクリプション式と比較

される文字列。サブスクライバは単一のパブリケーションに対して複
数のサブスクリプションを持つことがあるので、この値は必須です。

subscriber-id   パブリケーションに対するサブスクライバのユーザ 
ID。パブリケーションへのサブスクリプションを持っているユーザで

す。

使用法 SQL Remote サブスクリプションは、パブリケーションの更新が統合

データベースからリモート・データベースへ送信されたときに「開始
した」とみなされます。

START SUBSCRIPTION 文は、サブスクリプションを管理する一連の

文の 1 つです。CREATE SUBSCRIPTION 文は、サブスクライバが受

信するデータを定義します。SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION 文は、

統合データベースとリモート・データベース間の一貫性を確保するた
めのものです。メッセージのサブスクライバへの送信を開始するに
は、START SUBSCRIPTION 文が必ず必要です。

各サブスクリプションの 後のデータは、サブスクリプションを開始
する前のデータと一致していなければなりません。データベース抽出
ユーティリティを使用してサブスクリプションの作成、同期、起動を
管理することをおすすめします。データベース抽出ユーティリティを
使用すれば明示的に START SUBSCRIPTION 文を実行する必要はなく

なります。また、Message Agent も、サブスクリプションが同期され

るとサブスクリプションを起動します。

パーミッション DBA 権限が必要です。
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関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 476 ページ

◆ 「REMOTE RESET 文 [SQL Remote]」 689 ページ

◆ 「SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 771ページ

◆ 『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 「sp_subscription プロ

シージャ」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次の文は、パブリケーション pub_contact に対するユーザ SamS のサ

ブスクリプションを起動します。

START SUBSCRIPTION TO pub_contact
FOR SamS
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START SYNCHRONIZATION DELETE 文 [Mobile 
Link]

説明 次の文を使用して Mobile Link 同期で行われた削除のロギングを再起

動します。

構文 START SYNCHRONIZATION DELETE

使用法 通常、Adaptive Server Anywhere と Ultra Light は、同期の一部である

テーブルやカラム対して行われたすべての変更のログを自動的に取
り、次の同期中にこれらの変更を統合データベースにアップロードし
ます。STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文を使用すると、削除処

理の自動ロギングを一時的に中断できます。START 
SYNCHRONIZATION DELETE 文を使用すると、自動ロギングを再起

動できます。

STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文を実行すると、その接続で行

われた削除処理は同期されません。この効果は、START 
SYNCHRONIZATION DELETE 文が実行されるまで継続します。STOP 
SYNCHRONIZATION DELETE を繰り返してもそれ以上効果はありま

せん。

STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文の実行回数に関わらず、

START SYNCHRONIZATION DELETE 文を 1 回実行すれば、ロギング

が再起動します。

アプリケーションでデータを同期しない場合は、START 
SYNCHRONIZATION DELETE を使用しないでください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文 [Mobile Link]」 769
ページ

◆ 『Ultra Light C/C++ ユーザーズ・ガイド』 > 
「StartSynchronizationDelete メソッド」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次の一連の SQL 文は、START SYNCHRONIZATION DELETE と STOP 
SYNCHRONIZATION DELETE の使用方法を示します。

-- Prevent deletes from being sent
 -- to the consolidated database
 STOP SYNCHRONIZATION DELETE;
 
 -- Remove all records older than 1 month
 -- from the remote database,
 -- NOT the consolidated database
 DELETE FROM PROPOSAL
 WHERE last_modified < months( CURRENT TIMESTAMP, -1 )
 
 -- Re-enable all deletes to be sent
 -- to the consolidated database
 -- DO NOT FORGET to start this
 START SYNCHRONIZATION DELETE;
 
 -- Commit the entire operation,
 -- otherwise rollback everything
 -- including the stopping of the deletes
 commit;
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STOP DATABASE 文

説明 この文は、現在のデータベース・サーバ上のデータベースを停止する
ために使用します。

構文 STOP DATABASE database-name
 [ ON engine-name ]
 [ UNCONDITIONALLY ]

パラメータ STOP DATABASE 句   database-name は、現在のサーバで動作して

いる ( 現在のデータベース以外の ) データベースの名前です。

ON 句   この句は Interactive SQL でのみサポートされます。

Interactive SQL で engine-name を指定しないと、すべての実行して

いるエンジンについて、指定したデータベースを検索します。

Interactive SQL でこの文を使用しない場合、データベースは現在の

データベース・サーバで起動された場合のみ停止されます。

UNCONDITIONALLY キーワード   データベースとの接続がある場合

でも、そのデータベースを停止します。デフォルトでは、接続がある
とデータベースは停止しません。

使用法 STOP DATABASE 文は、現在のデータベース・サーバ上の指定した

データベースを停止します。

パーミッション 必要なパーミッションは、データベース・サーバの -gk オプションで

指定します。このオプションは、パーソナル・データベース・サーバ
では all、ネットワーク・サーバでは DBA にデフォルトで設定されま

す。

現在接続しているデータベースに対して STOP DATABASE を使用す

ることはできません。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「START DATABASE 文 [Interactive SQL]」 753 ページ

◆ 「DISCONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 542 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gd サーバ・オプション」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 現在のサーバ上のデータベース sample を停止します。

STOP DATABASE sample
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STOP ENGINE 文

説明 この文は、データベース・サーバを停止するために使用します。

構文 STOP ENGINE [ engine-name ] [ UNCONDITIONALLY ]

パラメータ STOP ENGINE 句   engine-name は Interactive SQL でのみ使用できま

す。この文を Interactive SQL で実行しない場合は、現在のデータベー

ス・サーバが停止されます。

UNCONDITIONALLY キーワード   停止するデータベース・サーバに

接続しているユーザが他にいない場合、UNCONDITIONALLY を使用

する必要はありません。他にも接続しているユーザがいる場合は、
UNCONDITIONALLY キーワードを指定した場合のみデータベース・

サーバが停止します。

使用法 STOP ENGINE 文は、指定したデータベース・サーバを停止します。

UNCONDITIONALLY キーワードを指定すると、データベース・サー

バはサーバ上に接続がある場合でも停止します。デフォルトでは、
データベース・サーバは接続があると停止しません。

パーミッション サーバを停止するために必要なパーミッションは、データベース・
サーバ・コマンド・ラインの -gk 設定によって指定されます。パーソ

ナル・サーバでのデフォルト設定は all で、ネットワーク・サーバの

場合は DBA です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「START ENGINE 文 [Interactive SQL]」 755 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gk サーバ・オプション」

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 現在のデータベース・サーバを他に接続がない場合のみ停止します。

STOP ENGINE
764



     第 4 章   SQL 文
STOP JAVA 文

説明 この文は、Java VM を停止するために使用します。

構文 STOP JAVA

使用法 STOP JAVA 文は、使用されていない Java VM をアンロードします。

主な目的は、システム・リソースを経済的に使用することです。

パーミッション データベースに Java をインストールし、データベースを Java 実行可

能にしてください。

この文は、Windows CE ではサポートされません。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「START JAVA 文」 756 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 Java VM を停止します。

STOP JAVA
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STOP LOGGING 文 [Interactive SQL]

説明 この文は、現在のセッションで実行される SQL 文のロギングを停止

するために使用します。

構文 STOP LOGGING

使用法 STOP LOGGING 文は、実行した各 SQL 文のログ・ファイルへの書き

込みを停止します。ロギングを開始するには、START LOGGING 文を

使用します。[SQL] － [ ロギングの開始 ] と [SQL] － [ ロギングの停

止 ] をクリックして、ロギングを開始したり停止したりすることもで

きます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「START LOGGING 文 [Interactive SQL]」 757 ページ

例 次の例は、現在のロギング・セッションを停止します。

STOP LOGGING
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STOP SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]

説明 この文は、パブリケーションに対するユーザのサブスクリプションを
停止します。

構文 STOP SUBSCRIPTION
 TO publication-name [ ( subscription-value ) ]
 FOR subscriber-id, …

パラメータ publication-name   このパブリケーション名でユーザのサブスクリプ

ションが作成されます。パブリケーションの所有者を含めることもで
きます。

subscription-value   パブリケーションのサブスクリプション式と比較

される文字列。サブスクライバは単一のパブリケーションに対して複
数のサブスクリプションを持つことがあるので、この値は必須です。

subscriber-id   パブリケーションに対するサブスクライバのユーザ 
ID。パブリケーションへのサブスクリプションを持っているユーザで

す。

使用法 SQL Remote サブスクリプションは、パブリケーションの更新が統合

データベースからリモート・データベースへ送信されたときに「開始
した」とみなされます。

サブスクライバに送るメッセージを停止するには、STOP 
SUBSCRIPTION 文が必要です。サブスクライバに送るメッセージを

再開するには、START SUBSCRIPTION 文が必要です。ただし、サブ

スクリプションを再開する場合は足りないメッセージがないように、
サブスクリプションが正しく同期していることを確認してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「DROP SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 556 ページ

◆ 「SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 771ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。
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STOP SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]
例 次の文は、パブリケーション pub_contact に対するユーザ SamS のサ

ブスクリプションを起動します。

STOP SUBSCRIPTION TO pub_contact
FOR SamS
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STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文 [Mobile 
Link]

説明 次の文を使用して Mobile Link 同期で行われた削除のロギングを一時

的に停止します。

構文 STOP SYNCHRONIZATION DELETE

使用法 通常、Adaptive Server Anywhere と Ultra Light リモート・データベース

は、同期に組み込まれるテーブルやカラムに対して行われたすべての
変更のログを自動的に取り、次の同期中にこれらの変更を統合データ
ベースにアップロードします。この文を使用して、Adaptive Server 
Anywhere または Ultra Light リモート・データベースに対する変更の

ロギングを一時的に中断できます。

STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文を実行すると、その接続でそ

れ以降行われた削除処理は同期されません。この効果は、START 
SYNCHRONIZATION DELETE 文が実行されるまで継続します。

STOP SYNCHRONIZATION DELETE を繰り返してもそれ以上効果は

ありません。STOP SYNCHRONIZATION DELETE 文の実行回数に関

わらず、START SYNCHRONIZATION DELETE 文を 1 回実行すれば、

ロギングが再起動します。

このコマンドは、リモート・データベースに対して訂正を行うには便
利ですが、Mobile Link 同期を事実上無効にしてしまうので、使用の

際には注意してください。

アプリケーションでデータを同期しない場合は、STOP 
SYNCHRONIZATION DELETE を使用しないでください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『Ultra Light C/C++ ユーザーズ・ガイド』 > 
「StartSynchronizationDelete メソッド」

◆ 『Ultra Light C/C++ ユーザーズ・ガイド』 > 
「StopSynchronizationDelete メソッド」
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◆ 「START SYNCHRONIZATION DELETE 文 [Mobile Link]」 760
ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 例については、「START SYNCHRONIZATION DELETE 文 [Mobile 
Link]」 760 ページ を参照してください。
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SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]

説明 この文は、パブリケーションに対するユーザのサブスクリプションの
同期に使用します。

構文 SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION
 TO publication-name [ ( subscription-value ) ]
 FOR remote-user, …

パラメータ publication-name   このパブリケーション名でユーザのサブスクリプ

ションが作成されます。パブリケーションの所有者を含めることもで
きます。

subscription-value   パブリケーションのサブスクリプション式と比較

される文字列。サブスクライバは単一のパブリケーションに対して複
数のサブスクリプションを持つことがあるので、この値は必須です。

remote-user   パブリケーションに対するサブスクライバのユーザ ID。

パブリケーションへのサブスクリプションを持っているユーザです。

使用法 SQL Remote サブスクリプションは、リモート・データベースのデー

タが統合データベースのデータと一致し、統合データベースからリ
モート・データベースにパブリケーションの更新を送信しても競合も
エラーも発生しない状態の場合、「同期されている」とみなされます。

サブスクリプションを同期するには、統合データベース側のパブリ
ケーション・データのコピーをリモート・データベースに送信しま
す。SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION 文は、これをメッセージ・シス

テムで自動的に実行します。できるかぎり、データベース抽出ユー
ティリティを使用して、メッセージ・システムを使用せずにサブスク
リプションを同期することをおすすめします。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「CREATE SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 476 ページ

◆ 「START SUBSCRIPTION 文 [SQL Remote]」 758 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。
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•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 次の文は、パブリケーション pub_contact に対するユーザ SamS のサ

ブスクリプションを同期します。

SYNCHRONIZE SUBSCRIPTION
    TO pub_contact
    FOR SamS
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SYSTEM 文 [Interactive SQL]

説明 この文を使用して、Interactive SQL から実行ファイルを起動します。

構文 SYSTEM ' [path] filename '

使用法 指定した実行ファイルを起動します。

•    SYSTEM 文はすべてを 1 行に記述してください。

•    SYSTEM 文の終わりにコメントは記述できません。

•    パスとファイル名を一重引用符で囲んでください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CONNECT 文 [ESQL] [Interactive SQL]」 397 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   適用不可。

例 次の文は、メモ帳プログラムを起動します。メモ帳の実行ファイル
が、起動可能なパスにあることが前提となります。

SYSTEM 'notepad.exe'
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TRIGGER EVENT 文

説明 この文は、指定したイベントをトリガするために使用します。イベン
トは、イベント・トリガに対して定義したものでも、スケジュールさ
れたイベントでもかまいません。

構文 TRIGGER EVENT event-name [ ( parm = value, … ) ]

パラメータ parm = value   トリガ条件によってイベント・ハンドラが実行される

ときには、データベース・サーバが event_parameter 関数を使用して、

イベント・ハンドラにコンテキスト情報を渡すことができます。
TRIGGER EVENT 文では、これらのパラメータを明示的に指定し、イ

ベント・ハンドラのコンテキストをシミュレートできます。

使用法 トリガ条件またはスケジュールには、CREATE EVENT 文でアクショ

ンを関連付けます。TRIGGER EVENT 文を使用すると、スケジュール

された時刻またはトリガ条件が発生していなくても、イベント・ハン
ドラを強制的に実行することができます。TRIGGER EVENT は無効に

されたイベント・ハンドラを実行しません。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「ALTER EVENT 文」 330 ページ

◆ 「CREATE EVENT 文」 419 ページ

◆ 「EVENT_PARAMETER 関数 [ システム ]」 182 ページ

例 次の例は、イベントに文字列パラメータを渡す方法を示します。イベ
ントは、トリガされた時刻をサーバ・コンソールに表示します。

CREATE EVENT ev_PassedParameter
 HANDLER
 BEGIN
   MESSAGE 'ev_PassedParameter - was triggered at ' || 
event_parameter('time');
 END;
 TRIGGER EVENT ev_PassedParameter("Time"=string(current 
timestamp));
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TRUNCATE TABLE 文

説明 この文は、テーブル定義は削除せずにテーブルからすべてのローを削
除するために使用します。

構文 TRUNCATE TABLE [ owner.]table-name

使用法 TRUNCATE TABLE 文は、テーブルからすべてのローを削除します。

これは WHERE 句のない DELETE 文と同じですが、TRUNCATE 
TABLE 文の結果としてトリガを起動しない点と、個々のロー削除を

トランザクション・ログの中へ入れない点が異なります。

TRUNCATE TABLE 文の後、テーブル構造体とインデックスのすべて

は、DROP TABLE 文が発行されるまで存在し続けます。カラム定義

と制約はそのまま残り、トリガとパーミッションは有効なままです。

TRUNCATE TABLE 文は、データ定義文のように 1 つの文としてトラ

ンザクション・ログに記録されます。それぞれの削除されたローは、
トランザクション・ログには記録されません。

TRUNCATE_WITH_AUTO_COMMIT オプションが ON ( デフォルト ) 
に設定されている場合は、以下の条件がすべて満たされるときに、高
速方式のテーブル・トランケーションが実行されます。

•    そのテーブルへの外部キーも、そのテーブルからの外部キーも

存在しない。

•    TRUNCATE TABLE 文がトリガ内で実行されない。

•    TRUNCATE TABLE 文がアトミック文の中で実行されない。

高速トランケーションが実行される場合は、そのオペレーションの前
後に COMMIT が実行されます。

パーミッション テーブル所有者であるか、DBA 権限またはテーブルに対する ALTER 
パーミッションが必要です。

ベース・テーブルの場合、TRUNCATE TABLE 文は、操作がアトミッ

クであるため ( すべてのローが削除されるか、まったくされないか )、
テーブルへの排他的なアクセスが必要です。つまり、事前に開かれて
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いる、トランケートされるテーブルを参照するカーソルを閉じ、
COMMIT または ROLLBACK を発行して、テーブルへの参照を解除

します。

テンポラリ・テーブルの場合、各ユーザはデータの独自のコピーを所
有しているため、排他的アクセスは不要です。

関連する動作 TRUNCATE TABLE 文は、トリガ削除を実行しません。

TRUNCATE_WITH_AUTO_COMMIT を ON に設定すると、テーブル

がトランケートされる前後に COMMIT が実行されます。

ローの個々の削除はトランザクション・ログには記録されません。し
たがって、TRUNCATE TABLE オペレーションはレプリケートされま

せん。SQL Remote レプリケーションまたは Mobile Link リモート・

データベースでは、この文を使用しないでください。

テーブルに DEFAULT AUTOINCREMENT または DEFAULT GLOBAL 
AUTOINCREMENT と定義されたカラムがある場合、TRUNCATE 
TABLE はそのカラムの次に使用可能な値をリセットします。

Ultra Light EQSL アプリケーションでは、TRUNCATE TABLE の代わ

りに DELETE を使用してテーブル内のすべてのローを削除します。

TRUNCATE TABLE はローに削除のマークを付けますが、同期しない

かぎり、Ultra Light データベースからは物理的に削除されません。

参照 ◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 
「TRUNCATE_WITH_AUTO_COMMIT オプション [ データ

ベース ]」

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 department テーブルからすべてのローを削除します。

TRUNCATE TABLE department
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UNION 演算

説明 この文は、2 つ以上の SELECT 文の結果を結合するために使用しま

す。

構文 select-statement
   UNION [ ALL | DISTINCT ] select-statement
 [ UNION [ ALL | DISTINCT ] select-statement ] …
 [ ORDER BY [ integer | select-list-expression-name ] [ ASC | DESC ], … ]

使用法 いくつかの SELECT 文の結果を、UNION を使ってより大きな結果へ

と結合することができます。コンポーネントの SELECT 文には、それ

ぞれ select リストの中に共通の項目を指定します。各文には ORDER 
BY 句を含めることはできません。

UNION ALL の結果は、単にコンポーネントの SELECT 文の結果を結

合したものです。UNION の結果は UNION ALL と同じですが、重複

ローが削除されている点が異なります。重複ローを削除するには余分
な処理が必要なため、可能であれば UNION の代わりに UNION ALL 
を使用してください。UNION DISTINCT は UNION と同じです。

2 つの select リスト中の対応する項目が異なるデータ型の場合、

Adaptive Server Anywhere は結果の中から対応するカラムのデータ型を

選択し、各コンポーネント SELECT 文のカラムを自動的にそれぞれ変

換します。

UNION の 初のクエリ指定は、ORDER BY 句と一致する名前を判断

するために使用します。

表示されるカラム名は、 初の SELECT 文に対して表示されるカラム

名と同じです。結果セットのカラム名をカスタマイズするには、
SELECT 文で WITH 句を使用するという方法もあります。

パーミッション コンポーネントの SELECT 文のそれぞれに対して、SELECT パーミッ

ションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「SELECT 文」 718 ページ
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標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされます。

COMPUTE 句もサポートされます。

例 従業員と顧客のそれぞれの姓すべてをリストします。

SELECT emp_lname
 FROM Employee
 UNION
 SELECT lname
 FROM Customer
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UNLOAD 文

説明 この文は、データベースから外部 ASCII フォーマット・ファイルに

データをエクスポートするために使用します。

構文 UNLOAD select-statement
 TO filename
 [ unload-option … ]

unload-option :
   APPEND {ON|OFF}
 | DELIMITED BY string
 | ESCAPE CHARACTER character
 | ESCAPES {ON | OFF}
 | FORMAT {ASCII | BCP}
 | HEXADECIMAL {ON | OFF}
 | QUOTES {ON | OFF}

filename : { string | variable }

パラメータ filename   データのアンロード先となるファイルの名前。文を実行す

るのはデータベース・サーバであるため、ファイル名はデータベー
ス・サーバ・マシン上のファイルを示します。相対ファイル名は、
データベース・サーバの開始ディレクトリを基準に相対パスでファイ
ルを示します。クライアント・マシンへのデータのアンロードについ
ては、「OUTPUT 文 [Interactive SQL]」 665 ページ を参照してくださ

い。

使用法 UNLOAD 文では、クエリの結果セットをカンマ区切りのファイルに

エクスポートできます。クエリに ORDER BY 句が指定されていなけ

れば、結果セットは順序付けられません。

バイナリ・データ型の結果セット・カラムをアンロードする場合、
UNLOAD は、\xnnnn の形式で 16 進文字列を書き込みます。 n は 16 
進数字です。

unload-option パラメータの詳細については、「UNLOAD TABLE 文」 
781 ページを参照してください。

プロキシ・テーブルを持つデータベースをアンロードして再ロードす
る場合は、ユーザがローカル・データベースとリモート・データベー
スの両方に対して同じパスワードを持っていても、外部ログインを作
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成して、ローカル・ユーザをリモート・ユーザにマップしてくださ
い。外部ログインがない場合は、リモート・サーバに接続できないた
め再ロードが失敗します。

外部ログインの詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「外部ログインの使用」を参照してください。

APPEND オプションを ON にすると、アンロードされたデータは、指

定されたファイルの 後に追加されます。APPEND オプションを 
OFF にすると、指定されたファイルの内容がアンロードされたデータ

に置換されます。このオプションのデフォルトは OFF です。

パーミッション UNLOAD 文を実行するのに必要なパーミッションは、-gl オプション

を使ってデータベース・サーバ・コマンド・ラインで設定されます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gl サーバ・オ

プション」を参照してください。

関連する動作 なし。このクエリは現在の独立性レベルで実行されます。

参照 ◆ 「UNLOAD TABLE 文」 781 ページ

◆ 「OUTPUT 文 [Interactive SQL]」 665 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   UNLOAD は Adaptive Server Enterprise ではサポートされ

ていません。
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UNLOAD TABLE 文

説明 この文は、データベース・テーブルから外部 ASCII フォーマット・

ファイルにデータをエクスポートするために使用します。

構文 UNLOAD [ FROM ] TABLE [ owner. ]table-name TO filename
 [ unload-option … ]

unload-option :
   APPEND{ON | OFF}
 | DELIMITED BY string
 | ESCAPE CHARACTER character
 | ESCAPES {ON | OFF}
 | FORMAT {ASCII | BCP}
 | HEXADECIMAL {ON | OFF}
 | ORDER {ON | OFF}
 | QUOTES {ON | OFF}

filename : { string | variable }

パラメータ filename   データのアンロード先となるファイルの名前。文を実行す

るのはデータベース・サーバであるため、ファイル名はデータベー
ス・サーバ・マシン上のファイルを示します。相対ファイル名は、
データベース・サーバの開始ディレクトリを基準に相対パスでファイ
ルを示します。クライアント・マシンへのデータのアンロードについ
ては、「OUTPUT 文 [Interactive SQL]」 665 ページ を参照してくださ

い。

APPEND オプション   APPEND オプションを ON にすると、アンロー

ドされたデータは、指定されたファイルの 後に追加されます。
APPEND オプションを OFF にすると、指定されたファイルの内容が

アンロードされたデータに置換されます。このオプションのデフォル
トは OFF です。

ESCAPES オプション   ESCAPES をオン ( デフォルト ) に設定する

と、円記号の組み合わせを使用して、エクスポートに必要な場合の特
殊文字を識別できます。

FORMAT オプション   データを ASCII フォーマットまたは BCP アウ

ト・フォーマットで出力します。
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HEXADECIMAL オプション   デフォルトでは、HEXADECIMAL は 
ON です。バイナリ・カラム値は 0xnnnnnn… のフォームで書き込ま

れます。n はそれぞれ 16 進数字を表します。マルチバイト文字セッ

トを扱う場合は、HEXADECIMAL ON を使用することが重要です。

HEXADECIMAL オプションを使用する場合は、FORMAT ASCII オプ

ションのみ指定してください。

ORDER オプション   ORDER を ON ( デフォルト ) に設定すると、エ

クスポートされたデータはクラスタード・インデックス ( 存在する場

合 ) の順に配列されます。クラスタード・インデックスが存在しない

場合、エクスポートされたデータはプライマリ・キー値で順序付けら
れます。ORDER を OFF に設定すると、ORDER BY 句を使わずにテー

ブルから選択したときと同じ順序でデータがエクスポートされます。

ORDER を ON に設定すると、エクスポートは遅くなります。ただし、

LOAD TABLE 文を使って再ロードする方が、インデックス手順が単

純であるため速くなります。

クラスタード・インデックスの詳細については、『ASA SQL ユーザー

ズ・ガイド』 > 「クラスタード・インデックスの使用」を参照してく

ださい。

QUOTES オプション   QUOTES をオン ( デフォルト ) に設定すると、

エクスポートされる文字列がすべて一重引用符で囲まれます。

使用法 UNLOAD TABLE 文は、データベース・テーブルから ASCII ファイル

への効率的な大量エクスポートができます。UNLOAD TABLE は、

Interactive SQL 文の OUTPUT より効率的で、すべてのクライアント・

アプリケーションから呼び出すことができます。

UNLOAD TABLE は、テーブル全体に排他ロックを配置します。

バイナリ・データ型のカラムをアンロードする場合、
UNLOAD TABLE は \xnnnn の形式で 16 進文字列を書き込みます。n 
は 16 進数字です。

FORMAT、DELIMITED BY、ESCAPE CHARACTER の各オプション

の詳細については、「LOAD TABLE 文」 643 ページを参照してくださ

い。
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パーミッション UNLOAD TABLE 文を実行するのに必要なパーミッションは、データ

ベース・サーバの -gl コマンド・ライン・オプションによって次のよ

うに異なります。

•    -gl オプションが ALL の場合、UNLOAD TABLE 文内で参照され

るテーブルの SELECT パーミッションが必要です。

•    -gl オプションが DBA の場合、DBA 権限を持っていることが必

要です。

•    -gl オプションが NONE の場合、UNLOAD TABLE は使用できま

せん。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-gl サーバ・オ

プション」を参照してください。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「LOAD TABLE 文」 643 ページ

◆ 「OUTPUT 文 [Interactive SQL]」 665 ページ

◆ 「UNLOAD 文」 779 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   UNLOAD TABLE は Adaptive Server Enterprise ではサ

ポートされていません。同様の機能は、Adaptive Server 
Enterprise バルク・コピー・ユーティリティ (bcp) で用意されて

います。
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UPDATE 文

説明 この文は、データベース・テーブルの既存のローを修正するために使
用します。

構文 1 UPDATE [ FIRST | TOP n ] table-list 
 SET set-item, …
 [ FROM table-list ]
 [ WHERE search-condition ]
 [ ORDER BY expression [ ASC | DESC ], … ]

構文 2 UPDATE table-name
 SET set-item, …
 VERIFY ( column-name, … ) VALUES ( expression, … ) 
 [ WHERE search-condition ]
 [ ORDER BY expression [ ASC | DESC ], … ]

構文 3 UPDATE table
 PUBLICATION publication
 {  SUBSCRIBE BY expression
 | OLD SUBSCRIBE BY expression NEW SUBSCRIBE BY expression
     }
 WHERE search-condition

set-item :
   column-name [.field-name…] = expression
 | column-name[.field-name…].method-name( [ expression ] )
 | @variable-name = expression

パラメータ UPDATE 句   テーブルは、ベース・テーブル、テンポラリ・テーブ

ル、またはビューです。ビューを定義する SELECT 文が GROUP BY 
句または集合関数を含まないか、あるいは UNION 演算を伴わない場

合は、ビューを更新できます。

FIRST または TOP 句   この句は主に ORDER BY 句で使用します。こ

の句によって、WHERE 句の条件を満たすローのサブセットだけを更

新できます。FIRST または TOP には入力として変数を使用できませ

ん。
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SET 句   Java カラムを更新する場合は、field-name を使用すること

で、そのカラムのパブリック・フィールドの値を更新できます。ま
た、その値を設定するメソッドを使うこともできます。次の句は、メ
ソッドを使って JProd カラムの名前フィールドを更新します。

SET JProd.setName( 'Tank Top' )

非 Java カラムを更新する場合、SET 句のフォームは次のようになり

ます。

SET column-name = expression, ...

および／または

SET @variable-name = expression, ...

それぞれ指定したカラムを、等号の右側の式の値に設定します。
expression には制限がありません。式が column-name である場合は、

古い値が使われます。変数に代入する場合、その変数がすでに宣言済
みであることが必要です。また、変数名は「アット」記号 (@) で始め

ます。変数の代入とカラムの代入は混在させることができ、任意の数
を使用できます。SET リストの代入の左辺にある名前が、更新された

テーブルのカラムと変数名に一致する場合、UPDATE 文はカラムを更

新します。

次に、UPDATE 文の一部の例を示します。この文は、テーブルを更新

するだけでなく、変数に代入しています。

UPDATE T SET @var = expression1, col1 = expression2
 WHERE...

これは次と同じです。

SELECT @var = expression1
 FROM T
 WHERE... ;
 UPDATE T SET col1 = expression2
 WHERE...

FROM 句   オプションの FROM 句で、ジョインに基づいてテーブル

を更新できます。FROM 句がある場合、WHERE 句は FROM 句のロー

が条件を満たしているかどうかを調べます。データは UPDATE キー

ワードのテーブル・リストの中だけで更新されます。
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FROM 句を使用する場合、テーブル名を文の両方の部分において同じ

ように修飾することが重要です。一方の場所で相関名が使用されてい
る場合は、もう一方の場所でも同じ相関名を使用します。修飾方法が
異なると、エラーが発生します。

この句は ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS が OFF に設定されている場

合のみ使用できます。『ASA データベース管理ガイド』 > 
「ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプション [ 互換性 ]」 を参照してく

ださい。

ジョインの詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 
「ジョイン：複数テーブルからのデータ検索」を参照してください。

詳細については、「FROM 句」 586 ページを参照してください。

WHERE 句   WHERE 句を指定すると、探索条件を満たすローだけが

更新されます。WHERE 句を指定しない場合、すべてのローが更新さ

れます。

ORDER BY 句   通常、ローを更新する順序は重要ではありません。

ただし、FIRST 句または TOP 句と一緒に使用する場合は、ローを更

新する順序が意味を持ちます。

ORDER BY 句では序数のカラム番号を使用できません。

ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプションを OFF に設定した場合を

除き、ORDER BY 句に含まれるカラムは更新しないでください。

『ASA データベース管理ガイド』 > 「ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS 
オプション [ 互換性 ]」 を参照してください。

大文字と小文字の区別   テーブルに挿入した文字列は、データベース
が大文字と小文字を区別するかどうかに関係なく、常に入力された大
文字と小文字の状態のままで格納されます。文字列 Value で更新した 
CHAR データ型カラムは、常に大文字の V と残りの文字が小文字で

データベースに格納されます。SELECT 文は、文字列を Value として

返します。ただし、データベースで大文字と小文字が区別されない場
合は、すべての比較において Value は value、VALUE などと同じとみ

なされます。さらに、単一カラムのプライマリ・キーにエントリ 
Value がある場合は、プライマリ・キーがユニークでなくなるので、

INSERT 文による value の追加は拒否されます。
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ローを変更しない更新    新しい値が元の値と同じ場合、データは変更

されません。ただし、BEFORE UPDATE トリガは、ローを対象に 
UPDATE が実行されるたびに起動されます。この場合、新しい値が元

の値と異なるかどうかは問題ではありません。一方、AFTER 
UPDATE トリガは、新しい値が古い値と異なる場合にのみ起動されま

す。

使用法 UPDATE 文の構文 1 は、1 つまたは複数のテーブルのロー内の値を修

正します。構文 2 と構文 3 は SQL Remote だけに適用できます。

構文 2 は、SQL Remote だけのための構文であり、Message Agent に
よって 1 つのテーブルの 1 つのローの更新が実行されます。VERIFY 
句には、更新するローの中にあると予想される値のセットを含めま
す。値が一致しない場合、UPDATE が処理される前に RESOLVE 
UPDATE トリガが起動されます。UPDATE は失敗しませんが、それは

単に VERIFY 句が一致に失敗するからです。

UPDATE 文の構文 3 は、特定の SQL Remote 機能を実装するために使

用したり、BEFORE トリガ内で使用したりします。この文は、リスト

が変更されるたびに、SUBSCRIBE BY 値の完全なリストを提供しま

す。これは、SQL Remote トリガに配置され、データベース・サーバ

が SUBSCRIBE BY 値の現在のリストを計算できるようにします。両

方のリストがトランザクション・ログ内に記録されます。

Message Agent は 2 つのリストを使用して、ローが必要な、ローを保

有しない任意のリモート・データベースにローが移動したことを確認
します。また、Message Agent は、ローを保有し、そのローが不要に

なったリモート・データベースからローを削除します。そのローを保
有し、依然そのローを必要とするリモート・データベースは、
UPDATE 文の影響を受けません。

SUBSCRIBE BY 句内のサブクエリを使って作成したパブリケーショ

ンについては、UPDATE 文の構文 3 を含むトリガを作成してローがそ

れぞれの正しいサブスクリプションに格納されていることを確認しま
す。

UPDATE 文の構文 3 を使用すると、古い SUBSCRIBE BY リストと新

しい SUBSCRIBE BY リストを明示的に指定して、SQL Remote トリガ

の効率を高めることができます。このリストがないと、データベー
ス・サーバはパブリケーション定義から古い SUBSCRIBE BY リスト
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を計算します。通常は、新しい SUBSCRIBE BY リストは古い 
SUBSCRIBE BY リストとほんのわずか異なるだけなので、古いリス

トの処理は 2 回行われます。古いものと新しいリストの両方を指定す

ると、この余分な作業を避けることができます。

SUBSCRIBE BY 式は、値またはサブクエリのいずれかです。

UPDATE 文の構文 3 を使うと、トランザクション・ログ内にエントリ

が作成されますが、データベース・テーブルは変更されません。

UPDATE 文を使用してデータを大量に更新する場合も、カラム統計は

更新されます。

パーミッション 修正対象のカラムに対する UPDATE パーミッションが必要です。

関連する動作 カラム統計が更新されます。

参照 ◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 「INSERT 文」 631 ページ

◆ 「FROM 句」 586 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ジョイン：複数テーブル

からのデータ検索」

標準と互換性 •    SQL/92   構文 1 は初級レベルの機能です。ただし、FROM 句と 
ORDER BY 句はベンダ拡張です。構文 2 と 3 は、SQL Remote だ
けに対するベンダ拡張です。

•    SQL/99   構文 1 はコア機能です。ただし、FROM 句と ORDER 
BY 句はベンダ拡張です。構文 2 と 3 は、SQL Remote だけに対

するベンダ拡張です。

SQL/92 との互換性を確保するために、

ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプションは必ず STRICT に設

定してください。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 
「ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプション [ 互換性 ]」 を参照

してください。
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•    Sybase   式に互換性があることを条件に、UPDATE 文の構文 ( 構
文 1) は Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere の
間で互換性があります。構文 2 と 3 はサポートされていません。

例 従業員 Philip Chin ( 従業員 129) を販売部からマーケティング部に移動

する例を示します。

UPDATE employee
 SET dept_id = 400
 WHERE emp_id = 129;

販売注文は、現在 ID 2001 から始まります。ID から 2000 を引いて、

すべての既存の販売注文番号を振り直します。

UPDATE sales_order AS orders
 SET orders.id = orders.id - 2000
 ORDER BY items.id ASC

この更新が可能となるのは、sales_order_items テーブル ( プライマリ・

キー sales_order.id を参照する ) の外部キーがアクション ON UPDATE 
CASCADE を使用して定義されている場合だけです。sales_order_items 
テーブルも更新されます。

外部キーのプロパティの詳細については、「ALTER TABLE 文」 355
ページと 「CREATE TABLE 文」 484 ページを参照してください。
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UPDATE ( 位置付け ) 文 [ESQL] [SP]

説明 この文は、カーソルの現在の位置でデータを修正するために使用しま
す。

構文 1 UPDATE WHERE CURRENT OF cursor-name
 { USING DESCRIPTOR sqlda-name | FROM hostvar-list }

構文 2 UPDATE table-list
 SET set-item, …
 WHERE CURRENT OF cursor-name

hostvar-list : indicator variables allowed

set-item :
   column-name [.field-name…] = expression
 | column-name [.field-name…].method-name( [ expression ] )

sqlda-name : identifier

パラメータ SET 句   set-item で参照されるカラムは、更新対象となるベース・

テーブルに置いてください。エイリアスや、他のテーブルまたは
ビューからのカラムは参照できません。更新するテーブルにカーソル
指定で相関名が与えられている場合は、SET 句に相関名を使用してく

ださい。

変数に代入する場合、その変数がすでに宣言済みであることが必要で
す。また、変数名は「アット」記号 (@) で始めます。変数の代入とカ

ラムの代入は混在させることができ、任意の数を使用できます。SET 
リストの代入の左辺にある名前が、更新されたテーブルのカラムと変
数名に一致する場合、UPDATE 文はカラムを更新します。

SET 句の右辺の式には、クエリの select リストの定数、変数、式を使

用できます。また、+、-、…、COALESCE、IF などの演算子を使用

すると、これらを組み合わせて使用できます。式には、集合関数、サ
ブクエリ、または subselect は使用できません。

使用法 UPDATE 文のこのフォームは、指定されたカーソルの現在のローを更

新します。現在のローを、カーソルからフェッチされた 後のローと
して定義します。カーソルに対する 後のオペレーションを位置付け 
DELETE 文にしないでください。
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構文 1 では、SQLDA からのカラム、またはホスト変数リストからの

値は、指定したカーソルから返されるカラムに 1 対 1 で対応します。

SQLDA の sqldata ポインタは、null ポインタで、該当する select リス

ト項目は更新されません。

構文 2 では、要求されたカラムは指定されたクエリの現在のローに指

定された値に設定されています。カラムは指定した開いているカーソ
ルの select リストの中になくてもかまいません。このフォーマットは

準備できます。

USING DESCRIPTOR、FROM hostvar-list、hostvar 形式を使用できる

のは、ESQL の場合だけです。

パーミッション 更新するカラムに対する UPDATE パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「DELETE 文」 532 ページ

◆ 「DELETE ( 位置付け ) 文 [ESQL] [SP]」 535 ページ

◆ 「UPDATE 文」 784 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプ

ションが OFF に設定されている場合、更新可能なカーソルの範

囲にはベンダ拡張が含まれます。

•    SQL/99   コア機能。ANSI_UPDATE_CONSTRAINTS オプション

が OFF に設定されている場合、更新可能なカーソルの範囲には

ベンダ拡張が含まれます。

•    Sybase   Embedded SQL の使用は Open Client/Open Server でサ

ポートされ、プロシージャとトリガの使用は Adaptive Server 
Anywhere でサポートされます。

例 次は、UPDATE 文の WHERE CURRENT OF カーソルの例です。

UPDATE Employee
 SET emp_lname = 'Jones'
 WHERE CURRENT OF emp_cursor;
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UPDATE 文 [SQL Remote]

説明 この文は、データベース内のデータの修正に使用します。

構文 1 UPDATE table-list
 SET column-name = expression, …
 [ VERIFY ( column-name, … ) VALUES ( expression, … ) ]
 [ WHERE search-condition ]
 [ ORDER BY expression [ ASC | DESC ], … ]

構文 2 UPDATE table
 PUBLICATION publication
 { SUBSCRIBE BY expression |
    OLD SUBSCRIBE BY expression
    NEW SUBSCRIBE BY expression }
 WHERE search-condition

expression: value | subquery

使用法 構文 1 と構文 2 は SQL Remote のみに適用されます。

構文 2 で OLD SUBSCRIBE BY 式と NEW SUBSCRIBE BY 式を付けな

い場合は BEFORE トリガで使用する必要があります。

構文 2 で OLD SUBSCRIBE BY 式と NEW SUBSCRIBE BY 式を付ける

場合はどこでも使用できます。

UPDATE 文を使って、1 つまたは複数のテーブルを修正します。それ

ぞれ指定したカラムを、等号の右側の式の値に設定します。
expression には制限がありません。column-name も式の中で使用で

きます。この場合、古い値を使用します。

WHERE 句を指定しない場合、すべてのローが更新されます。

WHERE 句を指定する場合、探索条件を満たすローだけが更新されま

す。

通常、ローを更新する順序は問題ではありません。ただし、
NUMBER(*) 関数と一緒に使って、ある指定された順序でローの中の

数字を増加させる場合に、順序付けが役に立ちます。また、テーブル
のプライマリ・キー値に 1 を追加するような操作を行う場合は、操作

中にプライマリ・キーの重複が起こらないように、プライマリ・キー
の降順でその操作を行う必要があります。
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ビューを定義する SELECT 文が GROUP BY 句や集合関数を含まない

か、または UNION 演算を伴わない場合は、ビューを更新できます。

テーブルに挿入した文字列は、テーブルが大文字と小文字を区別する
かどうかに関わらず、常に入力された大文字と小文字がそのまま格納
されます。このため、文字列 Value で更新した文字データ型カラム

は、常に大文字の V と残りの文字が小文字でデータベースに格納さ

れます。SELECT 文は、文字列を Value として返します。ただし、

データベースで大文字と小文字が区別されない場合は、すべての比較
において Value は value、VALUE などと同じとみなされます。さらに、

単一カラムのプライマリ・キーにエントリ Value がある場合は、プラ

イマリ・キーがユニークでなくなるので、INSERT 文による value の
追加は拒否されます。

オプションの FROM 句で、ジョインに基づいてテーブルを更新でき

ます。FROM 句がある場合、WHERE 句は FROM 句のローが条件を満

たしているかどうかを調べます。データの更新は、UPDATE キーワー

ドのすぐ後のテーブル・リストの中だけで行われます。

FROM 句を使用する場合、更新されるテーブル名をその文の両方の部

分で同じように修飾することが重要です。一方の場所で相関名が使用
されている場合は、もう一方の場所でも同じ相関名を使用します。修
飾方法が異なると、エラーが発生します。

構文 1 は、SQL Remote だけのための構文であり、Message Agent に
よって 1 つのローの更新が実行されます。VERIFY 句には、更新する

ローの中にあると予想される値のセットを含めます。値が一致しない
場合、UPDATE が処理される前に RESOLVE UPDATE トリガが起動さ

れます。VERIFY 句の照合が失敗しても、UPDATE は失敗しません。

VERIFY 句が指定されている場合は、一度に 1 つのテーブルのみ更新

できます。

構文 2 は、必ず SQL Remote と一緒に使用します。構文 3 に OLD 式も 
NEW 式も使用しない場合は、関連する値にアクセスできるように、

BEFORE トリガ内で使用します。この目的は、リストが変更されるた

びに、SUBSCRIBE BY 値の完全なリストを提供することです。これ

は、SQL Remote トリガに配置され、データベース・サーバが 
SUBSCRIBE BY 値の現在のリストを計算できるようにします。両方

のリストがトランザクション・ログ内に記録されます。
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Message Agent は 2 つのリストを使用して、ローが必要な、ローを保

有しない任意のリモート・データベースにローが移動したことを確認
します。また、Message Agent は、ローを保有し、そのローが不要に

なったリモート・データベースからローを削除します。そのローを保
有し、依然そのローを必要とするリモート・データベースは、
UPDATE 文の影響を受けません。

UPDATE 文の構文 2 を使用すると、古い SUBSCRIBE BY リストと新

しい SUBSCRIBE BY リストを明示的に指定して、SQL Remote トリガ

の効率を高めることができます。このリストがないと、データベー
ス・サーバはパブリケーション定義から古い SUBSCRIBE BY リスト

を計算します。通常は、新しい SUBSCRIBE BY リストは古い 
SUBSCRIBE BY リストとほんのわずか異なるだけなので、古いリス

トの処理は 2 回行われます。古いリストと新しいリストの両方を指定

すると、この無駄な作業を避けることができます。

OLD SUBSCRIBE BY 構文と NEW SUBSCRIBE BY 構文は、同じ 
SUBSCRIBE BY 式で同じトリガを使用し、たくさんのテーブルを更

新する場合には特に便利です。これにより、パフォーマンスが大幅に
向上します。

SUBSCRIBE BY 式は、値またはサブクエリのいずれかです。

UPDATE 文の構文 2 は、特定の SQL Remote 機能を実装するために使

用したり、BEFORE トリガ内で使用したりします。

SUBSCRIBE BY 句内のサブクエリを使って作成したパブリケーショ

ンについては、UPDATE 文の構文 2 を含むトリガを作成してローがそ

れぞれの正しいサブスクリプションに格納されていることを確認しま
す。

この機能の詳細については、『SQL Remote ユーザーズ・ガイド』 > 
「Contact データベースの例における領域の再編成」を参照してくださ

い。

UPDATE 文の構文 2 を使うと、トランザクション・ログ内にエントリ

が作成されますが、データベース・テーブルは変更されません。

パーミッション 修正対象のカラムに対する UPDATE パーミッションが必要です。

関連する動作 なし
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参照 ◆ 「CREATE TRIGGER 文 [SQL Remote]」 505 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

例 •    従業員 Philip Chin ( 従業員 129) を販売部からマーケティング部に

移動する例を示します。

UPDATE employee
VERIFY( dept_id ) VALUES( 300 )
SET dept_id = 400
WHERE emp_id = 129
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VALIDATE CHECKSUM 文

説明 この文は、チェックサムを使用してデータベースを検証するために使
用します。

構文 VALIDATE CHECKSUM

使用法 データベース・ページがディスク上で変更されていないことを確認し
ます。チェックサムを有効にしてデータベースを作成すると、各デー
タベース・ページがディスクに書き込まれる前に、そのページの
チェックサムが計算されます。VALIDATE CHECKSUM は、各データ

ベース・ページをディスクから読み込み、各ページのチェックサムを
計算します。ページに対して計算されたチェックサムが、そのページ
について格納されているチェックサムと一致しない場合は、エラーが
発生し、無効なページに関する情報がサーバ・メッセージ・ウィンド
ウに表示されます。

この検証タイプは、チェックサムを有効にして作成されたデータベー
スでのみ使用できます。次の文を実行して、データベースでチェック
サムが有効になっているかどうかをチェックできます。

SELECT db_property ( 'Checksum' )

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE DATABASE 文」 403 ページ

◆ 「sa_validate システム・プロシージャ」 1000 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「検証ユーティリティ」
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VALIDATE INDEX 文

説明 この文は、インデックスの統計値など、インデックスを検証するため
に使用します。

構文 VALIDATE INDEX [ [ owner.]table-name.] { index-name | table-name }

使用法 インデックスで参照されているローがすべてテーブル内に実際に存在
することを確認します。外部キー・インデックスの場合は、対応する
ローがプライマリ・テーブルにあることも確認します。この検査は、
VALIDATE TABLE 文によって実行される妥当性検査を補完するもの

です。

VALIDATE INDEX 文は、指定されたインデックスについてレポート

された統計が正確であるかどうかも検証します。正確でない場合、エ
ラーが生成されます。

index-name | table-name   index-name の代わりに table-name を指定

すると、プライマリ・キー・インデックスが検証されます。

パーミッション インデックスを作成するテーブルの所有者であるか、DBA 権限また

は REMOTE DBA 権限 (SQL Remote) が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE INDEX 文」 439 ページ

◆ 「VALIDATE TABLE 文」 798 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「検証ユーティリティ」
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VALIDATE TABLE 文

説明 この文は、データベース内のテーブルを検証するために使用します。

構文 VALIDATE TABLE [ owner.]table-name
 [ WITH { DATA | EXPRESS | FULL | INDEX } CHECK ]

パラメータ WITH DATA CHECK   LONG BINARY、LONG VARCHAR、TEXT、
または IMAGE の各エントリは、複数のデータベース・ページにまた

がることがあります。このオプションでは、デフォルトのチェックに
加え、各エントリが使用するすべてのページをチェックします。

WITH EXPRESS CHECK   デフォルトのチェックと WITH DATA 
チェックに加え、テーブルにあるローの数がインデックスのエントリ
数と一致するかどうかをチェックします。このオプションは、各ロー
に対する個々のインデックスのルックアップは実行しません。小さい
キャッシュを使用して大きいデータベースを検証する場合は、このオ
プションを使用するとパフォーマンスを大幅に改善できます。

WITH FULL CHECK   デフォルトのチェックに加え、DATA CHECK 
と INDEX CHECK を実行します。

WITH INDEX CHECK   デフォルトのチェックに加え、テーブル上の

各インデックスも検証します。インデックスの検証については、
「VALIDATE INDEX 文」 797 ページを参照してください。

使用法 追加オプションを指定しなければ、VALIDATE TABLE はテーブルの

すべてのローをスキャンします。インデックスの各エントリごとに、
そのエントリが始まるデータベース・ページの妥当性をチェックし、
さらにローのエントリが適切なインデックスに存在することもチェッ
クします。VALIDATE TABLE 文は、テーブルの各インデックスにつ

いて、インデックスが参照するローの数がテーブルのロー数を超えて
いないことも検証します。

ほとんど場合、このデフォルト検証で十分です。追加の検証を実行す
るためのオプションがあり、特異な状況において役立ちます。これら
の追加チェックでは、データベースの内容によっては検証時間が大幅
に長くなることがあります。
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テーブルが破壊されている場合には、エラーがレポートされます。エ
ラーがレポートされた場合は、テーブル上のすべてのインデックスと
キーをいったん削除してから再作成できます。テーブルに対する外部
キーも再作成する必要があります。VALIDATE TABLE がレポートす

るエラーに対する別の解決方法では、データベース全体をいったんア
ンロードし、再ロードします。DBUNLOAD の -u オプションを使用し

てください。こうすると、破損の可能性があるインデックスがデータ
の順序付けに使用されることはありません。

パーミッション テーブルの所有者であるか、DBA 権限または REMOTE DBA 権限 
(SQL Remote) が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「検証ユーティリティ」

◆ 「VALIDATE INDEX 文」 797 ページ

◆ 「sa_validate システム・プロシージャ」 1000 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   VALIDATE TABLE は、Adaptive Server Enterprise ではサ

ポートされていません。プロシージャ dbcc checktable に同様の

機能があります。

•    WITH EXPRESS CHECK オプション   このオプションがサポー

トされるのは、Adaptive Server Anywhere バージョン 7.0 以上で

作成されたデータベースの場合だけです。
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WAITFOR 文

説明 この文を使用して、指定した時間の間、または指定の時間になるま
で、現在の接続処理を遅らせます。

構文 WAITFOR { DELAY time | TIME time }
 [ CHECK EVERY integer ]
 [ AFTER MESSAGE BREAK ]

time:  string

パラメータ DELAY   DELAY を使用すると、処理は特定の期間だけ中断されま

す。

TIME   TIME を指定すると、サーバ時刻が指定の時刻に達するまで、

処理が中断されます。

現在のサーバ時刻が指定の時刻より後の場合は、翌日のその時刻にな
るまで処理が中断されます。

CHECK EVERY   このオプション句は、WAITFOR 文が起動する頻度

を制御します。デフォルトでは、5 秒ごとに起動します。値はミリ秒

単位であり、 小値は 250 ミリ秒です。

AFTER MESSAGE BREAK   WAITFOR 文を使用して、別の接続から

のメッセージを待つことができます。ほとんどの場合、メッセージが
受信されると、WAITFOR 文を実行したアプリケーションに転送さ

れ、WAITFOR 文は待機を継続します。AFTER MESSAGE BREAK 句
が指定されている場合、別の接続からのメッセージが受信されると、
WAITFOR 文が完了します。メッセージ・テキストはアプリケーショ

ンに転送されませんが、MessageReceived 接続プロパティの値を取得

してアクセスできます。

MessageReceived プロパティの詳細については、『ASA データベース

管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパティ」を参照してください。

使用法 WAITFOR 文は、定期的 ( デフォルトでは 5 秒おき ) に起動して、

キャンセルされたかどうか、またはメッセージが受信されたかどうか
をチェックします。どちらも発生していない場合、文は待機を継続し
ます。
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WAITFOR は次の文の代わりに使用できます。また、データベース内

の Java のライセンスを取得するように選択していない場合に役立ち

ます。

call java.lang.Thread.sleep( 
<time_to_wait_in_millisecs> )

通常は、WAITFOR TIME を使用するよりも、スケジュールされたイ

ベントを使用することをおすすめします。これは、スケジュールされ
たイベントは、専用接続で実行されるためです。

パーミッション なし

関連する動作 この文の実装は、待機中にワーカ・スレッドを使用します。-gn デー

タベース・オプションで指定されたスレッドの 1 つが使用されます (
デフォルトのスレッド数は 20 です )。

参照 ◆ 「CREATE EVENT 文」 419 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   ベンダ拡張。

•    SQL/99   ベンダ拡張。

•    Sybase   この文は、Adaptive Server Enterprise でも実装されます。

例 次の例は 3 秒だけ待機します。

WAITFOR DELAY '00:00:03'

次の例は 0.5 秒 (500 ミリ秒 ) だけ待機します。

WAITFOR DELAY '00:00:00:500'

次の例は午後 8 時まで待機します。

WAITFOR TIME '20:00'

次の例では、接続 1 の WAITFOR 文は、接続 2 からメッセージを受信

すると完了します。
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// connection 1:
 
 BEGIN
   DECLARE msg LONG VARCHAR;
   LOOP  // forever
     WAITFOR DELAY '00:05:00' AFTER MESSAGE BREAK;
     SET msg = connection_property('MessageReceived');
     IF msg != '' THEN
       MESSAGE 'Msg: ' || msg TO CONSOLE;
     END IF;
   END LOOP
 END
 
 // connection 2:
 
 MESSAGE 'here it is' FOR connection 1
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WHENEVER 文 [ESQL]

説明 この文は、Embedded SQL プログラム内でのエラー処理を指定するた

めに使用します。

構文 WHENEVER { SQLERROR | SQLWARNING | NOTFOUND }
 GOTO label | STOP | CONTINUE | { C-code; }

label :  identifier

使用法 WHENEVER 文を使って、SQL 文を処理するときにデータベースに発

生するエラー、警告、例外条件をトラップします。Embedded SQL C 
プログラム内のどこにでもこの文を入れることができ、この文はコー
ドを生成しません。プリプロセッサは、それぞれの継続する SQL 文
の後にコードを生成します。すべての Embedded SQL 文では、

WHENEVER 文のソース行から同じエラー条件の次の WHENEVER 
文、またはソース・ファイルの 後まで、エラー・アクションは有効
です。

ソースでの位置に基づくエラー
エラー条件は、文がいつ実行されたかではなく、C 言語ソース・ファ

イル内での位置に基づいて有効になります。

デフォルト・アクションは CONTINUE です。

この文は、単純なプログラムの中で便利に使用できます。たいていの
場合、SQLCA (SQLCODE) の sqlcode フィールドを直接チェックする

のがエラー条件をチェックする も簡単な方法です。この場合、
WHENEVER 文を使用しません。WHENEVER 文が実行されると、プ

リプロセッサはそれぞれの文の後に if (SQLCODE) テストを生成しま

す。

パーミッション なし

関連する動作 なし

標準と互換性 •    SQL/92   初級レベル機能。

•    SQL/99   コア機能。
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•    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

例 次は、WHENEVER 文の例です。

EXEC SQL WHENEVER NOTFOUND GOTO done;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR
    {
       PrintError( &sqlca );
       return( FALSE );
    };
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WHILE 文 [T-SQL]

説明 この文は、文または複合文を繰り返して実行するために使用します。

構文 WHILE search-condition-statement

使用法 WHILE は、単一の SQL 文とキーワード BEGIN と END で囲まれた複

合文を制御します。

複合文中での文の実行は、BREAK 文と CONTINUE 文で制御できま

す。BREAK 文はループを終了し、ループの 後を示す END の後から

実行が再開されます。CONTINUE 文は、その後の文をすべて省略し

て WHILE ループを再開します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「LOOP 文」 655 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次のコードは、WHILE の使い方を示します。

WHILE ( SELECT AVG(unit_price) FROM product ) < $30
BEGIN
    UPDATE product
    SET unit_price = unit_price + 2
    IF ( SELECT MAX(unit_price) FROM product ) > $50
       BREAK
END

BREAK 文は、 も高い製品の価格が 50 ドルを超える場合、WHILE 
ループをブレークします。そうでない場合、ループは平均価格が 30 
ドルになるまで継続します。
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WRITETEXT 文 [T-SQL]

説明 既存の text または image カラムの、ログなしの対話型更新を許可しま

す。

構文 WRITETEXT table-name.column-name
 text_pointer [ WITH LOG ] data

使用法 既存のテキストまたはイメージ・カラムを更新します。更新は、
WITH LOG オプションが提供されないかぎり、トランザクション・ロ

グに記録されません。ビューに対して、WRITETEXT 操作を実行する

ことはできません。

パーミッション なし

関連する動作 WRITETEXT はトリガを起動しません。また、デフォルトでは、作業

内容はトランザクション・ログに記録されません。

参照 ◆ 「READTEXT 文 [T-SQL]」 687 ページ

◆ 「TEXTPTR 関数 [ テキストとイメージ ]」 289 ページ

標準と互換性 •    SQL/92   Transact-SQL 拡張。

•    SQL/99   Transact-SQL 拡張。

•    Sybase   Adaptive Server Enterprise でサポートされています。

例 次のコード・フラグメントは、WRITETEXT 文の使い方を示します。

この例での SELECT 文は、単一のローを返します。次の例は、指定さ

れたローの column_name カラムの内容を値 newdata で置換します。

EXEC SQL create variable textpointer binary(16);
EXEC SQL set textpointer =
    (  SELECT textptr(column_name)
       FROM table_name WHERE id = 5 );
EXEC SQL writetext table_name.column_name
    textpointer 'newdata';
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第 ２ 部 システム・オブジェクト

システム・テーブル、ビュー、プロシージャについて説
明します。
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第 5章 

システム・テーブル

この章の内容 すべてのデータベースの構造は、多数のシステム・テーブルに記述さ
れています。

システム・テーブルは、SYS ユーザ ID によって所有されます。これ

らのテーブルの内容は、データベース・サーバでのみ変更できます。
したがって、テーブルの内容の変更に UPDATE、DELETE、INSERT 
コマンドは使用できません。また、ALTER TABLE と DROP コマンド

を使って、これらのテーブルの構造を変更することもできません。

この章では、各システム・テーブルについて説明します。カラムに
よっては 2 とおりの値しかないものがあります。この値は、通常 yes 
と no を表す Y と N です。これらのカラムは、(Y/N) で示します。
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DUMMY システム・テーブル

DUMMY テーブルは、常に 1 つだけのローを持つ、読み込み専用の

テーブルとして提供されています。これはデータベースから情報を抽
出するのに役立ちます。次に、データベースから現在のユーザ ID と
今日の日付を取り出す例を示します。

SELECT USER, today(*) FROM SYS.DUMMY

FROM 句での SYS.DUMMY はオプションです。FROM 句でテーブル

が指定されない場合は、テーブルは SYS.DUMMY テーブルとみなさ

れます。上記の例は、次のように記述できます。

SELECT USER, today(*)

dummy_col   このカラムは使用されません。テーブルはカラムなしで

は作成できないので、このカラムが存在します。

SYS.DUMMY テーブルからの読み込みでは、SYS.DUMMY のテーブ

ル・ページにラッチがないため、同様のユーザ作成テーブルからの読
み込みより負荷が少なくてすみます。また、SYS.DUMMY テーブル

は、グラフィカルなプランの Lock ノードに表示されません。そのた

め、SYS.DUMMY テーブルがあれば、Lock ノードは追加されません。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

dummy_col INTEGER NOT NULL
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RowGenerator システム・テーブル

dbo.RowGenerator テーブルは、255 のローを持つ読み込み専用のテー

ブルとして提供されています。このテーブルは、小規模な結果セット
を作成するクエリと一連の数値を必要とするクエリに有用です。

RowGenerator テーブルは、システム・ストアド・プロシージャとシス

テム・ビューによって使用されます。このテーブルは、どのような方
法でも修正できません。

sa_rowgenerator ストアド・プロシージャでも一定範囲の数値を生成で

きます。

詳細については、「sa_rowgenerator システム・プロシージャ」 986 ペー

ジを参照してください。

row_num   1 ～ 255 の値

次のクエリは、現在の日付ごとに 1 つのローを含む結果セットを返し

ます。

select dateadd(day,row_num-1,
         ymd(datepart(year,current date),
             datepart(month,current date),
             1)) as day_of_month
 from dbo.RowGenerator
 where row_num < 32
 and datepart(month,day_of_month) = 
     datepart(month,current date)
 order by row_num

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

row_num SMALLINT NOT NULL
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SYSARTICLE システム・テーブル

SYSARTICLE の各ローは、パブリケーションのアーティクルを記述

します。

publication_id   アーティクルの一部をなすパブリケーション。

table_id   各アーティクルは、1 つのテーブルのカラムとローから構成

されます。このカラムには、テーブルの ID が含まれます。

where_expr   このカラムには、WHERE 句で定義されるローのサブ

セットを含むアーティクルで使用する探索条件が含まれています。

subscribe_by_expr   このカラムには、SUBSCRIBE BY 式で定義され

るローのサブセットを含むアーティクルで使用する式が含まれます。

query   データベース・サーバにアーティクル・タイプ情報を示しま

す。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

publication_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは 
SYSPUBLICATION を参

照する。

table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは SYSTABLE を
参照する。

where_expr LONG 
VARCHAR

subscribe_by_expr LONG 
VARCHAR

query CHAR(1) NOT NULL
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SYSARTICLECOL システム・テーブル

各ローはアーティクルのカラムを識別します。

publication_id   カラムが含まれるパブリケーションのユニークな識別

子。

table_id   カラムが属するテーブル。

column_id   SYSCOLUMN システム・テーブルのカラム識別子。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

publication_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSARTICLE を参

照する。

table_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSARTICLE、
SYSCOLUMN を参照す

る。

column_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSCOLUMN を
参照する。
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SYSATTRIBUTE システム・テーブル

SYSATTRIBUTE と SYSATTRIBUTENAME は、スキーマを変更しな

くても、データベース・オブジェクトに関する新しい情報をシステ
ム・テーブルに追加できるようにするために作成されました。

SYSATTRIBUTE の各ローは、特定のテーブル、インデックスなど、1 
つのシステム・オブジェクトを記述します。たとえば、空いている
テーブル・ページの割合が設定されているすべてのテーブルが 
SYSATTRIBUTE に追加されたときなど、属性が指定されたときに

ローが追加されます。同様に、インデックスの深さのローは、深さが 
2 に増加した場合にのみ SYSATTRIBUTE に表示されます。

カタログ・テーブルのインデックスを含むすべてのインデックスの統
計は、各インデックスが更新されるのに合わせて管理されます。
VALIDATE 文は、指定したインデックスの統計が正確かどうかを検証

して、不正確の場合はエラーを出力します。これによって、実質上パ
フォーマンス・コストをかけることなく、正確な統計がオプティマイ
ザに提供されます。統計は、インデックスの各統計に対して 1 つの

ローという形式で SYSATTRIBUTE で維持されます。

object_
type object_id

attribute_
id 
(SYSATT
RIBUTE
NAME か
ら )

sub_objec
t_id1

sub_objec
t_id2

attribute_
value

空いてい
るテーブ
ル・ペー
ジの割合

T table_id NULL NULL 各テーブ
ル・ペー
ジに残っ
ている空
き領域の
割合

クラス
タード・
インデッ
クス

T table_id 2 index_nu
mber

NULL NULL
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SYSATTRIBUTE テーブルのカラムは、次の特性を示します。

個別の
キー値の
数

I table_id 3 NULL NULL 個別の
キー値の
数

リーフ・
ページの
数

I table_id 4 index_nu
mber

NULL リーフ・
ページの
数

インデッ
クスの深
さ

I table_id 5 index_nu
mber

NULL インデッ
クスの深
さ

インデッ
クス・
キー値の
大距離

I table_id 6 index_nu
mber

NULL 同じキー
値を含む
ローの間
の 大距
離 ( ペー

ジ単位 )

カラム名 カラム型 カラム制約

object_type CHAR(1) NOT NULL

object_id UNSIGNED INT NOT NULL

attribute_id UNSIGNED INT NOT NULL。外部

キーは 
SYSATTRIBUTENA
ME を参照する。

sub_object_id1 UNSIGNED INT

sub_object_id2 UNSIGNED INT

attribute_value LONG VARCHAR

object_
type object_id

attribute_
id 
(SYSATT
RIBUTE
NAME か
ら )

sub_objec
t_id1

sub_objec
t_id2

attribute_
value
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SYSATTRIBUTE システム・テーブル
object_type   属性が記述するオブジェクトの型。たとえば、T はテー

ブルを表し、I はインデックスを表します。

object_id   特定のオブジェクトの ID。オブジェクト ID の情報は、

SELECT * FROM SYSTABLE を実行した後、table_id カラムから取得で

きます。

attribute_id   記述されている属性を表す数。各属性 ID の記述名は、

SYSATTRIBUTENAME に格納されます。

sub_object_id1   属性についての追加情報、または追加情報がない場

合は NULL。

sub_object_id2   属性についての追加情報、または追加情報がない場

合は NULL。

attribute_value   属性の値。
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SYSATTRIBUTENAME システム・テーブル

この表は、SYSATTRIBUTE で使用される属性 ID の属性名を示しま

す。

attribute_id   属性の ID。

attribute_name   属性の名前。

カラム名 カラム型 カラム制約

attribute_id UNSIGNED INT NOT NULL

attribute_name CHAR(128) NOT NULL
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SYSCAPABILITY システム・テーブル

各ローはリモート・サーバの機能を識別します。

capid   SYSCAPABILITYNAME にリストされている機能。

srvid   SYSSERVERS にリストされている、機能が適用されるサーバ。

capvalue   機能の値。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

capid INTEGER NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは 
SYSCAPABILITYNAME 
を参照する。

srvid INTEGER NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSSERVERS を
参照する。

capvalue CHAR(128) NOT NULL
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SYSCAPABILITYNAME システム・テーブル

各ローは機能を識別します。

capid   機能 ID。

capname   機能の名前。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

capid INTEGER NOT NULL プライマリ・キー。

capname CHAR(128) NOT NULL
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SYSCHECK システム・テーブル

各ローは、テーブル内の指定された検査制約を識別します。

check_id   制約の識別子。

check_defn   CHECK 式。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

check_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は 
SYSCONSTRAIN
T を参照する。

check_defn LONG VARCHAR NOT NULL
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SYSCOLLATION システム・テーブル

このテーブルには、データベースの照合順情報が格納されます。この
テーブルの内容は変更できません。

collation_id   照合順を識別するユニークな番号。

collation_label   照合順を識別する文字列。どの照合順を使用するか

は、データベースの作成時に、-z オプションで照合ラベルを指定し

て決めます。

collation_name   照合順の名前。

collation_order   比較するときに、256 の文字コードがどのように扱わ

れるかを定義します。すべての文字列の比較は、文字を比較する前に
各文字を照合順テーブルに従って変換します。それぞれの ASCII コー

ド・ページ間での違いは、アクセント付きの文字のソート順だけで
す。一般的にアクセント付き文字は、アクセントが文字と同様にソー
トされます。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

collation_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・
キー。

collation_label CHAR(10) NOT NULL

collation_name CHAR(128) NOT NULL

collation_order BINARY(1280) NOT NULL
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SYSCOLLATIONMAPPINGS システム・テーブル
SYSCOLLATIONMAPPINGS システム・テーブル

collation_label   照合順を識別する文字列。どの照合順を使用するか

は、データベースの作成時に、-z オプションで照合ラベルを指定し

て決めます。

collation_name   文字セットのエンコードの記述に使用する照合名。

cs_label   Adaptive Server Enterprise 文字セット・マッピング・ラベル。

so_case_label   大文字と小文字を区別する Adaptive Server Enterprise 文
字セット・マッピングの照合ソート順。

so_caseless_label   大文字と小文字を区別しない Adaptive Server 
Enterprise 文字セット・マッピングの照合ソート順。

jdk_label   JDK 文字セット・ラベル。

このテーブルにはデータベース照合マッピングを持つローが 1 つだけ

含まれています。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

collation_label CHAR(10) NOT NULL プライマリ・キー。

collation_name CHAR(128) NOT NULL

cs_label CHAR(128)

so_case_label CHAR(128)

so_caseless_label CHAR(128)

jdk_label CHAR(128)
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SYSCOLPERM システム・テーブル

GRANT 文を使うと、テーブルの各カラムに UPDATE、SELECT、ま

たは REFERENCES パーミッションを与えることができます。

UPDATE、SELECT、または REFERENCES パーミッションを持つ各

カラムは、SYSCOLPERM の各ローに記録されます。

table_id   カラムが属するテーブルのテーブル番号。

grantee   カラムにパーミッションを与えられたユーザ ID のユーザ番

号。パーミッションの grantee が特別な PUBLIC ユーザ ID のユーザ番

号の場合、パーミッションはすべてのユーザ ID に与えられます。

grantor   パーミッションを付与するユーザ ID のユーザ番号。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは 
SYSCOLUMN を参照

する。

grantee UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは 
SYSUSERPERM を参

照する。

grantor UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは 
SYSUSERPERM を参

照する。

column_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは 
SYSCOLUMN を参照

する。

privilege_type SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。

is_grantable CHAR(1) NOT NULL
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SYSCOLPERM システム・テーブル
column_id   このカラム番号と table_id を使って、パーミッションを付

与されたカラムを識別します。

privilege_type   このカラムの数値は、カラム・パーミッションの種類 
(16=REFERENCES、1=SELECT、または 8=UPDATE) を示します。

is_grantable (Y/N)   カラムのパーミッションが GRANT OPTION を
使って付与されているかどうかを示します。
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SYSCOLSTAT システム・テーブル

このテーブルには、オプティマイザによって使用されるカラム統計
が、ヒストグラムとして格納されます。このテーブルの内容を取り出
すには、sa_get_histogram ストアド・プロシージャまたはヒストグラ

ム・ユーティリティを使用するのが 適です。

table_id   このカラムが属するテーブルまたはビューをユニークに識

別する番号。

column_id   table_id と共に使用してカラムをユニークに識別する番

号。

format_id   残りのローのフォーマットを決定するのに使用される内部

フィールド。

update_time   このローが 後に更新された時刻。

density   カラムの単一の値の加重平均による選択性の推定。ローに格

納されている大きい単一値の選択性は考慮されません。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSCOLUMN を参

照する。

column_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSCOLUMN を参

照する。

format_id SMALLINT NOT NULL

update_time TIMESTAMP NOT NULL

density FLOAT NOT NULL

max_steps SMALLINT NOT NULL

actual_steps SMALLINT NOT NULL

step_values LONG BINARY

frequencies LONG BINARY
825



SYSCOLSTAT システム・テーブル
max_steps   ヒストグラム内で可能な 大ステップ数。

actual_steps   この時点で実際に使用されているステップ数。

step_values   ヒストグラムのステップの境界値。

frequencies   ヒストグラムのステップの選択性。
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SYSCOLUMN システム・テーブル

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSTABLE を参照

する。

column_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。

pkey CHAR(1) NOT NULL

domain_id SMALLINT NOT NULL 外部キーは SYSDOMAIN 
を参照する。

nulls CHAR(1) NOT NULL

width SMALLINT NOT NULL

scale SMALLINT NOT NULL

unused INTEGER NOT NULL

max_identity BIGINT NOT NULL

column_name CHAR(128) NOT NULL

remarks LONG 
VARCHAR

"default" LONG 
VARCHAR

unused2 LONG 
VARCHAR

user_type SMALLINT 外部キーは SYSUSERTYPE 
を参照する。

format_str CHAR(128)

column_type CHAR(1) NOT NULL

remote_name VARCHAR (128)

remote_type UNSIGNED INT
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テーブルとビューの各カラムは、SYSCOLUMN の各ローに記述され

ています。

table_id   このカラムが属するテーブルまたはビューをユニークに識

別する番号。

column_id   各テーブルは、1 から始まる番号をカラムに付けます。カ

ラム番号の順番が、コマンド中でカラムが表示される順番になりま
す。

SELECT * FROM TABLE

pkey (Y/N)   このカラムがテーブルのプライマリ・キーの一部かどう

かを示します。

domain_id   カラムのデータ型を、SYSDOMAIN テーブルにリストさ

れているデータ型番号で示します。

nulls (Y/N)   このカラムで NULL 値が許可されるかどうかを示します。

width   文字列カラムでは長さ、数値カラムでは精度、その他のデー

タ型では格納サイズをバイトで示します。

scale   数値データ型カラムでは小数点以下の桁数、その他のデータ型

では 0 を示します。

unused   使用されません。

max_identity   AUTOINCREMENT、IDENTITY、または GLOBAL 
AUTOINCREMENT カラムの場合、カラムの 大値。

column_name   カラム名。

remarks   コメント文字列。

default   カラムのデフォルト値。この値は、INSERT 文が値を指定し

ないときのみ使われます。

unused2   使用されません。

user_type   カラムがユーザ定義のデータ型を使用して定義される場

合、そのデータ型はここに保持されます。

format_str   現在使われていません。
828



     第 5 章   システム・テーブル
column_type   カラム型。計算カラムには C、その他のカラムには R 
が使用されます。

remote_name   プロキシ・テーブルのカラムの場合、リモート・カラ

ムの名前。

remote_type   プロキシ・テーブルのカラムの場合、リモート・カラム

の型。この値はリモート・サーバまたはインタフェースで決定しま
す。
829



SYSCONSTRAINT システム・テーブル
SYSCONSTRAINT システム・テーブル

各ローは、指定した制約を記述します。このテーブルには、カタロ
グ・テーブルのローは含まれません。

constraint_id   一意性制約 ID

table_id   制約の適用対象となるテーブルのテーブル ID。

column_id   制約の適用対象となるカラムのカラム ID。カラムは、カ

ラム制約以外のすべての制約に対して NULL です。

index_id   一意性制約のインデックス ID。カラムは、一意性制約以外

のすべての制約に対して NULL です。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

constraint_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

table_id INTEGER NOT NULL 外部キーは 
SYSTABLE、
SYSCOLUMN、

SYSINDEX を参

照する。

column_id INTEGER 外部キーは 
SYSCOLUMN を
参照する。

index_id INTEGER 外部キーは 
SYSINDEX を参

照する。

fkey_id SMALLINT 外部キーは 
SYSFOREIGNKE
Y を参照する。

constraint_type CHAR(1) NOT NULL

constraint_name CHAR(128) NOT NULL
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fkey_id   外部キー制約の外部キー ID。カラムは、外部キー制約以外

のすべての制約に対して NULL です。

constraint_type   次のいずれかの値を設定します。

•    カラム検査制約の場合は C

•    テーブル制約の場合は T

•    プライマリ・キーの場合は P

•    外部キーの場合は F

•    一意性制約の場合は U

constraint_name   制約名。
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SYSDOMAIN システム・テーブル

事前に定義されたデータ型 (「ドメイン」ともいいます ) には、ユ

ニークな番号が割り当てられています。SYSDOMAIN テーブルは参

考用に用意され、これらの番号と対応するデータ型間の関係を示しま
す。このテーブルは変更できません。

domain_id   各データ型に割り当てられたユニークな番号。この番号

は変更できません。

domain_name   データ型を含む文字列で、CREATE TABLE コマンド

中に見られる char や integer などです。

type_id   ODBC データ型。これは、Transact-SQL 互換の 
dbo.SYSTYPES テーブルにある "data_type" に対応します。

precision   このデータ型を使って格納できる有効桁数。数値でない

データ型に対応するカラム値は NULL です。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

domain_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・
キー。

domain_name CHAR(128) NOT NULL

type_id SMALLINT NOT NULL

precision SMALLINT
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SYSEVENT システム・テーブル

SYSEVENT の各ローは、CREATE EVENT で作成されたイベントを記

述します。

event_id   各イベントに割り当てられたユニークな番号。

creator   イベントの所有者のユーザ番号。ユーザ名は 
SYSUSERPERM で確認することができます。

event_name   イベント名。

enabled (Y/N)   イベントが起動できるかどうかを示します。

location   イベントを起動するロケーション。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

event_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

creator UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSUSERPERM 
を参照する。

event_name VARCHAR (128) NOT NULL 外部キーは 
SYSEVENTTYPE 
を参照する。

enabled CHAR(1) NOT NULL

location CHAR(1) NOT NULL

event_type_id INTEGER

action LONG VARCHAR

external_action LONG VARCHAR

condition LONG VARCHAR

remarks LONG VARCHAR

source LONG VARCHAR
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•    C = 統合

•    R = リモート

•    A = すべて

event_type_id   システム・イベントの場合、イベント型は 
SYSEVENTTYPE にリストされます。

action   イベント・ハンドラ定義。

external_action   使用されません。

condition   イベント・ハンドラの起動を制御するのに使用される 
WHERE 条件。

remarks   コメント文字列。

source   preserve_source_format オプションが ON に設定されている場

合、このカラムは、イベント・ハンドラのオリジナル・ソースを示し
ます。オリジナル・テキストの表示を保持するのに使用されます。詳
細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 

「PRESERVE_SOURCE_FORMAT オプション [ データベース ]」 を参照

してください。
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SYSEVENTTYPE システム・テーブル

このテーブルには、CREATE EVENT で参照できるシステム・イベン

ト型がリストされます。

event_type_id   各イベント型に割り当てられたユニークな番号。

name   システム・イベント型の名前。

description   システム・イベント型の説明。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

event_type_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

name VARCHAR (128) NOT NULL

description LONG VARCHAR
835



SYSEXTENT システム・テーブル
SYSEXTENT システム・テーブル

このテーブルは現在使われていません。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

file_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は SYSFILE を参

照する。

extent_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・
キー。

first_page INTEGER NOT NULL

last_page INTEGER NOT NULL

file_name LONG VARCHAR NOT NULL
836



     第 5 章   システム・テーブル
SYSEXTERNLOGINS システム・テーブル

各ローは、リモート・データ・アクセスの外部ログインを記述しま
す。

user_id   ローカル・データベースでのユーザ ID。

srvid   SYSSERVERS にリストされているリモート・サーバ。

remote_login   このユーザのリモート・サーバのログイン名。

remote_password   このユーザのリモート・サーバのパスワード。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

user_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。
SYSUSERPERM 
への外部キー。

srvid INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。
SYSSERVERS へ
の外部キー。

remote_login VARCHAR (128)

remote_password VARBINARY(128)
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SYSFILE システム・テーブル

すべてのデータベースは、1 つまたは複数の DB 領域から構成されま

す。各 DB 領域は、1 つのオペレーティング・システム・ファイルに

対応します。個々の DB 領域は SYSFILE に記録されています。

file_id   データベースの各ファイルには、ユニークな番号が割り当て

られています。このファイル識別子が SYSFILE のプライマリ・キー

になります。すべてのシステム・テーブルは、file_id 0 に格納されて

います。

file_name   DB 領域のファイル名。SYSTEM DB 領域の場合、値は

データベース作成時のデータベース・ファイルの名前です。この値は
参考に使われるだけであり、変更できません。その他の DB 領域で

は、ファイル名は次の文を使用して変更できます。

ALTER DBSPACE dbspace RENAME 'new-file-name'

dbspace_name   すべてのファイルはユニークな DB 領域名を持ってい

ます。これは CREATE TABLE コマンド中で使われます。

store_type   このフィールドは内部で使用されます。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

file_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・
キー。

file_name LONG VARCHAR NOT NULL ユニーク・イン
デックス。

dbspace_name CHAR(128) NOT NULL

store_type CHAR(8) NOT NULL
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SYSFKCOL システム・テーブル

SYSFKCOL の各ローは、外部テーブルの外部カラムと、プライマリ・

テーブルのプライマリ・カラムの関係を記述します。

foreign_table_id   外部テーブルのテーブル番号。

foreign_key_id   外部テーブルに対する FOREIGN KEY のキー番号。

foreign_table_id と foreign_key_id は、SYSFOREIGNKEY の 1 つのロー

をユニークに識別します。プライマリ・テーブルのテーブル番号は、
そのローから取得できます (SYSFOREIGNKEY テーブルを使用 )。

foreign_column_id   このカラム番号と foreign_table_id は、

SYSCOLUMN 中の外部カラムの記述を識別します。

primary_column_id   このカラム番号と SYSFOREIGNKEY から取得さ

れた primary_table_id は、SYSCOLUMN 中のプライマリ・カラムの記

述を識別します。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

foreign_table_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSCOLUMN と 
SYSFOREIGNKEY を参

照する。

foreign_key_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは 
SYSFOREIGNKEY を参

照する。

foreign_column_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは SYSCOLUMN を
参照する。

primary_column_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL
839



SYSFOREIGNKEY システム・テーブル
SYSFOREIGNKEY システム・テーブル

外部キーは、外部テーブルとプライマリ・テーブルの 2 つのテーブル

間の関係です。外部キーは、SYSFOREIGNKEY の 1 つのローと 
SYSFKCOL の 1 つまたは複数のローで定義されます。

SYSFOREIGNKEY には、外部キーに関する一般的な情報が入ってい

ます。SYSFKCOL は外部キーのカラムを識別して、外部キーの各カ

ラムとプライマリ・テーブルの中のプライマリ・キーのカラムを関連
付けます。

foreign_table_id   外部テーブルのテーブル番号。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

foreign_table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSTABLE.table_id 
を参照する。ユニー
ク・インデックス。

foreign_key_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。

primary_table_id UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSTABLE.table_id 
を参照する。

root INTEGER NOT NULL

check_on_commit CHAR(1) NOT NULL

nulls CHAR(1) NOT NULL

role CHAR(128) NOT NULL ユニーク・インデッ
クス。

remarks LONG VARCHAR

primary_index_id UNSIGNED INT NOT NULL

fk_not_enforced CHAR(1) NOT NULL

hash_limit SMALLINT NOT NULL
840



     第 5 章   システム・テーブル
foreign_key_id   各外部キーには、次に示す項目に対してユニークな

外部キー番号があります。

•    外部テーブルに対する他のすべての外部キーの番号

•    プライマリ・テーブルに対するすべての外部キーの番号

•    外部テーブルに対するすべてのインデックスの番号

primary_table_id   プライマリ・テーブルのテーブル番号。

root   root は、データベース・ファイルにおける外部キーのルート・

ページのロケーションを示します。

check_on_commit (Y/N)   次の COMMIT で外部キーが有効であるかど

うかが確認されるまで、INSERT と UPDATE 文を待たせるかどうかを

示します。外部テーブルの各ローについて、外部キー・カラムの値が 
NULL であるか、プライマリ・テーブルのローのプライマリ・キーの

値と一致すれば、外部キーは有効です。

nulls (Y/N)   外部キーのカラムが NULL 値を許容するかどうかを示し

ます。この設定は外部キーのカラム中の nulls 設定とは独立している

ことに注意してください。

role   外部テーブルとプライマリ・テーブルの関係の名前です。特に

指定しないかぎり、role 名はプライマリ・テーブルの名前と同じで

す。外部テーブルは、同じ役割名に対して 2 つの外部キーを持つこと

はできません。

remarks   コメント文字列。

primary_index_id   プライマリ・キーの index_id。

fk_not_enforced (Y/N)   いずれかのテーブルがリモートの場合は、N。

hash_limit   物理インデックス構造に関する情報。
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SYSGROUP システム・テーブル

すべてのグループのすべてのメンバに対して、SYSGROUP に 1 つの

ローが存在します。このテーブルは、グループとメンバの複数対複数
の関係を示します。グループには複数のメンバがあり、あるユーザは
複数のグループのメンバになれます。

group_id   グループのユーザ番号。

group_member   メンバのユーザ番号。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

group_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは 
SYSUSERPERM.user_id 
を参照する。

group_member UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは 
SYSUSERPERM.user_id 
を参照する。
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SYSHISTORY システム・テーブル

異なるバージョンのソフトウェアか異なるプラットフォーム、または
その両方でデータベースが開始されるたびに、SYSHISTORY テーブ

ルに新規ローが追加されます。ソフトウェアのバージョンとプラット
フォームの各組み合わせは、テーブルに 1 回のみ入力されます。

operation   データベース・ファイルに対して実行されるオペレーショ

ンのタイプ。operation には次のいずれかの値を指定します。

• INIT データベースがいつ作成されたかに関する情報

• UPGRADE データベースがいつアップグレードされたかに関

する情報

• START 特定のオペレーティング・システム上で特定のバー

ジョンのデータベース・サーバを使用してデータベースがい
つ開始されたかに関する情報

• LAST_START データベース・サーバが 後に開始された時

刻に関する情報

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

operation CHAR(12) NOT NULL プライマリ・
キー。

version CHAR(15) NOT NULL プライマリ・
キー。

platform CHAR(50) NOT NULL プライマリ・
キー。

first_time TIMESTAMP NOT NULL

last_time TIMESTAMP NOT NULL

details VARCHAR (2048)
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LAST_START オペレーションは、LAST_START ローに現在格

納されている値とは異なるバージョンのデータベース・サー
バか異なるオペレーティング・システム、またはその両方で
データベースが開始されたときに START オペレーションに変

換されます。

version   オペレーションの実行に使用されるデータベース・サーバの

バージョンとビルド番号

platform   オペレーションが実行されたオペレーティング・システム

first_time   特定のオペレーティング・システム上の特定のバージョン

のソフトウェアでデータベースが 初に開始された日時

last_time   特定のオペレーティング・システム上の特定のバージョン

のソフトウェアでデータベースが 後に開始された日時

details   このカラムは、データベース・サーバの起動に使用されたコ

マンド・ライン・オプションやデータベースに対して有効になってい
る機能ビットなどの情報を格納します。この情報は、Sybase 製品の保

守契約を結んでいるサポート・センタが使用します。
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SYSINDEX システム・テーブル

データベースの各インデックスは、SYSINDEX の 1 つのローで表され

ます。インデックスの各カラムは、SYSIXCOL の 1 つのローで表され

ます。

table_id   このインデックスが適用されるテーブルをユニークに識別

します。

index_id   1 つのテーブルの各インデックスには、ユニークなイン

デックス番号が割り当てられます。

root   root は、データベース・ファイルにおけるインデックスのルー

ト・ページのロケーションを示します。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー、ユ
ニーク・インデックス。
外部キーは SYSTABLE を
参照する。

index_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。

root INTEGER NOT NULL

file_id SMALLINT NOT NULL

"unique" CHAR(1) NOT NULL

creator UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSUSERPERM.user_id を
参照する。

index_name CHAR(128) NOT NULL ユニーク・インデックス。

hash_limit SMALLINT NOT NULL

index_owner CHAR(4) NOT NULL

index_type CHAR(4) NOT NULL

remarks LONG, VARCHAR
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file_id   インデックスは、この file_id を持つファイルに完全に含まれ

ます (「SYSFILE」を参照してください )。

unique   インデックスがユニーク・インデックス "Y" か、ユニークで

ないインデックス "N" か、一意性制約 "U" かを示します。ユニーク・

インデックスでは、インデックス・カラムの 2 つのローは同じ値を持

てません。

creator   インデックスの作成者のユーザ番号。このユーザは常に 
table_id で識別されるテーブルの作成者と同じです。

index_name   インデックス名。1 つのテーブルには、同じ名前のイン

デックスは複数存在できません。

index_owner   所有者。このフィールドは常に USER です。

index_type   インデックスの型。このフィールドは常に SA です。

remarks   コメント文字列。
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SYSINFO システム・テーブル ( 旧式 )

このテーブルは、データベースが作成されたときに定義された、デー
タベースの情報を示します。このテーブルは常に 1 つのローを持ちま

す。

注意
このテーブルは使用されなくなりました。代わりに db_property 関数

を使用することをおすすめします。db_property に対する次のパラメー

タ値を使用して、SYSINFO 内の情報を取得できます。

•    'PageSize'

•    'Encryption'

•    'BlankPadding'

•    'CaseSensitive'

•    'Collation'

•    'FileVersion'

•    'JDKVersion'

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

page_size INTEGER NOT NULL

encryption CHAR(1) NOT NULL

blank_padding CHAR(1) NOT NULL

case_sensitivity CHAR(1) NOT NULL

default_collation CHAR(10)

database_version SMALLINT NOT NULL

classes_version CHAR(10)
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db_property 関数の詳細については、「DB_PROPERTY 関数 [ システム

]」 169 ページ を参照してください。

page_size   バイト単位で指定するページ・サイズ。デフォルト値は 
1024 です。

encryption   (Y/N) データベースが暗号化されているかどうかを示しま

す。

blank_padding   (Y/N) データベースが、その中の文字列比較にブラン

ク埋め込みを使用できるように作成されたかどうかを示します。

case_sensitivity   (Y/N) データベースが大文字と小文字を区別するよう

に作成されたかどうかを示します。大文字と小文字の区別は、値の比
較には影響しますが、テーブルとカラム名の比較には影響しないこと
に注意してください。たとえば、データベースが大文字と小文字を区
別する場合、SYSCATALOG のようなテーブル名はどちらでも指定で

きますが、大文字と小文字を区別するデータベースでは 'abc' = 
'ABC' は true ではありません。

default_collation   初期化ユーティリティで指定した照合順にも対応す

る、SYSCOLLATION の collation_label に対応する文字列。照合順は、

文字列の検索やカラムとテーブル名の比較など、すべての文字列の比
較に使われます。

database_version   データベース・フォーマットを示す、小さい整数

値です。

classes_version   このデータベースで使用されている Java ランタイ

ム・ライブラリの現在のバージョンを表す小さな文字列。
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SYSIXCOL システム・テーブル

すべてのインデックスは、インデックス中の各カラムに対して 1 つの

ローを SYSIXCOL に持ちます。

table_id   インデックスが適用されるテーブルを識別します。

index_id   このカラムが使われているインデックスを識別します。

table_id と index_id は共同で SYSINDEX にある 1 つのインデックスを

識別します。

sequence   インデックス中の各カラムには、0 から始まるユニークな

番号が割り当てられます。この番号はインデックス中のカラムの相対
的な重要度を示します。もっとも重要なカラムの sequence 番号は 0 
になります。

column_id   カラム番号は、どのカラムにインデックスを設定するか

を識別します。table_id と column_id は共同で、SYSCOLUMN で表さ

れる 1 つのカラムを識別します。

order (A/D)   インデックス内のこのカラムが昇順か、降順かを示しま

す。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

table_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは SYSCOLUMN 
を参照する。外部キー
は SYSINDEX を参照す

る。

index_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外
部キーは SYSINDEX を
参照する。

sequence SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。

column_id UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSCOLUMN を参照す

る。

"order" CHAR(1) NOT NULL
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SYSJAR システム・テーブル

jar_id   JAR ファイルの ID を含むフィールド。

creator   JAR ファイルの作成者のユーザ番号。

jar_name   JAR ファイルの名前。

jar_file   JAR ファイルのファイル名。

create_time   JAR ファイルの作成時刻。

update_time   JAR ファイルが 後に更新された時刻。

remarks   コメント・フィールド。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

jar_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

creator UNSIGNED INT NOT NULL

jar_name LONG VARCHAR NOT NULL ユニーク・イン
デックス。

jar_file LONG VARCHAR

create_time TIMESTAMP NOT NULL

update_time TIMESTAMP NOT NULL

remarks LONG VARCHAR
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SYSJARCOMPONENT システム・テーブル

component_id   コンポーネントの ID を含むプライマリ・キー。

jar_id   JAR の ID 番号を含むフィールド。

component_name   コンポーネント名。

component_type   コンポーネントの型。

create_time   コンポーネントの作成時刻を含むフィールド。

contents   JAR ファイルのバイト・コード。

remarks   コメント・フィールド。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

component_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

jar_id INTEGER 外部キーは 
SYSJAR を参照

する。

component_name LONG VARCHAR

component_type CHAR(1)

create_time TIMESTAMP NOT NULL

contents LONG BINARY

remarks LONG VARCHAR
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SYSJAVACLASS システム・テーブル

SYSJAVACLASS システム・テーブルには、Java クラスに関するすべ

ての情報があります。

class_id   Java クラスの ID を含むフィールド。テーブルのプライマ

リ・キーでもあります。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

class_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

replaced_by INTEGER 外部キーは 
SYSJAVACLASS
ES. class_id を参

照する。

creator UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSUSERPERM.
user_id を参照す

る。

jar_id INTEGER

type_id SMALLINT 外部キーは 
SYSUSERTYPE 
を参照する。

class_name LONG VARCHAR NOT NULL

public CHAR(1) NOT NULL

component_id INTEGER 外部キーは 
SYSJARCOMPO
NENT を参照す

る。

create_time TIMESTAMP NOT NULL

update_time TIMESTAMP NOT NULL

class_descriptor LONG BINARY

remarks LONG VARCHAR
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replaced_by   プライマリ・キー・フィールド class_id を参照する

フィールド。

creator   クラスの作成者のユーザ番号。

jar_id   クラスがある JAR ファイルの ID。

type_id   ユーザ型の ID。

class_name   Java クラスの名前。

public   クラスがパブリック (Y) かプライベート (N) かを示します。

component_id   SYSJARCOMPONENT のコンポーネントの ID。

create_time   クラスの作成時刻を含むフィールド。

update_time   クラスが 後に更新された時刻を含むフィールド。

class_descriptor   使用されません。

remarks   コメント文字列。
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SYSLOGIN システム・テーブル

このテーブルには、統合化ログオンを使用したデータベースへの接続
に使用できるすべてのユーザ・プロファイル名が含まれます。セキュ
リティ上の理由から、このテーブルの内容は DBA 権限を持つユーザ

だけが表示できます。

integrated_login_id   データベースのユーザ ID にマップするのに使用

されるユーザ・プロファイル名を含む文字列値。ユーザがこのユー
ザ・プロファイル名を使用してログオンすることができ、データベー
スが統合化ログオンを認める場合、ユーザは ID またはパスワードを

指定せずにデータベースに接続できます。

login_uid   システム・テーブル SYSUSERPERM に対する外部キー。

remarks   コメント文字列。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

integrated_login_id CHAR(128) NOT NULL プライマリ・
キー。

login_uid UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSUSERPERM.us
er_id を参照する。

remarks LONG 
VARCHAR
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SYSOPTBLOCK システム・テーブル

このテーブルはシステムで使用するために予約されています。
855



SYSOPTION システム・テーブル
SYSOPTION システム・テーブル

オプション設定は、SET コマンドによって SYSOPTION テーブルに格

納されます。各ユーザはオプションごとに自分の設定を保存できま
す。また、ユーザ ID PUBLIC に対する設定は、自分の設定を持たな

いユーザ ID が使うデフォルトの設定になります。

user_id   このオプション設定が適用されるユーザ番号。

option   オプションの名前。

setting   指定されたオプションの現在の設定。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

user_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は 
SYSUSERPERM 
を参照する。

"option" CHAR(128) NOT NULL プライマリ・
キー。

"setting" LONG VARCHAR NOT NULL
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SYSOPTJOINSTRATEGY システム・テーブル

このテーブルはシステムで使用するために予約されています。
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SYSOPTORDER システム・テーブル

このテーブルはシステムで使用するために予約されています。
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SYSOPTQUANTIFIER システム・テーブル

このテーブルはシステムで使用するために予約されています。
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SYSOPTREQUEST システム・テーブル

このテーブルはシステムで使用するために予約されています。
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SYSOPTREWRITE システム・テーブル

このテーブルはシステムで使用するために予約されています。
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SYSOPTSTAT システム・テーブル

このテーブルにコスト・モデルについての情報を格納します。この
テーブルはシステムで使用するために予約されています。
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SYSPROCEDURE システム・テーブル

データベースの各プロシージャは、SYSPROCEDURE の 1 つのローで

表されます。

proc_id   各プロシージャには、SYSPROCEDURE のプライマリ・キー

になるユニークな番号 ( プロシージャ番号 ) が割り当てられます。

creator   このユーザ番号は、プロシージャの所有者を識別します。

ユーザ名は SYSUSERPERM で確認することができます。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

proc_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。

creator UNSIGNED INT NOT NULL このカラムと 
proc_name のユニー

ク・インデックス。
外部キーは 
SYSUSERPERM.user_
id を参照する。

proc_name CHAR(128) NOT NULL このカラムと creator 
のユニーク・イン
デックス

proc_defn LONG VARCHAR

remarks LONG VARCHAR

replicate CHAR(1) NOT NULL

srvid INTEGER 外部キーは 
SYSSERVERS を参照

する。

source LONG VARCHAR

avg_num_rows FLOAT

avg_cost FLOAT

stats LONG BINARY
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proc_name   プロシージャ名。1 人の作成者が、同じ名前のプロシー

ジャを 2 つ持つことはできません。

proc_defn   プロシージャの作成に使われたコマンド。

remarks   コメント文字列。

replicate   (Y/N) プロシージャが Replication Server インストール環境の

プライマリ・データ・ソースであるかどうかを表します。

srvid   プロシージャがリモート・データベース・サーバ上のプロシー

ジャのプロキシである場合は、そのリモート・サーバを表します。

source   preserve_source_format オプションが ON に設定されている場

合、このカラムは、プロシージャのオリジナル・ソースを示します。
オリジナル・テキストの表示を保持するのに使用されます。詳細につ
いては、『ASA データベース管理ガイド』 > 

「PRESERVE_SOURCE_FORMAT オプション [ データベース ]」 を参照

してください。

avg_num_rows   プロシージャが FROM 句に表示されるときに、クエ

リの 適化に使用するために収集される情報。

avg_cost   プロシージャが FROM 句に表示されるときに、クエリの

適化に使用するために収集される情報。

stats   プロシージャが FROM 句に表示されるときに、クエリの 適化

に使用するために収集される情報。
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SYSPROCPARM システム・テーブル

データベースのプロシージャの各パラメータは、SYSPROCPARM の 1 
つのローに記述されています。

proc_id   このパラメータが属するプロシージャをユニークに識別しま

す。

parm_id   各プロシージャは、パラメータに 1 から順に番号を付けま

す。パラメータ番号の順は、定義された順になっています。

関数の場合、 初のパラメータの内容は関数名であり、その関数の戻
り値を表します。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

proc_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSPROCEDURE を
参照する。

parm_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。

parm_type SMALLINT NOT NULL

parm_mode_in CHAR(1) NOT NULL

parm_mode_out CHAR(1) NOT NULL

domain_id SMALLINT NOT NULL 外部キーは 
SYSDOMAIN を参照

する。

width SMALLINT NOT NULL

scale SMALLINT NOT NULL

parm_name CHAR(128) NOT NULL

remarks LONG VARCHAR

"default" LONG VARCHAR

user_type INTEGER
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parm_type   パラメータは、次に示すタイプのいずれかに該当します。

• 0 標準のパラメータ ( 変数 )

• 1 結果変数 － 結果セットを返すプロシージャで使用

• 2 SQLSTATE エラー値

• 3 SQLCODE エラー値

• 4 関数からの戻り値

parm_mode_in (Y/N)   このパラメータが、プロシージャに値を提供す

るかどうかを示します (IN または INOUT パラメータ )。

parm_mode_out (Y/N)   このパラメータが、プロシージャからの値 (IN 
または INOUT パラメータ ) と RESULT 句のカラムのどちらを返すか

を示します。

domain_id   SYSDOMAIN テーブルにリストされたデータ型番号から、

パラメータのデータ型を識別します。

width   文字列パラメータでは長さ、数値パラメータでは精度、その

他のデータ型では記憶領域のサイズをバイトで示します。

scale   数値データ型パラメータでは小数点以下の桁数、その他のデー

タ型では 0 を示します。

parm_name   プロシージャ・パラメータの名前。

remarks   コメント文字列。

default   使われていません。

user_type   パラメータのユーザ型。
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SYSPROCPERM システム・テーブル

パーミッションを付与されたユーザだけがプロシージャを呼び出すこ
とができます。SYSPROCPERM テーブルの各ローは、1 つのプロシー

ジャを呼び出すための、ユーザに付与された 1 つのパーミッションに

対応します。

proc_id   プロシージャ番号は、パーミッションが付与されたプロシー

ジャをユニークに特定します。

grantee   パーミッションを受けるユーザ ID のユーザ番号。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

proc_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSPROCEDURE を
参照する。

grantee UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSUSERPERM.user_i
d を参照する。
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SYSPUBLICATION システム・テーブル

各ローは、SQL Remote または Mobile Link パブリケーションについ

て説明します。

publication_id   パブリケーションをユニークに識別する番号。

creator   パブリケーションの所有者。

publication_name   パブリケーションの名前。

remarks   コメント文。

type   このカラムは使用されません。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

publication_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。

creator UNSIGNED INT NOT NULL ユニーク・インデック
ス。。外部キーは 
SYSUSERPERM.user_id 
を参照する。

publication_name CHAR(128) NOT NULL ユニーク・インデック
ス。

remarks LONG 
VARCHAR

type CHAR(1) NOT NULL
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SYSREMOTEOPTION システム・テーブル

機能 SQL Remote のメッセージ・リンク・パラメータの値について、各

ローに示します。

カラム

このテーブルの一部のカラムには、機密データが含まれている可能性
があります。このため、このテーブルにアクセスできるのは DBA 権
限を持つユーザに限られます。SYSREMOTEOPTION2 ビューを使用

すると、機密データを含む可能性のあるカラムを除いて、このテーブ
ルのデータにパブリック・アクセスできます。

option_id   メッセージ・リンク・パラメータの ID 番号

user_id   パラメータが設定されているユーザ ID

setting   メッセージ・リンク・パラメータの値

カラム データ型 カラム制約 テーブル制約

option_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。外部
キーは 
SYSREMOTEOPTIONTYPE 
を参照する。

user_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。

"setting" VARCHAR (255) NOT NULL
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SYSREMOTEOPTIONTYPE システム・テーブル

機能 SQL Remote のメッセージ・リンク・パラメータについて、各ローで

示します。

カラム

option_id   メッセージ・リンク・パラメータの ID 番号

type_id   このパラメータを使用するメッセージ・タイプの ID 番号

option   メッセージ・リンク・パラメータの名前

カラム データ型 カラム制約 テーブル制約

option_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。

type_id UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSREMOTETY
PE を参照する。

"option" VARCHAR (128) NOT NULL
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SYSREMOTETYPE システム・テーブル

SYSREMOTETYPE システム・テーブルには、SQL Remote に関する情

報があります。

type_id   SQL Remote によってサポートされているメッセージ・シス

テムのうち、このユーザにメッセージを送信するために使用されてい
るものを識別します。

type_name   SQL Remote がサポートするメッセージ・システムの名

前。

publisher_address   リモート・データベース・パブリッシャのアドレ

ス。

remarks   コメント文。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

type_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・
キー。

type_name CHAR(128) NOT NULL ユニーク・イン
デックス。

publisher_address LONG VARCHAR NOT NULL

remarks LONG VARCHAR
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SYSREMOTEUSER システム・テーブル

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

user_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSUSERPERM を参

照する。

consolidate CHAR(1) NOT NULL

type_id SMALLINT NOT NULL 外部キーは 
SYSREMOTETYPE を
参照する。

address LONG VARCHAR NOT NULL

frequency CHAR(1) NOT NULL ユニーク・インデッ
クス

send_time TIME ユニーク・インデッ
クス。

log_send NUMERIC(20,0) NOT NULL

time_sent TIMESTAMP

log_sent NUMERIC(20,0) NOT NULL

confirm_sent NUMERIC(20,0) NOT NULL

send_count INTEGER NOT NULL

resend_count INTEGER NOT NULL

time_received TIMESTAMP

log_received NUMERIC(20,0) NOT NULL

confirm_received NUMERIC(20,0)

receive_count INTEGER NOT NULL

rereceive_count INTEGER NOT NULL
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各ローは、REMOTE パーミッションを持つユーザ ID ( サブスクライ

バ ) を記述します。そのユーザに送信された SQL Remote メッセージ

と、そのユーザから送信されたメッセージのステータスも合わせて示
します。

user_id   REMOTE パーミッションを持つユーザのユーザ番号。

consolidate   (Y/N) ユーザに CONSOLIDATE パーミッション (Y) か 
REMOTE パーミッション (N) が付与されていることを表します。

type_id   SQL Remote によってサポートされているメッセージ・シス

テムのうち、このユーザにメッセージを送信するために使用されてい
るものを識別します。

address   SQL Remote メッセージが送信されるアドレス。address_type 
に対して適切なアドレスを指定します。

frequency    SQL Remote メッセージが送信される頻度。

send_time    メッセージがこのユーザに次に送信される時刻。

log_send   メッセージは、log_send が log_sent よりも大きいサブスク

ライバにのみ送信されます。

time_sent   このサブスクライバに、 後にメッセージが送信された時

刻。

log_sent   後に送信された操作のログ・オフセット。

confirm_sent   このサブスクライバから、 後に確認された操作のロ

グ・オフセット。

send_count    SQL Remote メッセージが送信された回数。

resend_count   メッセージがサブスクライバ・データベースに、一度

だけ適用されたことを確認するためのカウンタ。

time_received   このサブスクライバから、 後にメッセージが受信さ

れた時刻。

log_received   現在のデータベースで 後に受信された操作の、サブス

クライバ・データベースのログ・オフセット。
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confirm_received   確認メッセージが 後に送信された操作の、サブ

スクライバ・データベースのログ・オフセット。

receive_count    メッセージが受信された回数。

rereceive_count   メッセージが現在のデータベースに、一度だけ適用

されたことを確認するためのカウンタ。
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SYSSCHEDULE システム・テーブル

SYSSCHEDULE の各ローは、CREATE EVENT 文の SCHEDULE 句に

指定されたイベントの起動時刻を示します。

event_ id   各イベントに割り当てられたユニークな番号。

sched_name   スケジュールに関連付けられた名前。

recurring (0/1)   スケジュールを反復するかどうかを示します。

start_time   スケジュールの起動時刻。

stop_time   BETWEEN を指定した場合、スケジュールの停止時刻を示

します。

start_date   イベントの実行がスケジュールされている 初の日付。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

event_id INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は SYSEVENT を
参照する。

sched_name VARCHAR (128) NOT NULL プライマリ・
キー。

recurring TINYINT NOT NULL

start_time TIME NOT NULL

stop_time TIME

start_date DATE

days_of_week TINYINT

days_of_month UNSIGNED INT

interval_units CHAR(10)

interval_amt INTEGER
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days_of_week   イベントがスケジュールされている曜日を示すビッ

ト・マスク。

•    x01 = 日曜日

•    x02 = 月曜日

•    x04 = 火曜日

•    x08 = 水曜日

•    x10 = 木曜日

•    x20 = 金曜日

•    x40 = 土曜日

days_of_month   イベントがスケジュールされている日付を示すビッ

ト・マスク。

•    x01 = 1 日

•    x02 = 2 日

•    x40000000 = 31 日

•    x80000000 = その月の 終日

interval_units   EVERY で指定される間隔単位。

•    HH = 時間

•    NN = 分

•    SS = 秒

interval_amt   EVERY で指定される期間。
876



     第 5 章   システム・テーブル
SYSSERVERS システム・テーブル

各ローは、リモート・サーバを記述します。

srvid   リモート・サーバの識別子。

srvname   リモート・サーバの名前。

srvclass   CREATE SERVER 文で指定されたサーバ・クラス。

srvinfo   サーバ情報。

srvreadonly   サーバが読み込み専用の場合は Y、それ以外の場合は 
N。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

srvid INTEGER NOT NULL プライマリ・
キー。

srvname VARCHAR (128) NOT NULL

srvclass LONG VARCHAR NOT NULL

srvinfo LONG VARCHAR

srvreadonly CHAR(1) NOT NULL
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SYSSQLSERVERTYPE システム・テーブル

このテーブルには、Adaptive Server Enterprise との互換性に関する情報

が含まれます。

ss_user_type   Adaptive Server Enterprise ユーザ型。

ss_domain_id   Adaptive Server Enterprise のドメイン ID。

ss_type_name   Adaptive Server Enterprise 型名。

primary_sa_domain_id   Adaptive Server Anywhere のプライマリ・ドメ

イン ID。

primary_sa_user_type   Adaptive Server Enterprise プライマリ・ユーザ

型を含む UNSIGNED INT フィールド。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

ss_user_type SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。

ss_domain_id SMALLINT NOT NULL

ss_type_name VARCHAR 
(30)

NOT NULL

primary_sa_domain_id SMALLINT NOT NULL

primary_sa_user_type SMALLINT
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SYSSUBSCRIPTION システム・テーブル

REMOTE パーミッションを持つあるユーザ ID からの、あるパブリ

ケーションに対するサブスクリプションについて、各ローで示しま
す。

publication_id   ユーザ ID のサブスクリプションが作成されるパブリ

ケーションの識別子。

user_id   パブリケーションにサブスクリプションが作成されるユーザ 
ID。

subscribe_by   サブスクリプション用の SUBSCRIBE BY 式がある場

合、その値。

created   サブスクリプションが作成されたトランザクション・ログの

オフセット。

started   サブスクリプションが開始されたトランザクション・ログの

オフセット。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

publication_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSPUBLICATION を
参照する。

user_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。
外部キーは 
SYSUSERPERM を参

照する。

subscribe_by CHAR(128) NOT NULL プライマリ・キー。

created NUMERIC(20,0) NOT NULL

started NUMERIC(20,0)
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SYSSYNC システム・テーブル

このテーブルには、Mobile Link 同期に関する情報が入っています。

このテーブルの一部のカラムには、機密データが含まれている可能性
があります。このため、このテーブルにアクセスできるのは DBA 権

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

sync_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。

type CHAR(1) NOT NULL

publication_id UNSIGNED INT 外部キーは 
SYSPUBLICATIO
N を参照する。

progress NUMERIC(20,0)

site_name CHAR(128)

option LONG VARCHAR

server_connect LONG VARCHAR

server_conn_type LONG VARCHAR

last_download_time TIMESTAMP

last_upload_time TIMESTAMP NOT NULL
   
デフォルト 
'jan-1-1900'

created NUMERIC(20,0)

log_sent NUMERIC(20,0)

generation_number INTEGER NOT NULL
   
デフォルト 0

extended_state VARCHAR (1024) NOT NULL
   
デフォルト ''
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限を持つユーザに限られます。SYSSYNC2 ビューを使用すると、機

密データを含む可能性のあるカラムを除いて、このテーブルのデータ
にパブリック・アクセスできます。

sync_id   ローをユニークに識別する SMALLINT フィールド。

type   同期オブジェクトのタイプを示す CHAR(1) フィールド。'D' は
定義、'T' はテンプレート、'S' はサイトを示します。

publication_id   SYSPUBLICATION テーブルに入っている 
publication_id。

progress   後に成功したアップロードのログ・オフセット。

site_name   Mobile Link ユーザ名。

option   同期オプション。

server_connect   Mobile Link 同期サーバのアドレスまたは URL。

server_conn_type   同期時に使用する、TCP/IP などの通信プロトコル。

last_download_time   後に Mobile Link 同期サーバからダウンロー

ド・ストリームを受信した時刻。

last_upload_time   後に情報のアップロードが成功した時刻 (Mobile 
Link 同期サーバで測定 )。

created   サブスクリプションが作成されたログ・オフセット。

log_sent   情報をどこまでアップロードしたかを示すログの進行状況。

更新されるこのカラムのエントリに対するアップロード確認の受信は
必要ありません。

generation_number   ファイルベースのダウンロードで、このサブス

クリプションに対して 後に受信した世代番号。

extended_state   内部用に予約されています。
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SYSTABLE システム・テーブル

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

table_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。

file_id SMALLINT NOT NULL 外部キーは SYSFILE を
参照する。

count UNSIGNED 
BIGINT

NOT NULL

first_page INTEGER NOT NULL

last_page INTEGER NOT NULL

primary_root INTEGER NOT NULL

creator UNSIGNED 
INT

NOT NULL ユニーク・インデック
ス。外部キーは 
SYSUSERPERM.user_id 
を参照する。

first_ext_page INTEGER NOT NULL

last_ext_page INTEGER NOT NULL

table_page_count INTEGER NOT NULL

ext_page_count INTEGER NOT NULL

table_name CHAR(128) NOT NULL ユニーク・インデック
ス。

table_type CHAR(10) NOT NULL

view_def LONG 
VARCHAR

remarks LONG 
VARCHAR

replicate CHAR(1) NOT NULL

existing_obj CHAR(1)
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SYSTABLE の各ローは、データベースの 1 つのテーブルまたはビュー

を記述します。

table_id   各テーブルまたはビューには、SYSTABLE のプライマリ・

キーになるユニークな番号 ( テーブル番号 ) が割り当てられます。

file_id   どのデータベース・ファイルがテーブルを含んでいるのかを

示します。

count   テーブル中のローの数は、チェックポイントが成功するたび

に更新されます。Adaptive Server Anywhere はこの番号を使ってデータ

ベース・アクセスを 適化します。ビューでは、count は常に 0 です。

first_page   各データベースは、サイズが固定された多数のページに分

割されています。この値はテーブル情報を含む 初のページを特定
し、このテーブルの先頭を検索するために内部的に使われます。
ビューでは、first_page は常に 0 です。

last_page   このテーブルの情報を含む 後のページ。ビューでは、

last_page は常に 0 です。グローバル・テンポラリ・テーブルでは、0 
は、テーブルが ON COMMIT PRESERVE ROWS を使って作成された

ことを示し、1 は、テーブルが ON COMMIT DELETE ROWS を使って

作成されたことを示します。

remote_location LONG 
VARCHAR

remote_objtype CHAR(1)

srvid INTEGER 外部キーは 
SYSSERVERS を参照す

る。

server_type CHAR(4) NOT NULL

primary_hash_limit SMALL INT NOT NULL

page_map_start INTEGER NOT NULL

source LONG 
VARCHAR

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約
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primary_root   primary_root は、テーブルのプライマリ・キーのイン

デックスのルート・ページの位置を示します。これは、ビューと、プ
ライマリ・キーを持たないテーブルでは 0 です。

creator   このユーザ番号はテーブルまたはビューの所有者を示しま

す。

first_ext_page   ロー拡張と BLOB の格納に使用される 初のページ。

last_ext_page   ロー拡張と BLOB の格納に使用される 後のページ。

このページは、二重にリンクされたリンクとして保持されます。

table_page_count   このテーブルで使用されるメイン・ページの総数。

ext_page_count   このテーブルで使用される拡張 (BLOB) ページの総

数。

table_name   テーブルまたはビューの名前。1 人の作成者が、同じ名

前のテーブルまたはビューを 2 つ以上持つことはできません。

table_type   このカラムは、ベース・テーブルなら BASE、ビューなら 
VIEW、グローバル・テンポラリ・テーブルなら GBL TEMP になりま

す。ローカル・テンポラリ・テーブルにはエントリは作成されませ
ん。

view_def   ビューでは、ビューを作成するのに使用された CREATE 
VIEW コマンドがこのカラムに含まれます。

remarks   コメント文字列。

replicate   (Y/N) テーブルが Replication Server インストール環境のプラ

イマリ・データ・ソースであるかどうかを表します。

existing_obj   (Y/N) テーブルが以前に存在していたかどうかを表しま

す。

remote_location   リモート・オブジェクトの記憶領域のロケーション

を表します。

remote_objtype   リモート・オブジェクトの型を表します。テーブル

なら T、ビューなら V、rpc なら R、JavaBean なら B です。

srvid   これがプロキシ・テーブルの場合は、サーバのユニークな ID。
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server_type   テーブルのデータのロケーション。SA または OMNI の
いずれかです。

primary_hash_limit   このテーブルのプライマリ・キー・インデック

スのハッシュ・サイズ。

page_map_start   このテーブルに保持されるページ・マップの開始。

ページ・マップは、逐次スキャン中に I/O をブロックするのに使用さ

れます。

source   preserve_source_format オプションが ON に設定されている場

合、このカラムは、ビューのオリジナル・ソースを示します。オリジ
ナル・テキストの表示を保持するのに使用されます。詳細について
は、『ASA データベース管理ガイド』 > 

「PRESERVE_SOURCE_FORMAT オプション [ データベース ]」 を参照

してください。
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SYSTABLEPERM システム・テーブル

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

stable_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は 
SYSTABLE.table_i
d を参照する。

grantee UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は 
SYSUSERPERM.u
ser_id を参照す

る。

grantor UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。外部キー
は 
SYSUSERPERM.u
ser_id を参照す

る。

ttable_id UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSTABLE.table_i
d を参照する。

selectauth CHAR(1) NOT NULL

insertauth CHAR(1) NOT NULL

deleteauth CHAR(1) NOT NULL

updateauth CHAR(1) NOT NULL

updatecols CHAR(1) NOT NULL

alterauth CHAR(1) NOT NULL

referenceauth CHAR(1) NOT NULL
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GRANT コマンドによってパーミッションが与えられると、

SYSTABLEPERM に格納されます。このテーブルの各ローは 1 つの

テーブル、パーミッションを与えるユーザ ID (「grantor」)、そして

パーミッションを与えられるユーザ ID (「grantee」) に対応します。

与えられるパーミッションには型がいくつかあります。各パーミッ
ションは、次の 3 つの内の 1 つの値を持ちます。

•    N   No。grantee はこのパーミッションを grantor から付与されて

いません。

•    Y   Yes。grantee はこのパーミッションを grantor から付与されて

います。

•    G   grantee はこのパーミッションを受けています。また、grantee 
は同じパーミッションを (grant オプションを使って ) 他のユーザ

に付与できます。

パーミッション
grantee は同じテーブルに関するパーミッションを、他の grantor から

受けることがあります。これは SYSTABLEPERM の別のローに格納さ

れます。

stable_id   パーミッションが適用されるテーブルまたはビューのテー

ブル番号。

grantor   パーミッションを付与するユーザ ID のユーザ番号。

grantee   パーミッションを受けるユーザ ID のユーザ番号。

ttable_id   Adaptive Server Anywhere の現在のバージョンでは、この

テーブル番号は常に stable_id と同じです。

selectauth (Y/N/G)   SELECT パーミッションが付与されたかどうかを

示します。

insertauth (Y/N/G)   INSERT パーミッションが付与されたかどうかを

示します。

deleteauth (Y/N/G)   DELETE パーミッションが付与されたかどうかを

示します。
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updatecols (Y/N/G)   UPDATE パーミッションが、テーブル中のすべて

のカラムに付与されたかどうかを示します。

updatecols (Y/N)   UPDATE パーミッションが、テーブル中の一部のカ

ラムだけに付与されたかどうかを示します。updatecols が "Y" であれ

ば、このテーブルのカラムに UPDATE パーミッションを与える 1 つ
または複数のローが、SYSCOLPERM にあります。

alterauth (Y/N/G)   ALTER パーミッションが付与されたかどうかを示

します。

referenceauth (Y/N/G)   REFERENCE パーミッションが付与されたか

どうかを示します。
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SYSTRIGGER システム・テーブル

データベースの各トリガは、SYSTRIGGER の 1 つのローで表されま

す。このテーブルには、参照トリガ・アクションを持つ外部キー定義
に、自動的に作成されるトリガも含まれます ( たとえば、ON 
DELETE CASCADE)。

trigger_id   各トリガには、SYSTRIGGER のプライマリ・キーになる

ユニークな番号 ( トリガ番号 ) が割り当てられます。

table_id   このトリガが属するテーブルをユニークに識別するテーブ

ル番号。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

trigger_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・キー。

table_id UNSIGNED INT NOT NULL 外部キーは 
SYSTABLE.table_id 
を参照する。

event CHAR(1) NOT NULL ユニーク。

trigger_time CHAR(1) NOT NULL ユニーク。

trigger_order SMALLINT ユニーク。

foreign_table_id UNSIGNED INT ユニーク。外部キー
は SYSFOREIGNKEY 
を参照する。

foreign_key_id SMALLINT ユニーク。外部キー
は SYSFOREIGNKEY 
を参照する。

referential_action CHAR(1)

trigger_name CHAR(128) ユニーク。

trigger_defn LONG VARCHAR NOT NULL

remarks LONG VARCHAR

source LONG VARCHAR
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event   トリガを起動する 1 つまたは複数のイベント。この 1 文字の値

は、トリガを作成したときに指定したトリガ・イベントに対応しま
す。

•    A   INSERT、DELETE

•    B   INSERT、UPDATE

•    C   UPDATE

•    D   DELETE

•    E   DELETE、UPDATE

•    I   INSERT

•    U   UPDATE

•    M   INSERT、DELETE、UPDATE

trigger_time   トリガが起動される時刻。この 1 文字の値は、トリガを

作成したときに指定したトリガ起動時刻に対応します。

•    A   AFTER

•    B   BEFORE

trigger_order   トリガが起動される順番。同じ型 (insert、update、
delete) のトリガが同時 (before、after) に起動されるときに使われます。

foreign_table_id   参照トリガ・アクション ( たとえば ON DELETE 
CASCADE) を持つ外部キー定義のあるテーブルのテーブル番号。

foreign_key_id   foreign_table_id が参照するテーブルの外部キーの外部

キー番号。

referential_action   外部キーによって定義される動作。この 1 文字の

値は、外部キーを作成したときに指定した動作に対応します。

•    C   CASCADE

•    D   SET DEFAULT
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•    N   SET NULL

•    R   RESTRICT

trigger_name   トリガ名。1 つのテーブルには、同じ名前のトリガは

複数存在できません。

trigger_defn   トリガを作成するのに使ったコマンド。

remarks   コメント文字列。

source   preserve_source_format オプションが ON に設定されている場

合、このカラムは、トリガのオリジナル・ソースを示します。オリジ
ナル・テキストの表示を保持するのに使用されます。詳細について
は、『ASA データベース管理ガイド』 > 

「PRESERVE_SOURCE_FORMAT オプション [ データベース ]」 を参照

してください。
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SYSTYPEMAP システム・テーブル

SYSTYPEMAP システム・テーブルには、SYSSQLSERVERTYPE シス

テム・テーブルの互換性マッピング値があります。

ss_user_type   Adaptive Server Enterprise ユーザ型を格納します。

sa_domain_id   Adaptive Server Anywhere domain_id を格納します。

sa_user_type   Adaptive Server Anywhere ユーザ型を格納します。

nullable   このフィールドは、型が null を許可するかどうかを記述し

ます。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

ss_user_type SMALLINT NOT NULL

sa_domain_id SMALLINT NOT NULL 外部キーは 
SYSDOMAIN を参照

する。

sa_user_type SMALLINT

nullable CHAR(1)
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SYSUSERMESSAGES システム・テーブル

各ローには、エラーに対するユーザ定義メッセージが入っています。

error   エラー条件に対するユニークな識別番号。

uid   メッセージを定義するユーザ番号。

description   エラー条件に対応するメッセージ。

langid   現在使われていません。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

error INTEGER NOT NULL ユニーク。

uid UNSIGNED INT NOT NULL

description VARCHAR (255) NOT NULL

langid SMALLINT NOT NULL ユニーク。
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SYSUSERPERM システム・テーブル

DBA パーミッションが必要

SYSUSERPERM にはパスワードが含まれており、SELECT を実行す

るには DBA パーミッションが必要です。

SYSUSERPERM の各ローは 1 人のユーザ ID を記述します。

user_id   新しいユーザ ID には、SYSUSERPERM のプライマリ・キー

であるユニーク番号がそれぞれ割り当てられます。

user_name    ユーザ ID のユニークな名前の入った文字列。

password   ユーザ ID のパスワード。特別なユーザ ID SYS、PUBLIC、
dbo のパスワードには、NULL 値が含まれています。これで、これら

のユーザ ID には誰も接続できません。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

user_id UNSIGNED INT NOT NULL プライマリ・
キー。

user_name CHAR(128) NOT NULL ユニーク・イン
デックス。

password BINARY(36)

resourceauth CHAR(1) NOT NULL

dbaauth CHAR(1) NOT NULL

scheduleauth CHAR(1) NOT NULL

publishauth CHAR(1) NOT NULL

remotedbaauth CHAR(1) NOT NULL

user_group CHAR(1) NOT NULL

remarks LONG VARCHAR
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resourceauth (Y/N)   ユーザが RESOURCE 権限を持っているかどうか

を示します。Resource 権限はテーブルの作成に必要です。

dbaauth (Y/N)   ユーザが DBA ( データベース管理者 ) 権限を持ってい

るかどうかを示します。DBA 権限は非常に強力であるため、セキュ

リティを考慮して、この権限を保有するユーザは 小限にとどめてく
ださい。

scheduleauth (Y/N)   ユーザが SCHEDULE 権限を持っているかどうか

を示します。これは現在使われていません。

publishauth (Y/N)   ユーザが SQL Remote パブリッシャ権限を持って

いるかどうかを示します。

remotedbaauth (Y/N)   ユーザが SQL Remote リモート DBA 権限を

持っているかどうかを示します。

user_group (Y/N)   ユーザがグループであるかどうかを示します。

remarks   コメント文字列。

データベースが初期化されるとき、3 つのユーザ ID が作成されます。

•    SYS   すべてのシステム・テーブルの作成者。

•    PUBLIC   PUBLIC パーミッションを記録するのに使われる特別

なユーザ ID。

•    DBA   初期化時のシステムで使用できるユーザ ID は、このデー

タベース管理者のユーザ ID だけです。 初のパスワードは SQL 
です。

•    dbo   多くのシステム・ストアド・プロシージャと Transact-SQL 
機能ビューの所有者。

SYS、PUBLIC、dbo ユーザ ID に接続する方法はありません。
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SYSUSERTYPE システム・テーブル

各ローは、ユーザ定義のデータ型を記述します。

type_id   ユーザ定義データ型のユニークな識別番号。

creator   データ型の所有者のユーザ番号。

domain_id   SYSDOMAIN テーブルにリストされたデータ型番号で示

す、ユーザ定義データ型の元になるデータ型。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

type_id SMALLINT NOT NULL プライマリ・キー。

creator UNSIGNED 
INT

NOT NULL 外部キーは 
SYSUSERPERM.user_id を
参照する。

domain_id SMALLINT NOT NULL 外部キーは SYSDOMAIN 
を参照する。

nulls CHAR(1) NOT NULL

width SMALLINT NOT NULL

scale SMALLINT NOT NULL

type_name CHAR(128) NOT NULL ユニーク。

"default" LONG 
VARCHAR

"check" LONG 
VARCHAR

format_str CHAR(128)

super_type_id SMALLINT 外部キーは 
SYSUSERTYPE.type_id を
参照する。
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nulls   (Y/N/U) ユーザ定義データ型が null を許可するかどうかを示し

ます。値 U は、null を指定可能かどうかが指定されていないことを示

します。

width   文字列カラムでは長さ、数値カラムでは精度、その他のデー

タ型では記憶領域のサイズをバイト数で示します。

scale   数値データ型カラムでは小数点以下の桁数、その他のデータ型

では 0 を示します。

type_name   データ型の名前。

default   データ型のデフォルト値。

check   データ型の CHECK 条件。

format_str   現在使われていません。
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SYSWEBSERVICE システム・テーブル

各ローは Web サービスの記述を保持します。

service_id    Web サービスをユニークに識別する番号。

service_name   Web サービスに割り当てられた名前。

service_type   サービスのタイプには、RAW、HTTP、XML、SOAP、
DISH などがあります。

auth_required   (Y/N) すべての要求に、有効なユーザ名とパスワード

が必要かどうかを示します。

カラム名 カラム型 カラム制約 テーブル制約

service_id UNSIGNED 
INT

NOT NULL プライマリ・キー。

service_name CHAR(128) NOT NULL

service_type VARCHAR 
(40)

NOT NULL

auth_required CHAR(1) NOT NULL

secure_required CHAR(1) NOT NULL

url_path CHAR(1) NOT NULL

user_id UNSIGNED 
INT

parameter VARCHAR 
(250)

statement LONG 
VARCHAR

remarks LONG 
VARCHAR
898



     第 5 章   システム・テーブル
secure_required   (Y/N) HTTP などのセキュリティ保護されていない接

続を受け入れるのか、または HTTPS などのセキュリティ保護された

接続だけを受け入れるのかを示します。

url_path   URL の解釈を制御します。

user_id   認証が有効の場合、サービス使用のパーミッションを持つ

ユーザまたはユーザ・グループを識別します。認証が無効の場合、要
求を処理するときに使用するアカウントを指定します。

parameter   DISH サービスにインクルードされる SOAP サービスを識

別するプレフィクス。

statement   要求に応答して常に実行される SQL 文。NULL の場合、

各要求に含まれる任意の文が代わりに実行されます。DISH 型のサー

ビスでは無視されます。
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その他のシステム・テーブル

ここでは、データベース内の Java と SQL Remote が使用するシステ

ム・テーブルについて説明します。

Java システム・テーブル

データベース内の Java で使用されるシステム・テーブルを次にリス

トします。矢印は、テーブル間での外部キーの関係を示します。矢印
は、外部テーブルからプライマリ・テーブルへ示されています。
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Mobile Link システム・テーブル

Mobile Link システム・テーブルの詳細については、『Mobile Link 管理

ガイド』 > 「Mobile Link システム・テーブル」を参照してください。

SYSJAVACLASS

CLASS ID
REPLACED_BY

JAR_ID
CREATOR

TYPE_ID
CLASS_NAME
PUBLIC
COMPONENT_ID
CREATE_TIME
UPDATE_TIME
CLASS_DESCRIPTOR
REMARKS

COMPONENT_TYPE

CONTENTS

SYSJARCOMPONENT
COMPONENT ID
JAR_ID
CREATOR
COMPONENT_NAME

CREATE_TIME

REMARKS

JAR_FILE

UPDATE_TIME

SYSJAR

JAR ID
CREATOR
JAR_NAME

CREATE_TIME

REMARKS
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SQL Remote システム・テーブル

SQL Remote システム・テーブルの詳細については、『SQL Remote 
ユーザーズ・ガイド』 > 「SQL Remote システム・テーブル」を参照し

てください。
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第 6章 

システム・ビュー

この章の内容 この章では、システム・テーブルの定義済みビューを説明します。
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概要
概要

「システム・テーブル」 809 ページで説明したシステム・テーブルで

は、テーブルやユーザ ID などを識別するのに番号を使用しています。

これは、内部使用では効率的ですが、人が参照するには読みにくい
テーブルになっています。システム・テーブル中の情報を読みやすい
形で表示するための、定義済みビューが多数用意されています。

システム・ビューの定義

ビュー定義を含むシステム・ビューについての詳細は、Sybase Central 
を参照してください。

•    システム・ビューを表示するには、接続しているデータベース

を右クリックし、[ 所有者別にオブジェクトをフィルタ ] を選択

してから [SYS] を選択します。

•    データベースの [ ビュー ] フォルダを開きます。

•    ビュー定義を表示するには、左ウィンドウ枠でビューを選択し

てから、右ウィンドウ枠で [SQL] タブをクリックします。デー

タを表示するには、左ウィンドウ枠で [ ビュー ] フォルダを開い

てビューを選択します。右ウィンドウ枠で [ データ ] タブをク

リックします。

SYSARTICLECOLS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSARTICLECOLS 「SYSARTICLECOL シ
ステム・テーブル」 
813 ページ
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SYSARTICLES システム・ビュー

SYSCAPABILITIES システム・ビュー

SYSCATALOG システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSARTICLES 「SYSARTICLE システ

ム・テーブル」 812
ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSCAPABILITIES 「SYSCAPABILITY シ
ステム・テーブル」 
818 ページ
 

「SYSCAPABILITYN
AME システム・テー

ブル」 819 ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSCATALOG 「SYSTABLE システ

ム・テーブル」 882
ページ
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概要
SYSCOLAUTH システム・ビュー

SYSCOLSTATS システム・ビュー

SYSCOLUMNS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSCOLAUTH 「SYSCOLPERM シス

テム・テーブル」 823
ページ

SYSCOLPERM のカラム

更新情報を読み易い形
式で表示します。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSCOLSTATS 「SYSCOLSTAT シス

テム・テーブル」 825
ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSCOLUMNS 「SYSCOLUMN シス

テム・テーブル」 827
ページ
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SYSFOREIGNKEYS システム・ビュー

SYSGROUPS システム・ビュー

SYSINDEXES システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSFOREIGNKEYS 「SYSFOREIGNKEY 
システム・テーブル」 
840 ページ
 

「SYSFKCOL システ

ム・テーブル」 839
ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSGROUPS 「SYSGROUP システ

ム・テーブル」 842
ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSINDEXES 「SYSINDEX システ

ム・テーブル」 845
ページ
 

「SYSIXCOL システ

ム・テーブル」 849
ページ
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概要
SYSOPTIONS システム・ビュー

SYSOPTORDERS システム・ビュー

このビューはシステムで使用するために予約されています。

SYSOPTPLANS システム・ビュー

このビューはシステムで使用するために予約されています。

SYSOPTSTRATEGIES システム・ビュー

このビューはシステムで使用するために予約されています。

SYSPROCAUTH システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSOPTIONS 「SYSOPTION システ

ム・テーブル」 856
ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSPROCAUTH 「SYSPROCPERM シ
ステム・テーブル」 
867 ページ

SYSPROCPERM 内のプ

ロシージャ・パーミッ
ション情報を読み易い
形式で表示します。
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SYSPROCPARMS システム・ビュー

SYSPUBLICATIONS システム・ビュー

SYSREMOTEOPTION2 システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSPROCPARMS 「SYSPROCPARM シ
ステム・テーブル」 
865 ページ

SYSPROCPARM 内のプ

ロシージャ・パラメー
タを読み易い形式で表
示します。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSPUBLICATIONS 「SYSUSERPERM シ
ステム・テーブル」 
894 ページ
 

「SYSPUBLICATION 
システム・テーブル」 
868 ページ

SYSUSERPERM テーブ

ルのユーザ名をすべて
の作成者に表示し、
SYSPUBLICATION テー

ブル内のパブリケー
ション名とコメントを
読み易い形式で表示し
ます。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSREMOTEOPTI
ON2

「SYSREMOTEOPTION シ
ステム・テーブル」 869
ページ
 
「SYSREMOTEOPTIONTY

PE システム・テーブル」 
870 ページを参照してくださ

い。

機密データを含まない 
SYSREMOTEOPTION 
と 
SYSREMOTEOPTIONT
YPE のカラムを、読み

易い形式で表示します。
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概要
SYSREMOTEOPTIONS システム・ビュー

SYSREMOTETYPES システム・ビュー

SYSREMOTEUSERS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSREMOTEOPTIONS 「SYSREMOTEOPTI
ON システム・テーブ

ル」 869 ページ
 
詳細については、

「SYSREMOTEOPTI
ONTYPE システム・

テーブル」 870 ページ

を参照してください。

このビューの一部のカ
ラムには、機密データ
が含まれている可能性
があります。このため、
このビューにアクセス
できるのは DBA 権限を

持つユーザに限られま
す。
SYSREMOTEOPTION2 
ビューを使用すると、
機密データ以外のデー
タにパブリック・アク
セスできます。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSREMOTETYPES 「SYSREMOTETYPE 
システム・テーブル」 
871 ページ

SYSREMOTETYPE テー

ブル内のリモート・タ
イプを示します。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSREMOTEUSERS 「SYSREMOTEUSER シ
ステム・テーブル」 872
ページ
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SYSSUBSCRIPTIONS システム・ビュー

SYSSYNCDEFINITIONS システム・ビュー ( 旧式 )

Mobile Link 同期に使用する同期定義のビュー。このビューは使用さ

れません。

SYSSYNCPUBLICATIONDEFAULTS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSSUBSCRIPTIONS 「SYSPUBLICATION 
システム・テーブル」 
868 ページ

SYSPUBLICATION テー

ブル内のパブリケー
ション名、作成時間、
起動時刻などのサブス
クリプション情報を読
み易い形式で表示しま
す。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSSYNCPUBLICATIO
NDEFAULTS

「SYSSYNC システ

ム・テーブル」 880
ページ
 

「SYSPUBLICATION 
システム・テーブル」 
868 ページ

Mobile Link 同期に関連

するパブリケーション
に対応したデフォルト
の同期設定のビュー。
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概要
SYSSYNC2 システム・ビュー

SYSSYNCS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSSYNC2 「SYSSYNC システ

ム・テーブル」 880
ページ

SYSSYNCPUBLICATIO
NDEFAULTS、
SYSSYNCUSERS、
SYSSYNCSUBSCRIPTIO
NS 内の機密データを含

まないカラムの集合。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSSYNCS 「SYSSYNC システ

ム・テーブル」 880
ページ
 

「SYSPUBLICATION 
システム・テーブル」 
868 ページ

SYSSYNCPUBLICATIO
NDEFAULTS、
SYSSYNCUSERS、
SYSSYNCSUBSCRIPTIO
NS の共用体。
 
このビューの一部のカ
ラムには、機密データ
が含まれている可能性
があります。このため、
このビューにアクセス
できるのは DBA 権限を

持つユーザに限られま
す。SYSSYNC2 ビュー

を使用すると、機密
データ以外のデータに
パブリック・アクセス
できます。
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SYSSYNCSUBSCRIPTIONS システム・ビュー

SYSSYNCUSERS システム・ビュー

SYSTABAUTH システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSSYNCSUBSCRIPTIO
NS

「SYSSYNC システ

ム・テーブル」 880
ページ
 

「SYSPUBLICATION 
システム・テーブル」 
868 ページ

Mobile Link 同期サブス

クリプションに対応す
る同期設定のビュー。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSSYNCUSERS 「SYSSYNC システ

ム・テーブル」 880
ページ

Mobile Link 同期ユーザ

に対応する同期設定の
ビュー。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSTABAUTH 「SYSTABLEPERM シ
ステム・テーブル」 
886 ページ
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概要
SYSTRIGGERS システム・ビュー

SYSUSERAUTH システム・ビュー

SYSUSERLIST システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSTRIGGERS 「SYSTRIGGER シス

テム・テーブル」 889
ページ

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSUSERAUTH 「SYSUSERPERM シ
ステム・テーブル」 
894 ページ

テーブル 
SYSUSERPERM 内にあ

るユーザ番号以外の情
報をすべて表示します。
このシステム・ビュー
はパスワードを表示す
るため、PUBLIC select 
パーミッションを持ち
ません ( その他すべての

システム・ビューは、
PUBLIC select パーミッ

ションを持っています
)。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSUSERLIST 「SYSUSERPERM シ
ステム・テーブル」 
894 ページ

SYSUSERAUTH 内にあ

るパスワード以外のす
べての情報を表示しま
す。
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SYSUSEROPTIONS システム・ビュー

SYSUSERPERMS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSUSEROPTIONS 「SYSOPTIONS システ

ム・ビュー」 908 ペー

ジ

各ユーザの有効な永久
オプションを表示しま
す。ユーザにオプショ
ン設定がない場合、こ
のビューには PUBLIC 
のオプション設定が表
示されます。

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSUSERPERMS 「SYSUSERPERM シ
ステム・テーブル」 
894 ページ

パスワードが省略され
ている以外は、テーブ
ル SYSUSERPERM と
まったく同じです。こ
のビューには、すべて
のユーザが読み込みア
クセスできますが、基
本となるテーブル 
(SYSUSERPERM) にア

クセスできるのは、
DBA だけです。
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概要
SYSVIEWS システム・ビュー

ビュー名 ベース・テーブル 説明

SYSVIEWS 「SYSTABLE システ

ム・テーブル」 882
ページ
 

「SYSUSERPERM シ
ステム・テーブル」 
894 ページ

ビューとその定義を表
示します。
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Transact-SQL 互換のビュー

Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere には、各製品の

異なる使用方法を反映したシステム・カタログがあります。

Adaptive Server Enterprise の場合、1 つの master データベースは一連の

システム・テーブルで構成され、その情報はサーバ上のすべてのデー
タベースに適用されます。master データベースの中には多数のデータ

ベースがあり、各データベースにはそれに関連するシステム・テーブ
ルがあります。

Adaptive Server Anywhere の場合、各データベースは独立して存在し、

各自のシステム・テーブルを持っています。データベースのグループ
のシステム情報を持つ master データベースはありません。各サーバ

は、必要に応じて各データベースを動的にロードおよびアンロード
し、同時に複数のデータベースを実行できます。

Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere のシステム・カ

タログは異なります。Adaptive Server Enterprise のシステム・テーブル

およびビューは特別なユーザ dbo によって所有され、master データ

ベース、sybsecurity データベース、個別のデータベースのいずれか

の中に存在します。一方、Adaptive Server Anywhere のシステム・テー

ブルおよびビューは特別なユーザ SYS によって所有され、各データ

ベース内に別々に存在します。

互換性のあるアプリケーションを作成できるように、Adaptive Server 
Anywhere には特別なユーザ dbo が所有する一連のビューがあり、こ

れは Adaptive Server Enterprise のシステム・テーブルおよびビューに

対応しています。構造上の違いのために、特定の Adaptive Server 
Enterprise テーブルまたはビューの内容が Adaptive Server Anywhere の
コンテキストで無意味になる場合、そのビューは空であり、カラム名
とデータ型だけを持っています。

次の表は、Adaptive Server Enterprise のシステム・テーブルと、その 
Adaptive Server Anywhere システム・カタログ内での実装を示します。

すべてのテーブルの所有者は、各 DBMS で dbo です。
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Transact-SQL 互換のビュー
各 Adaptive Server 
Enterprise データ

ベース内に存在する
テーブル

テーブル名 説明 データ

sysalternates データベース・ユーザにマッピングされた
ユーザごとに 1 ロー

なし

syscolumns テーブルまたはビューのカラムごとに、ま
たプロシージャのパラメータごとに 1 ロー

あり

syscomments ビュー、ルール、デフォルト、トリガ、プ
ロシージャごとに 1 つ以上のロー。SQL 定
義文を表示。

あり

sysconstraints テーブルまたはカラムに関連付けられた参
照整合性制約または検査制約ごとに 1 ロー

なし

sysdepends プロシージャ、ビュー、またはトリガに
よって参照されるプロシージャ、ビュー、
またはトリガごとに 1 ロー

なし

sysindexes クラスタード・インデックスまたはノンク
ラスタード・インデックスごとに 1 ロー、

インデックスのないテーブルごとに 1 ロー、

および text または image データを持つテー

ブルごとに 1 ロー追加

あり

syskeys プライマリ・キー、外部キー、または共通
キーごとに 1 ロー。ユーザが定義する 
(Adaptive Server Enterprise は保守しない )。

なし

syslogs トランザクション・ログ なし

sysobjects テーブル、ビュー、プロシージャ、ルール、
トリガ、デフォルト、ログ、またはテンポ
ラリ・オブジェクト (tempdb 内でのみ ) ごと

に 1 ロー

互換性のあ
るデータだ
けを含む

sysprocedures ビュー、ルール、デフォルト、トリガ、ま
たはプロシージャごとに 1 ロー。内部定義

を表示。

なし

sysprotects ユーザ・パーミッション情報 なし

sysreferences テーブルまたはカラムに宣言された参照整
合性制約ごとに 1 ロー

なし
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Adaptive Server 
Enterprise の master 
データベース内に存
在するテーブル

sysroles ローカル・データベース・グループにサー
バ全体に適用される役割をマップする。

なし

syssegments セグメント ( ディスクの一連の断面に名前

を付けたもの ) ごとに 1 ロー

なし

systhresholds データベースに定義されたスレッショルド
ごとに 1 ロー

なし

systypes システム提供またはユーザ定義のデータ型
ごとに 1 ロー

あり

sysusermessages ユーザ定義メッセージごとに 1 ロー あり ( これ

は Adaptive 
Server 
Anywhere シ
ステム・
テーブル )

sysusers データベースについての許可を持つユーザ
ごとに 1 ロー

あり

テーブル名 説明 データ

テーブル名 説明 データ

syscharsets 文字セットまたはソート順ごとに 1 ロー なし

sysconfigures ユーザ設定可能な設定パラメータごとに 1 
ロー

なし

syscurconfigs サーバが現在使用中の設定パラメータにつ
いての情報

なし

sysdatabases サーバ上のデータベースごとに 1 ロー なし

sysdevices テープ・ダンプ・デバイス、ディスク・ダ
ンプ・デバイス、データベース用のディス
ク、データベース用のディスク・パーティ
ションごとに 1 ロー

なし

sysengines 現在オンラインのサーバごとに 1 ロー なし

syslanguages サーバが認識している言語 (U.S. English を
除く ) ごとに 1 ロー

なし
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Transact-SQL 互換のビュー
Adaptive Server 
Enterprise の 
sybsecurity データ

ベース内に存在する
テーブル

syslocks アクティブ・ロックについての情報 なし

sysloginroles システム定義された役割を処理するサー
バ・ログインごとに 1 ロー

なし

syslogins 有効なユーザ・アカウントごとに 1 ロー あり

sysmessages システム・エラーまたは警告ごとに 1 ロー なし

sysprocesses サーバ・プロセスについての情報 なし

sysremotelogins リモート・ユーザごとに 1 ロー なし

sysservers リモート・サーバごとに 1 ロー なし

syssrvroles サーバ全体に適用される役割ごとに 1 ロー なし

sysusages データベースに割り当てられたディスクの
断片ごとに 1 ロー

なし

テーブル名 説明 データ

テーブル名 説明 データ

sysaudits 監査レコードごとに 1 ロー なし

sysauditoptions グローバル監査オプションごとに 1 ロー なし
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第 7章 

システム・プロシージャとシステム関数

この章の内容 この章では、Adaptive Server Anywhere データベースに提供されている

ストアド・プロシージャについて説明します。電子メール・メッセー
ジを送信するためのプロシージャなど、システムが提供する拡張プロ
シージャについても説明します。
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システム・プロシージャの概要
システム・プロシージャの概要

Adaptive Server Anywhere に含まれるシステム・プロシージャの種類を

次に示します。

•    システム情報を表形式で表示する、カタログ・ストアド・プロ

シージャ

•    電子メールのサポートとその他の関数用の拡張ストアド・プロ

シージャ

•    サーバの動作を制御するためのその他のプロシージャ

•    Transact-SQL システムとカタログ・プロシージャ

これらのシステム・プロシージャのリストについては、
「Adaptive Server Enterprise のシステム・プロシージャとカタロ

グ・プロシージャ」 1029 ページを参照してください。

•    ストアド・プロシージャとして提供されるシステム関数

詳細については、「システム関数」 123 ページを参照してくださ

い。

この章では、上記のプロシージャの 初の 3 つのタイプについて説明

します。

システム・プロシージャと関数の定義

システム・プロシージャと関数の詳細については、Sybase Central を
参照してください。

•    システム・プロシージャと関数を表示するには、接続している

データベースを右クリックし、[ 所有者別にオブジェクトをフィ

ルタ ] を選択してから [DBO] を選択します。

•    データベースの [ プロシージャとファンクション ] フォルダを開

きます。
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•    プロシージャ定義を表示するには、左ウィンドウ枠でプロシー

ジャを選択してから、右ウィンドウ枠で [SQL] タブをクリック

します。
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システム・プロシージャとカタログ・ストアド・プロシージャ
システム・プロシージャとカタログ・ストアド・プ
ロシージャ

システム・プロシージャとカタログ・ストアド・プロシージャは、
dbo ユーザによって所有されています。これらのプロシージャのなか

には、内部システムで使用するためのものがあります。この項では、
システムと内部での使用が目的のプロシージャ以外について説明しま
す。Windows CE では、外部関数を呼び出すことができません。

sa_audit_string システム・プロシージャ

機能 文字列をトランザクション・ログに追加します。

構文 sa_audit_string ( log-string )

引数 • log-string トランザクション・ログに追加する文字列

説明 監査が有効になると、システム・プロシージャではコメントが監査ロ
グに追加されます。文字列は 大の長さが 200 バイトです。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「AUDITING オプション [
データベース ]」

◆ 『SQL Anywhere Studio セキュリティ・ガイド』 > 「データベー

ス・アクティビティの監査」

例 次の例では、sa_audit_string を使用してコメントを監査ログに追加し

ます。

CALL sa_audit_string( 'Auditing test' )

sa_check_commit システム・プロシージャ

機能 コミット前に未処理の参照整合性違反がないか確認します。
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構文 sa_check_commit ( out_table_name, out_key_name )

引数 • out_table_name 参照整合性に現在違反しているローのある

テーブルの名前を含む varchar(128) パラメータ

• out_key_name 対応する外部キー・インデックスの名前を含

む varchar(128) パラメータ

説明 データベース・オプション WAIT_FOR_COMMIT が ON に設定されて

いるか、または外部キーが CREATE TABLE 文の CHECK ON 
COMMIT 句を使用して定義された場合、参照整合性に違反する方法

でデータベースを更新できます。ただし、変更がコミットされる前に
これらの違反を解決する必要があります。

変更をコミットする前に、sa_check_commit システム・プロシージャ

を使用して未処理の参照整合性違反があるかどうかを確認できます。

返されたパラメータは、現在、参照整合性に違反しているローが含ま
れているテーブルの名前と、対応する外部キー・インデックスを表し
ています。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「WAIT_FOR_COMMIT オ
プション [ データベース ]」

◆ 「CREATE TABLE 文」 484 ページ

例 次の一連のコマンドを Interactive SQL から実行できます。これらの一

連のコマンドは、サンプル・データベースの department テーブルか

ら、参照整合性に違反する方法でローを削除します。
sa_check_commit を呼び出して、どのテーブルとキーに未処理の違反

があるかを確認します。ROLLBACK で変更をキャンセルします。

SET TEMPORARY OPTION WAIT_FOR_COMMIT='ON'
 go
 DELETE FROM department
 go
 CREATE VARIABLE tname VARCHAR( 128 );
 CREATE VARIABLE keyname VARCHAR( 128 )
 go
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システム・プロシージャとカタログ・ストアド・プロシージャ
 CALL sa_check_commit( tname, keyname )
 go
 SELECT tname, keyname
 go
 ROLLBACK
 go

sa_conn_activity システム・プロシージャ

機能 サーバ上の各データベース接続に関して、 後に作成された SQL 文
を返します。

構文 sa_conn_activity ( )

結果セット

説明 サーバが情報の収集を指示された場合、sa_conn_activity プロシージャ

は、各接続について、 後に作成された SQL 文で構成される結果

セットを返します。sa_conn_activity を呼び出す前に、データベース・

サーバで文の記録をオンにします。文の記録をオンにするには、デー
タベース・サーバの起動時に -zl オプションを指定するか、次の文を

実行します。

CALL sa_server_option('RememberLastStatement','ON')

カラム名 データ型 説明

Number integer 接続の ID 番号

Name varchar(255) 接続の名前 

Userid varchar(255) 接続のユーザ ID

DBNumber integer データベースの ID 番号

LastReqTime varchar(255) 指定の接続に対する
後の要求が開始した時
間

LastStatement  long varchar 接続で 後に作成され
た SQL 文 
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このプロシージャは、データベース・サーバがビジー状態のときに、
各接続について作成された SQL 文の情報を取得するのに便利です。

この機能は、要求ロギングの代わりとして使用できます。

これらの値の導出元の LastStatement プロパティの詳細については、

『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパティ」を参

照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「-zl サーバ・オプション」

◆ 「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページ

sa_conn_compression_info システム・プロシージャ

機能 圧縮率を要約します。

構文 sa_conn_compression_info ( [ connection-id ] )

引数 • connection-id 接続の ID 番号を指定するオプションの整数パ

ラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

Type  varchar(20) この後に続く圧縮統計
が 1 つの接続 
(Connection) の圧縮統

計か、サーバへの全接
続 (Server) の圧縮統計

かを識別する文字列。

ConnNumber integer 接続 ID を示す整数。

Type が Server の場合は、

NULL が返されます。
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Compression varchar(10) その接続に対して圧縮
が有効になっているか
どうかを示す文字列。
Type が Server の場合は 
NULL が返され、Type 
が Connection の場合は 
ON ／ OFF が返されま

す。

TotalBytes integer 送受信された実際のバ
イト数の合計を示す整
数。

TotalBytesUnComp integer 圧縮が無効な場合の送
受信バイト数を示す整
数。

CompRate numeric(5,2) 全体的な圧縮率を示す
数値 (5,2)。たとえば、0 
は圧縮が実行されな
かったことを意味しま
す。値が 75 の場合、

データの圧縮率が 75% 
であったということに
なり、元のサイズの 3/4 
に圧縮されたことを意
味します。

CompRateSent numeric(5,2) クライアントに送信さ
れたデータの圧縮率を
示す数値 (5,2)。

CompRateReceived numeric(5,2) クライアントから受信
したデータの圧縮率を
示す数値 (5,2)。

TotalPackets integer 送受信された実際のパ
ケット数の合計を示す
整数。

TotalPacketsUnComp integer 圧縮が無効な場合の送
受信パケット数の合計
を示す整数。

カラム名 データ型 説明
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説明 接続 ID 番号を指定した場合、sa_conn_compression_info プロシージャ

は、指定された接続について、圧縮プロパティで構成される結果セッ
トを返します。connection-id を指定しない場合は、このシステム・

プロシージャによって、サーバ上のデータベースへの現在の全接続の
情報が返されます。

これらの値の導出元プロパティの詳細については、『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパティ」を参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

例 次の例では、sa_conn_compression_info ストアド・プロシージャを使

用して、サーバに対する全接続の圧縮プロパティをまとめた結果セッ
トを返します。

CALL sa_conn_compression_info()

CompPktRate numeric(5,2) パケットの全体的な圧
縮率を示す数値 (5,2)。

CompPktRateSent numeric(5,2) クライアントに送信さ
れたパケットの圧縮率
を示す数値 (5,2)。

CompPktRateReceive
d

numeric(5,2) クライアントから受信
したパケットの圧縮率
を示す数値 (5,2)。

カラム名 データ型 説明

Type ConnNumber Compression TotalBytes ...

Connection 79 Off 7841 ...

Server (NULL) (NULL) 2737761 ...

... ... ... ... ...
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sa_conn_info システム・プロシージャ

機能 接続プロパティ情報をレポートします。

構文 sa_conn_info ( [ connection-id ] )

引数 • connection-id 接続の ID 番号を指定するオプションの整数パ

ラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

Number integer 接続の ID 番号

Name varchar(255) 現在の接続の名前

Userid varchar(255) 接続のユーザ ID

DBNumber integer データベースの ID 番号

LastReqTime varchar(255) 指定の接続に対する
後の要求が開始した時
間

ReqType varchar(255) 後の要求のタイプを
示す文字列

CommLink varchar(255) 接続用の通信リンク。
Adaptive Server 
Anywhere がサポートし

ているネットワーク・
プロトコル、または同
一マシン接続の場合は 
local。

NodeAddr varchar(255) クライアント／サーバ
接続のクライアント用
ノード

LastIdle integer 要求間のチックの数
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説明 接続 ID 番号を指定した場合、sa_conn_compression_info プロシージャ

は、指定された接続について、接続プロパティで構成される結果セッ
トを返します。connection-id を指定しない場合は、このシステム・

プロシージャによって、サーバ上のデータベースへの現在の全接続の
情報が返されます。

ブロックの場合には、このプロシージャが返す BlockedOn 値によっ

て、どのユーザがどのユーザによってブロックされているかを調べる
ことができます。sa_locks プロシージャを使用して、ブロックしてい

る接続によって保持されているロックを表示できます。接続がいくつ
かのテーブルでロックを保持している場合は、sa_locks と 
sa_conn_info の LockName 値を一致させることができます。

これらのプロパティの詳細については、『ASA データベース管理ガイ

ド』 > 「接続レベルのプロパティ」を参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

例 次の例では、sa_conn_info ストアド・プロシージャを使用して、サー

バに対する全接続の接続プロパティをまとめた結果セットを返しま
す。

CALL sa_conn_info()

BlockedOn integer 現在の接続が制限され
ていない場合は 0。ブ

ロックされている場合
は、ロック矛盾によっ
てブロックされる接続
の数。

LockName unsigned bigint 64 ビット符号なし整数。

接続が待機している
ロックを示します。

UncmtOps integer コミットされていない
オペレーションの数

カラム名 データ型 説明
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sa_conn_properties システム・プロシージャ

機能 接続プロパティ情報をレポートします。

構文 sa_conn_properties ( [ connection-id ] )

引数 • connection-id 接続の ID 番号を指定するオプションの整数パ

ラメータ

結果セット

説明 使用可能な各接続プロパティについて Number、PropNum、PropName、
PropDescription、Value の接続 ID を返します。

connection-id を指定しない場合は、現在のデータベースへの全接続

のプロパティが返されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

Number Name Userid DBNumber ...

79 DBA 0 ...

46 Sybase Central 
1

DBA 0 ...

... ... ... ... ...

カラム名 データ型 説明

Number integer 接続の ID 番号

PropNum integer 接続プロパティの番号

PropName varchar(255) 接続プロパティの名前

PropDescription varchar(255) 接続プロパティの説明

Value long varchar 接続プロパティの値
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参照 ◆ 「sa_conn_properties_by_conn システム・プロシージャ」 933
ページ

◆ 「sa_conn_properties_by_name システム・プロシージャ」 934
ページ

◆ 「システム関数」 123 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパ

ティ」

例 次の例では、sa_conn_properties ストアド・プロシージャを使用して、

全接続の接続プロパティ情報をまとめた結果セットを返します。

CALL sa_conn_properties()

sa_conn_properties_by_conn システム・プロシージャ

機能 接続プロパティ情報をレポートします。

構文 sa_conn_properties_by_conn ( [ property-name ] )

引数 •  property-name 接続プロパティ名を指定するオプションの 
varchar(255) パラメータ

結果セット

Number PropNum PropName ...

 79 37 CacheHits ...

 79 38 CacheRead ...

... ... ... ...

カラム名 データ型 説明

Number integer 接続の ID 番号

PropNum integer 接続プロパティの番号

PropName varchar(255) 接続プロパティの名前

PropDescription varchar(255) 接続プロパティの説明
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説明 これは sa_conn_properties システム・プロシージャの変形で、同じ結

果カラムを返します。property-name 文字列に一致する接続プロパ

ティについてだけ結果を返します。比較が LIKE 演算子を使用するよ

うに、property-name にワイルド・カードを使用できます。結果セッ

トは接続番号とプロパティ名でソートされます。

使用可能な接続プロパティのリストについては、『ASA データベース

管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパティ」を参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_conn_properties システム・プロシージャ」 932 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパ

ティ」

例 次の文は、全接続の AnsiNull オプション設定を返します。

CALL sa_conn_properties_by_conn( 'ansinull' )

次の文は、全接続の ANSI 関連のオプション設定を返します。

CALL sa_conn_properties_by_conn( 'ansi%' )

次の文を使用しても同じ結果を取得できます。

SELECT *
 FROM sa_conn_properties()
 WHERE propname LIKE 'ansi%'
 ORDER BY number, propname

sa_conn_properties_by_name システム・プロシージャ

機能 接続プロパティ情報をレポートします。

Value long varchar 接続プロパティの値

カラム名 データ型 説明
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構文 sa_conn_properties_by_name ( [ connection-id ] )

引数 • connection-id 接続の ID 番号を指定するオプションの 
varchar(255) パラメータ

結果セット

説明 これは sa_conn_properties システム・プロシージャの変形で、同じ結

果カラムを返します。ただし、sa_conn_properties_by_name では、情報

はプロパティ名と接続番号でソートされます。

使用可能な接続プロパティのリストについては、「システム関数」 123
ページを参照してください。

次の文を使用しても同じ結果を取得できます。

SELECT *
 FROM sa_conn_properties()
 ORDER BY propname, number

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_conn_properties システム・プロシージャ」 932 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続レベルのプロパ

ティ」

例 次の例では、sa_conn_properties_by_name ストアド・プロシージャを使

用して、プロパティ名と接続番号でソートされた接続プロパティ情報
をまとめた結果セットを返します。

カラム名 データ型 説明

Number integer 接続の ID 番号

PropNum integer 接続プロパティの番号

PropName varchar(255) 接続プロパティの名前

PropDescription varchar(255) 接続プロパティの説明

Value long varchar 接続プロパティの値
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CALL sa_conn_properties_by_name()

sa_db_info システム・プロシージャ

機能 データベースのプロパティ情報をレポートします。

構文 sa_db_info ( [ database-id ] )

引数 • database-id データベースの ID 番号を指定するオプションの

整数パラメータ

結果セット

Number PropNum PropName ...

46 279  
Allow_nulls_by_de
fault

...

50 279 Allow_nulls_by_de
fault

...

... ... ... ...

カラム名 データ型 説明

Number integer 接続の ID 番号

Alias varchar(255) データベース名

File varchar(255) データベース・ルート・
ファイルのパスを含む
名前

ConnCount integer データベースとの接続
の数

PageSize integer データベースのページ・
サイズ ( バイト ) 

LogName  varchar(255) トランザクション・ロ
グのパスを含むファイ
ル名
936



     第 7 章   システム・プロシージャとシステム関数
説明 データベース ID を指定した場合、sa_db_info は、指定したデータ

ベースの Number、Alias、File、ConnCount、PageSize、LogName を持

つ 1 つのローを返します。

database-id を指定しない場合は、すべてのデータベースのプロパ

ティが返されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_db_properties システム・プロシージャ」 937 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・レベルの

プロパティ」

例 次の文は、サーバで実行される各データベースのローを返します。

実行しているデータベースごとに 1 つのローを返します。

CALL sa_db_info()

sa_db_properties システム・プロシージャ

機能 データベースのプロパティ情報をレポートします。

構文 sa_db_properties ( [ database-id ] )

プロパティ 値

Number 0

Alias asademo

File C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\asademo.db

ConnCount 1

PageSize 2048

LogName C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\asademo.log
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引数 • database-id データベースの ID 番号を指定するオプションの

整数パラメータ

結果セット

説明 データベース ID を指定した場合、sa_db_properties は使用可能な各

データベース・プロパティについてデータベース ID 番号と、

PropNum、PropName、PropDescription、Value を返します。

database-id を指定しない場合は、すべてのデータベースのプロパ

ティが返されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_db_info システム・プロシージャ」 936 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「データベース・レベルの

プロパティ」

例 次の例では、sa_db_properties() ストアド・プロシージャを使用して、

すべてのデータベースのデータベース・プロパティ情報をまとめた結
果セットを返します。

CALL sa_db_properties()

カラム名 データ型 説明

Number integer データベースの ID 番号

PropNum integer データベース・プロパ
ティの番号

PropName varchar(255) データベース・プロパ
ティ名

PropDescription varchar(255) データベース・プロパ
ティの説明

Value long varchar データベース・プロパ
ティの値
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sa_disable_auditing_type

機能 特定のイベントの監査を無効にします。

構文 sa_disable_auditing_type ( string )

引数 • string  この varchar(128) パラメータはカンマで区切られた文

字列であり、次のいずれかを 1 つ以上含みます。

all   すべてのタイプの監査を無効にします。

connect   成功した接続と失敗した接続の両方の監査を無効にしま

す。

connectFailed   失敗した接続の監査を無効にします。

DDL   DDL 文の監査を無効にします。

options   パブリック・オプションの監査を無効にします。

permission   パーミッション・チェック、ユーザ・チェック、

SETUSER 文の監査を無効にします。

permissionDenied   失敗したパーミッション・チェックと失敗し

たユーザ・チェックの監査を無効にします。

triggers   トリガ・イベントに応じて監査を無効にします。

説明 sa_disable_auditing_type システム・プロシージャを使用すると、1 つ以

上の情報カテゴリの監査を無効にできます。

Number PropNum PropName ...

0 0 ConnCount ...

0 1 IdleCheck ...

0 2 IdleWrite ...

... ... ... ...
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このオプションを all に設定すると、すべての監査を無効にできます。

監査を無効にするには、PUBLIC.AUDITING オプションを OFF に設

定する方法もあります。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『SQL Anywhere Studio セキュリティ・ガイド』 > 「データベー

ス・アクティビティの監査」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「AUDITING オプション [

データベース ]」

例 すべての監査を無効にするには、次の文を実行します。

CALL sa_disable_auditing_type('all')

sa_disk_free_space システム・プロシージャ

機能 DB 領域、トランザクション・ログ、トランザクション・ログ・ミ

ラー、テンポラリ・ファイルに使用可能な領域に関する情報をレポー
トします。

構文 sa_disk_free_space ( [ string ] )

引数 • string この文字列は、dbspace-name、log、mirror、temp の
いずれかです。

log、mirror、または temp という DB 領域がある場合は、キー

ワードの前にアンダースコアを付けます。たとえば、log とい

う DB 領域が存在する場合は、_log を使用してログ・ファイ

ルに関する情報を取得します。

結果セット

カラム名 データ型 説明

dbspace_name varchar(128) DB 領域名 Transaction 
Log、Mirror Log、また

は Temporary File
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説明 string パラメータが指定されていないか null の場合、結果セットには 
DB 領域ごとに 1 つのローと、存在する場合はトランザクション・ロ

グ、トランザクション・ログ・ミラー、テンポラリ・ファイルごとに 
1 つのローが含まれます。string が指定されている場合は、1 つまたは 
0 個のローが返ります ( このような DB 領域が存在しない場合や、log 
または mirror が指定されていて、ログ・ファイルまたはミラー・ファ

イルがない場合は 0 です )。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

例 次の例では、sa_disk_free_space ストアド・プロシージャを使用して、

空き領域についての情報を格納した結果セットを返します。

CALL sa_disk_free_space()

sa_enable_auditing_type

機能 監査を有効にし、監査対象のイベントを指定します。

構文 sa_enable_auditing_type (  string  )

引数 • string  この varchar(128) パラメータはカンマで区切られた文

字列であり、次のいずれかを 1 つ以上含みます。

all   すべてのタイプの監査を有効にします。

free_space unsigned bigint ボリューム上の空きバ
イト数

カラム名 データ型 説明

dbspace_name free_space

SYSTEM 10952101888

Transaction Log 10952101888

Temporary File 10952101888
941



システム・プロシージャとカタログ・ストアド・プロシージャ
connect   成功した接続と失敗した接続の両方の監査を有効にしま

す。

connectFailed   失敗した接続の監査を有効にします。

DDL   DDL 文の監査を有効にします。

options   パブリック・オプションの監査を有効にします。

permission   パーミッション・チェック、ユーザ・チェック、

SETUSER 文の監査を有効にします。

permissionDenied   失敗したパーミッション・チェックと失敗し

たユーザ・チェックの監査を有効にします。

triggers   トリガ・イベント後の監査を有効にします。

説明 sa_enable_auditing_type は、PUBLIC.AUDITING オプションと一緒に使

用して、特定のタイプの情報の監査を有効にします。

PUBLIC.AUDITING オプションを ON に設定して、監査対象の情報タ

イプを指定しない場合は、デフォルト設定 (all) が有効になります。こ

の場合、すべてのタイプの監査情報が記録されます。

PUBLIC.AUDITING オプションを ON に設定して、

sa_disable_auditing_type を使用してすべてのタイプの監査を無効にす

ると、監査情報は記録されません。監査を再確立するには、
sa_enable_auditing_type を使用して監査対象にする情報のタイプを指

定します。

PUBLIC.AUDITING オプションを OFF に設定すると、

sa_enable_auditing_type の設定にかかわらず監査情報は記録されませ

ん。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『SQL Anywhere Studio セキュリティ・ガイド』 > 「データベー

ス・アクティビティの監査」
◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「AUDITING オプション [

データベース ]」
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例 オプションの監査のみを有効にするには、次のようにします。

CALL sa_disable_auditing_type('all')

CALL sa_enable_auditing_type('options')

sa_eng_properties システム・プロシージャ

機能 データベース・サーバのプロパティ情報をレポートします。

構文 sa_eng_properties ( )

結果セット

説明 使用可能な各サーバ・プロパティの PropNum、PropName、
PropDescription、Value を返します。

使用可能なデータベース・サーバ・プロパティのリストについては、
「システム関数」 123 ページを参照してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「サーバ・レベルのプロパ

ティ」

例 次の文は、使用可能な一連のサーバ・プロパティを返します。

カラム名 データ型 説明

PropNum integer データベース・サーバ・
プロパティの番号

PropName varchar(255) データベース・サーバ・
プロパティ名

PropDescription varchar(255) データベース・サーバ・
プロパティの説明

値 long varchar データベース・サーバ・
プロパティの値
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CALL sa_eng_properties()

sa_flush_cache システム・プロシージャ

機能 データベース・サーバ・キャッシュ内の現在のデータベースに対する
すべてのページを空にします。

構文 sa_flush_cache ( )

説明 データベース管理者は、このプロシージャを使用して現在のデータ
ベースのデータベース・サーバ・キャッシュの内容を空にします。パ
フォーマンスの計測に使用し、同じ結果が繰り返し得られるようにし
ます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

sa_flush_statistics システム・プロシージャ

機能 すべてのコスト・モデル統計をデータベース・サーバ・キャッシュに
保存します。

構文 sa_flush_statistics ( )

説明 データベース管理者は、このプロシージャを使用して、作成か収集ま
たはその両方が行われた後、まだディスクに保存されていないデータ
ベース・サーバ・キャッシュ内のコスト・モデル統計値をすぐにフ
ラッシュできます。通常のオペレーションでは、サーバによって、
ディスクへの統計値の自動書き出しが定期的に行われるため、このプ
ロシージャを実行する必要はありません。

PropNum PropName …

1 IdleWrite …

2 IdleChkPt …

… … …
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パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

sa_get_dtt システム・プロシージャ

機能 コスト・モデルの一部であるディスク転送時間 (DTT: Disk Transfer 
Time) モデルの現在の値をレポートします。

構文 sa_get_dtt ( file-id )

引数 • file-id データベース・ファイル ID を指定する unsigned 
smallint パラメータ

説明 file-id はシステム・テーブル SYSFILE から取得できます。

このプロシージャは、内部診断を目的としており、システム・テーブ
ル SYSOPTSTAT からデータを取り出します。

結果セット

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 •    「SYSFILE システム・テーブル」 838 ページ

•    「SYSOPTSTAT システム・テーブル」 862 ページ

カラム名 データ型 説明

BandSize unsigned integer ランダム・アクセスが
行われるディスクのサ
イズ ( ページ単位 )

ReadTime unsigned integer 1 ページの読み込みの分

散コスト ( ミリ秒単位 )

WriteTime  unsigned integer 1 ページの書き込みの分

散コスト ( ミリ秒単位 )
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sa_get_histogram システム・プロシージャ

機能 カラムのヒストグラムを取り出します。

構文 sa_get_histogram (
   column,
   table
   [, owner ]
 )

引数 • column カラムを指定する char(128) パラメータ

• table テーブルを指定する char(128) パラメータ

• owner 所有者を指定するオプションの char(128) パラメータ

結果セット

説明 このプロシージャは、内部診断を目的としており、システム・テーブ
ル SYSCOLSTAT からカラム統計を取り出します。

単一バケットは、結果セット内の Low 値が対応する High 値と等しい

ことで示されます。

カラム名 データ型 説明

StepNumber smallint ヒストグラムのバケッ
ト番号。 初のバケッ
ト (StepNumber = 0) の頻

度は、NULL の選択性

を示します。

Low char (128) バケット内の も低い
カラム値 ( その値を含む
)

High char (128) バケット内の も高い
カラム値 ( その値を含ま

ない )

Frequency double バケット内の値の選択
性
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ヒストグラムとクエリの 適化、Adaptive Server Anywhere での実行の

詳細については、『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「オプティマイ

ザの推定とヒストグラム」を参照してください。

ヒストグラムの表示には、ヒストグラム・ユーティリティを使用する
ことをおすすめします。

ヒストグラム・ユーティリティの詳細については、『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 「ヒストグラム・ユーティリティ」を参照してくだ

さい。

文字列カラムに対する述部の選択性を決定するには、ESTIMATE また

は ESTIMATE_SOURCE 関数を使用してください。文字列カラムに対

して、sa_get_histogram とヒストグラム・ユーティリティが 
SYSCOLSTAT から取り出すものはありません。文字列データを取り

出そうとすると、エラーが発生します。

パーミッション SELECT パーミッションが必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「ヒストグラム・ユーティ

リティ」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「オプティマイザの推定と

ヒストグラム」
◆ 「ESTIMATE 関数 [ その他 ]」 178 ページ

◆ 「ESTIMATE_SOURCE 関数 [ その他 ]」 179 ページ

◆ 「SYSCOLSTAT システム・テーブル」 825 ページ

sa_get_request_profile システム・プロシージャ

機能 要求ログを分析し、同様の文の実行時間を判断します。

構文 sa_get_request_profile (
   [ filename
   [, conn_id
   [, first_file
   [, num_files ] ]
 )
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引数 • filename 要求ロギングのファイル名を指定するオプションの 
long varchar パラメータ

• conn_id 接続の ID 番号を指定するオプションの unsigned 
integer パラメータ

• first_file 分析する 初の要求ログを指定するオプションの整

数パラメータ

• num_files 分析する要求ログ・ファイルの数を指定するオプ

ションの整数パラメータ

説明 このプロシージャは、sa_get_request_times を呼び出して要求ログ・

ファイルを処理してから、結果をグローバル・テンポラリ・テーブル 
satmp_request_profile に要約します。このテーブルは、ログからの文、

各文の実行回数、合計、平均、 大の各実行時間で構成されていま
す。このテーブルをさまざまな方法でソートして、パフォーマンスの

適化のターゲットを識別できます。

ログ・ファイルを指定しない場合、デフォルトは現在のログ・ファイ
ルです。このファイルは、コマンド・プロンプトで -zo を使用して指

定するか、または次のように指定します。

sa_server_option( 'RequestLogFile', filename )

接続 ID を指定すると、ログからの情報のフィルタに使用され、その

接続に関する要求だけが取り出されます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

例 次のコマンドは、ファイル req.out.3、req.out.4、req.out.5 内の要求の要

求回数を取得します。

CALL sa_get_request_profile('req.out',0,3,3)

参照 ◆ 「sa_get_request_times システム・プロシージャ」 949 ページ

◆ 「sa_statement_text システム・プロシージャ」 998 ページ

◆ 「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページ
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sa_get_request_times システム・プロシージャ

機能 要求ログを分析し、文の実行時間を判別します。

構文 sa_get_request_times (
  filename
   [, conn_id
   [, first_file
   [, num_files ] ]
 )

引数 • filename 要求ロギングのファイル名を指定するオプションの 
LONG VARCHAR パラメータ

• conn_id 接続の ID 番号を指定するオプションの UNSIGNED 
INTEGER パラメータ

• first_file 分析する 初のファイルを指定するオプションの 
INTEGER パラメータ

• num_files 分析する要求ログ・ファイルの数を指定するオプ

ションの INTEGER パラメータ

説明 このプロシージャは、指定された要求ログを読み込み、ログから文と
その実行時間をグローバル・テンポラリ・テーブル 
satmp_request_time に渡します。

INSERT や UPDATE のような文の場合、実行時間は単純です。クエリ

の場合は、文を記述する、カーソルを開く、ローをフェッチする、
カーソルを閉じるなどの各操作を含め、文を準備してから削除するま
での時間が計算されます。ほとんどのクエリの場合、これには所要時
間が正確に反映されます。カーソルが開いている間に他のアクション
が実行される場合、時間値が大きいように見えますが、クエリが高コ
ストであることを示しているわけではありません。

このプロシージャは要求ログ内のホスト変数を認識し、それらの値を
グローバル・テンポラリ・テーブル satmp_request_hostvar に移植しま

す。このテンポラリ・テーブルがない古いデータベースの場合、ホス
ト変数の値は無視されます。
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ログ・ファイルを指定しない場合、デフォルトは現在のログ・ファイ
ルです。このファイルは、コマンド・プロンプトで -zo を使用して指

定するか、または次のように指定します。

sa_server_option( 'RequestLogFile', filename )

接続 ID を指定すると、ログからの情報のフィルタに使用され、その

接続に関する要求だけが取り出されます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 オートコミット

例 次のコマンドは、ファイル req.out.3、req.out.4、req.out.5 内の要求の実

行時間を取得します。

CALL sa_get_request_times('req.out',0,3,3)

参照 ◆ 「sa_get_request_profile システム・プロシージャ」 947 ページ

◆ 「sa_statement_text システム・プロシージャ」 998 ページ

◆ 「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページ

sa_get_server_messages システム・プロシージャ

機能 サーバのメッセージ・ウィンドウの定数を結果セットとして返すこと
ができます。

構文 sa_get_server_messages ( integer )

引数 • integer サーバ・メッセージの表示を開始する行番号を示す

整数パラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

line_num integer サーバ・メッセージの
行番号

message_text varchar(255) サーバ・メッセージの
テキスト
950



     第 7 章   システム・プロシージャとシステム関数
説明 このプロシージャは、表示する 初の行番号を指定する整数パラメー
タを受け取り、その行と後続するすべての行のローを返します。開始
行が負の場合は、結果セットは使用可能な 初の行から始まります。
結果セットには、行番号、メッセージ・テキスト、メッセージ時刻が
含まれます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

例 次の例では、sa_get_server_messages ストアド・プロシージャを使用し

て、サーバ・メッセージ・ウィンドウの 16 行目から開始する内容を

格納した結果セットを返します。

CALL sa_get_server_messages(16)

sa_http_header_info システム・プロシージャ

機能 HTTP ヘッダ名と値を返します。

構文 sa_http_header_info ( [header_parm] )

引数 • header_parm HTTP ヘッダ名を指定するオプションの 
varchar(255) パラメータ

message_time timestamp メッセージの時刻

カラム名 データ型 説明

line_num  message_text ...

16  Windows 2000 Build 
2195 で実行中です。

...

17 2132K のメモリが

キャッシュに使用され
ています。

...

... ... ...
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結果セット

説明 sa_http_header_info ストアド・プロシージャは、HTTP ヘッダ名と値を

返します。オプションのパラメータを使用してヘッダ名を指定しない
場合、結果セットにはすべてのヘッダの値が格納されます。

このプロシージャは、Web サービス内の HTTP 要求の処理中に呼び出

された場合は、空でない結果セットを返します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 『ASA データベース管理ガイド』 > 「Web サービスの使用」

「sa_http_variable_info システム・プロシージャ」 952 ページ

sa_http_variable_info システム・プロシージャ

機能 HTTP 変数名と値を返します。

構文 sa_http_variable_info ( [variable_parm] )

引数 • variable_parm HTTP 変数名を指定するオプションの 
varchar(255) パラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

Name varchar(255) HTTP ヘッダ名

Value long varchar HTTP ヘッダの値

カラム名 データ型 説明

Name varchar(255) HTTP 変数名

Value long varchar HTTP 変数の値
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説明 sa_http_variable_info ストアド・プロシージャは、HTTP 変数名と値を

返します。オプションのパラメータを使用して変数名を指定しない場
合、結果セットにはすべての変数の値が格納されます。

このプロシージャは、Web サービス内の HTTP 要求の処理中に呼び出

された場合は、空でない結果セットを返します。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 『ASA データベース管理ガイド』 > 「Web サービスの使用」

「sa_http_header_info システム・プロシージャ」 951 ページ

sa_index_density システム・プロシージャ

機能 データベース・インデックス内の断片化の量に関する情報をレポート
します。

構文 sa_index_density (
   [ table_name
   [, owner_name ] ]
 )

引数 • table_name テーブル名を指定するオプションの char(128) パ
ラメータ

• owner_name 所有者名を指定するオプションの char(128) パ
ラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

TableName char (128) テーブルの名前

TableId unsigned integer テーブル ID

IndexName char (128) インデックス名
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説明 データベース管理者は、このプロシージャを使ってデータベースのイ
ンデックス内の断片化の程度に関する情報を取得できます。

このプロシージャは、テーブル名、テーブル ID、インデックス名、

インデックス ID、インデックス・タイプ、リーフ・ページの数、イ

ンデックスの密度で構成される結果セットを返します。

パラメータを指定しない場合、すべてのテーブルの情報が表示されま
す。それ以外の場合は、指定したテーブルだけが検査されます。

IndexId unsigned integer インデックス ID。このカラムに

は、次のいずれかの値が含まれま
す。  

• 0 プライマリ・キーの場

合

• SYSFOREIGNKEY.foreig
n_key_id 外部キーの場

合
• SYSINDEX.index_id 

その他すべてのインデッ
クスの場合

IndexType char (4) インデックス・タイプ。このカラ
ムには、次のいずれかの値が含ま
れます。  

• PKEY プライマリ・

キーの場合

• FKEY 外部キーの場合
• UI ユニーク・インデッ

クスの場合
• UC 一意性制約の場合
• NUI ユニークでないイン

デックスの場合

LeafPages unsigned integer リーフ・ページの数

Density numeric(8,6)  各インデックス・ページが ( 平均

で ) どの程度埋まっているかを示

す 0 ～ 1 の間の小数

カラム名 データ型 説明
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多数のリーフ・ページを持つインデックスの場合は、density 値を大き

くすることをおすすめします。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「インデックスの断片化」

例 次の例では、sa_index_density ストアド・プロシージャを使用して、

データベース・インデックス内の断片化の量をまとめた結果セットを
返します。

CALL sa_index_density()

sa_index_levels  システム・プロシージャ

機能 インデックス内のレベル数が報告され、パフォーマンスのチューニン
グに役立てることができます。

構文 sa_index_levels ( [ table_name [, owner_name ] ] )

引数 • table_name テーブル名を指定するオプションの char(128) パ
ラメータ

• owner_name 所有者名を指定するオプションの char(128) パ
ラメータ

結果セット

TableName TableId IndexName ... Density

Products  436 Products  ... 0.012451

... ... ... ... ...

カラム名 データ型 説明

TableName char (128) テーブルの名前

TableId unsigned integer テーブル ID
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説明 インデックス・ツリー内のレベル数は、そのインデックスを使用して
いるローに対するアクセスに必要な I/O 操作の数を決定します。レベ

ル数の少ないインデックスの方が、レベル数が多いインデックスより
も効率的です。

このプロシージャは、テーブル名、テーブル ID、インデックス名、

インデックス ID、インデックス・タイプ、インデックス内のレベル

数で構成される結果セットを返します。

IndexName char (128) インデックス名

IndexId unsigned integer インデックス ID。このカラム

には、次のいずれかが含まれ
ます。
  

• 0 プライマリ・キーの

場合
• SYSFOREIGNKEY.for

eign_key_id 外部

キーの場合
• SYSINDEX.index_id 

その他すべてのイン

デックスの場合

IndexType  char (4) インデックス・タイプ。この
カラムには、次のいずれかの
値が含まれます。  

• PKEY プライマリ・

キーの場合

• FKEY 外部キーの場

合
• UI ユニーク・イン

デックスの場合
• UC 一意性制約の場合
• NUI ユニークでない

インデックスの場合

Levels integer  インデックス内のレベル数

カラム名 データ型 説明
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引数が指定されない場合は、データベースにあるすべてのインデック
スのレベルが返されます。table_name だけが指定された場合は、そ

のテーブルにあるすべてのインデックスのレベルが返されます。
table_name が NULL であり、owner_name が指定された場合は、そ

のユーザが所有しているテーブルにあるインデックスのレベルだけが
返されます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE INDEX 文」 439 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「インデックスの使用」

例 次の例では、sa_index_levels ストアド・プロシージャを使用して、

Products インデックス内のレベル数を返します。

CALL sa_index_levels()

sa_java_loaded_classes システム・プロシージャ

機能 データベース Java 仮想マシンに現在ロードされているクラスをリス

トします。

構文 sa_java_loaded_classes ( )

結果セット

TableName TableId IndexName ... Levels

Products  436 Products  ... 1

... ... ... ... ...

カラム名 データ型 説明

class_name varchar(512) データベース Java 仮想

マシンに現在ロードさ
れているクラスの名前
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説明 データベース Java 仮想マシンによって現在ロードされている Java ク
ラスのすべての名前で構成される結果セットを返します。

仮想マシンを初めて呼び出すと、いくつかのクラスがロードされま
す。データベース機能の Java 機能を使用したことがない状態で 
sa_java_loaded_classes を呼び出すと、この一連のクラスが返されま

す。

このプロシージャは、不足しているクラスを調べるのに便利です。ま
た、特定のアプリケーションでどの jar ファイルのクラスが使用され

ているかを調べることもできます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA プログラミング・ガイド』 > 「Java クラスをデータベー

スにインストールする」.

sa_locks システム・プロシージャ

機能 データベース内のすべてのロックを表示します。

構文 sa_locks (
   [ connection
   [ , table_name
   [ , max_locks ] ] ]
 )

引数 • connection 接続 ID を指定する整数パラメータ。このプロ

シージャは、指定された接続に関するロック情報だけを返し
ます。デフォルト値は 0 で、この場合は全接続の情報が返さ

れます。

• table_name テーブル名を指定する char(128) パラメータ。プ

ロシージャは、指定したテーブルのロック情報だけを返しま
す。デフォルト値は NULL で、この場合はすべてのテーブル

の情報が返されます。

table_name 文字列にピリオドが含まれている場合、ピリオド

より左の値は所有者名として解釈されます。
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• max_locks 情報が返されるロックの 大数を指定する整数の

パラメータ。デフォルト値は 1000。値が -1 の場合は、すべて

のロック情報が返されます。

結果セット

説明 sa_locks プロシージャは、データベース内の全ロックの情報で構成さ

れる結果セットを返します。

結果セットの lock_type フィールドは、ロックのタイプを示す文字列

です。lock_name の値が NULL 以外の場合、lock_type 文字は次のよ

うになります。

•    S   共有

•    E   排他

•    P   幻

•    A   対幻

カラム名 データ型 説明

connection integer ロックが設定されてい
る接続 ID。

user_id char (128) 接続 ID を通じて接続さ

れたユーザ。

table_name char (128) ロックが保持されてい
るテーブル。

lock_type char (32) ロックのタイプを表す
文字列。

lock_name unsigned bigint ロックを識別するロッ
ク名値。ブロックが発
生した場合にその原因
となるロックを識別す
るために、この値と 
sa_conn_info の出力を照

合できます。
Lock_names にはロー ID 
または NULL を指定で

きます。
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リストされるロックには、S か E が必ず指定されており、P、A、また

はその両方が含まれます。ロックが幻ロック、または対幻ロックの場
合は、ロック・タイプに修飾子が追加されます。修飾子を次に示しま
す。

•    T   逐次スキャンに対するロック

•    *   すべてのスキャンに対するロック

•    nnn   インデックス番号。特定のインデックスに対するロック

NULL lock_name lock_name が NULL の場合、そのローには 2 種類のロック、つまりス

キーマ・ロックとロー・ロックに関する情報があります。lock_type 
値は、次の値の組み合わせです。

•    S   共有スキーマ・ロック

•    E   排他スキーマ・ロック

•    AT   共有ロー・ロック

•    PT   ロー・ロックの意図的モード

スキーマ・ロックが設定されていると、他のトランザクションはテー
ブル・スキーマを変更できません。このスキーマ・ロックは、共有 
(S) または排他 (E) モードで取得できます。

ロー・ロックは、テーブルのローに適用されます。ロー・ロックは、
共有モードまたは意図的モードで取得できます。共有モードは 
lock_type AT、意図的モードは lock_type PT でそれぞれ表されます。

共有モードでロックが取得された場合、他のトランザクションは意図
的モードでロックを取得しないかぎり、そのローを変更できません。
ただし、他のトランザクションによるテーブルにコミットされていな
い修正がない場合には、共有モードでしかロックを取得できません。

たとえば、ある接続でテーブルが修正され、まだコミットまたはロー
ルバックされていない場合、sa_locks はそのテーブルに対して NULL 
の lock_name を返し、lock_type は少なくとも SPT になります。S は
テーブルのスキーマに設定された共有ロックを示し、PT はテーブル

のローに設定された意図的ロックを示します。
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詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「接続レベルの

プロパティ」と「sa_conn_info システム・プロシージャ」 930 ページを

参照してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ロックの仕組み」

sa_make_object システム・プロシージャ

機能 ALTER 文を実行する前に、オブジェクトのスケルトン・インスタン

スが存在することを確認します。

構文 sa_make_object (
   object-type,
   objname
   [, owner
   [, tabname ]  ])

object-type:
 'procedure' | 'function' | 'view' | 'trigger' | 'service'

引数 • object-type 作成されるオブジェクトのタイプを指定する 
char(30) パラメータ

• objname 作成されるオブジェクトの名前を指定する char(128) 
パラメータ

• owner 作成されるオブジェクトの所有者を指定する char(128) 
パラメータ。デフォルト値は CURRENT USER です。

• tabname objtype が 'trigger' の場合にのみ必要な char(128) パ
ラメータ。トリガを作成するテーブルの名前を指定します。

説明 このプロシージャは、データベース・スキーマの作成または変更のた
めに繰り返し実行されるスクリプトやコマンド・ファイルで特に便利
です。このようなスクリプトでは、 初に CREATE 文を実行します
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が、その後は ALTER 文を実行することが共通の問題です。このプロ

シージャを使用すると、オブジェクトが存在するかどうかを確認する
ためにシステム・テーブルにクエリを実行する必要がなくなります。

使用するには、このプロシージャの後にオブジェクト定義全体を含む 
ALTER 文を実行します。

パーミッション データベース・オブジェクトの作成または変更には、Resource 権限が

必要です。

関連する動作 オートコミット

参照 ◆ 「ALTER FUNCTION 文」 332 ページ

◆ 「ALTER PROCEDURE 文」 336 ページ

◆ 「ALTER TRIGGER 文」 364 ページ

◆ 「ALTER VIEW 文」 366 ページ

◆ 「ALTER SERVICE 文」 345 ページ

例 次の文は、スケルトン・プロシージャ定義が作成されていることを確
認し、プロシージャを定義し、プロシージャに対するパーミッション
を付与します。これらの命令が記述されたコマンド・ファイルは、
データベースに対して繰り返し実行でき、エラーは起こりません。

CALL sa_make_object( 'procedure','myproc' );
 ALTER PROCEDURE myproc( in p1 int, in p2 char(30) )
 BEGIN
     // ...
 END;
 GRANT EXECUTE ON myproc TO public;

次の例は、sa_make_object システム・プロシージャを使用して、スケ

ルトン Web サービスを追加します。

CALL sa_make_object( 'service','my_web_service' )

sa_migrate システム・プロシージャ

機能 Adaptive Server Anywhere データベースにリモート・テーブル・セット

を移行します。
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構文 sa_migrate ( 
  local_table_owner,
  server_name
  [, table_name ]
  [, owner_name ]
  [, database_name ]
  [, migrate_data ]
  [, drop_proxy_tables ]
  [, migrate_fkeys ]
 )

引数 • local_table_owner Adaptive Server Anywhere ターゲット・

データベースで、移行後のテーブルを所有するユーザを指定
する varchar(128) パラメータ。GRANT CONNECT 文を使用し

てこのユーザを作成します。このパラメータの値は必須です。

詳細については、「GRANT 文」 601 ページを参照してくださ

い。

• server_name リモート・データベースへの接続に使用するリ

モート・サーバの名前を指定する varchar(128) パラメータ。

CREATE SERVER 文を使用してこのサーバを作成します。こ

のパラメータの値は必須です。

詳細については、「CREATE SERVER 文」 467 ページを参照し

てください。

• table_name 単一のテーブルを移行する場合は、この 
varchar(128) パラメータを使用してテーブルの名前を指定しま

す。それ以外の場合は、このパラメータに NULL ( デフォル

ト ) を指定します。table_name パラメータと owner_name パ
ラメータの両方に NULL を指定しないでください。

• owner_name 1 人の所有者に属するテーブルのみを移行する

場合は、この varchar(128) パラメータを使用して所有者の名

前を指定します。それ以外の場合は、このパラメータに 
NULL ( デフォルト ) を指定します。table_name パラメータと 
owner_name パラメータの両方に NULL を指定しないでくだ

さい。
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• database_name リモート・データベースの名前を指定する 
varchar(128) パラメータ。リモート・サーバ上の 1 つのデータ

ベースのみからテーブルを移行する場合は、データベース名
を指定します。それ以外の場合は、このパラメータに NULL
( デフォルト ) を入力します。

• migrate_data リモート・テーブル内のデータを移行するかど

うかを指定します。このパラメータは、0 ( データを移行しな

い ) または 1 ( データを移行する ) に設定できます。デフォル

トでは、データが移行します。

• drop_proxy_tables 移行の完了後に、移行プロセス用に作成

されたプロキシ・テーブルを削除するかどうかを指定します。
このパラメータは、0 ( プロキシ・テーブルを削除しない ) ま
たは 1 ( プロキシ・テーブルを削除する ) に設定できます。デ

フォルトでは、プロキシ・テーブルが削除されます。

• migrate_fkeys 外部キー・マッピングが移行されるかどうか

を指定します。このパラメータは、0 ( 外部キー・マッピング

を移行しない ) または 1 ( 外部キー・マッピングを移行する ) 
に設定できます。デフォルトでは、外部キー・マッピングが
移行します。

説明 このプロシージャを使用して、Oracle、DB2、SQL Server、Adaptive 
Server Enterprise、Adaptive Server Anywhere、または Access のリモー

ト・データベースから Adaptive Server Anywhere にテーブルを移行で

きます。このプロシージャでは、1 回の操作だけで、指定したサーバ

から外部キー・マッピングを含めたリモート・テーブル・セットを移
行できます。sa_migrate ストアド・プロシージャは、次のストアド・

プロシージャを呼び出します。

•    sa_migrate_create_remote_table_list

•    sa_migrate_create_tables

•    sa_migrate_data

•    sa_migrate_create_remote_fks_list

•    sa_migrate_create_fks
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•    sa_migrate_drop_proxy_tables

移行を柔軟に行う必要がある場合は、sa_migrate の代わりにこれらの

ストアド・プロシージャを使用できます。たとえば、別のユーザが所
有するテーブルとの外部キー関係を持つテーブルを移行する場合は、
sa_migrate を使用すると外部キー関係を保持できません。

テーブルを移行するためには、まず CREATE SERVER 文を使用して

リモート・データベースに接続するためのリモート・サーバを作成し
ます。また、CREATE EXTERNLOGIN 文を使用して、リモート・

データベースへの外部ログインを作成する必要がある場合もありま
す。

詳細については、「CREATE SERVER 文」 467 ページと 「CREATE 
EXTERNLOGIN 文」 430 ページを参照してください。

local_table_owner パラメータと server_name パラメータを指定する

だけで、リモート・データベースから Adaptive Server Anywhere デー

タベースにすべてのテーブルを移行できます。ただし、これら 2 つの

パラメータのみを指定した場合、ターゲットの Adaptive Server 
Anywhere データベースでは、移行するすべてのテーブルが 1 人の所

有者に属することになります。リモート・データベースの各テーブル
の所有者が異なり、Adaptive Server Anywhere データベースでもこれら

のテーブルに異なる所有者を指定する場合は、所有者ごとに個別に
テーブルを移行します。その際、sa_migrate プロシージャを呼び出す

たびに local_table_owner パラメータと owner_name パラメータを指

定します。このプロシージャを使用するには、Adaptive Server 
Anywhere のローカル・ユーザ用にテーブルを作成するためのパー

ミッションが必要です。

警告
table_name パラメータと owner_name パラメータの両方に NULL を
指定しないでください。table_name パラメータと owner_name パラ

メータの両方に NULL を指定すると、データベース内のシステム・

テーブルを含むすべてのテーブルが移行します。また、リモート・
データベースで、テーブルの所有者が異なっていても名前が同じ場
合、それらのテーブルはターゲット・データベースに移行すると 1 人
の所有者に属します。一度に移行するテーブルは、1 人の所有者に関

連付けられたテーブルだけにすることをおすすめします。
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パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ」 
969 ページ

◆ 「sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ」 972 ページ

◆ 「sa_migrate_data システム・プロシージャ」 974 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ」 
968 ページ

◆ 「sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ」 966 ページ

◆ 「sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ」 975
ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、リモート・データベースからユーザ p_chin に属するすべ

てのテーブルを外部キー・マッピングとともに移行し、リモート・
テーブル内のデータを移行します。また、移行の完了時にプロキシ・
テーブルを削除します。この例では、移行するすべてのテーブルが、
Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベースの local_user に属

します。

CALL sa_migrate( 'local_user', 'server_a', NULL, 
'p_chin', NULL, 1, 1, 1 )

次の文は、ユーザ remote_a に属するテーブルのみをリモート・デー

タベースから移行します。Adaptive Server Anywhere ターゲット・デー

タベースでは、これらのテーブルはユーザ local_a に属します。移行

中に作成されたプロキシ・テーブルは、完了時に削除されません。

CALL sa_migrate( 'local_a', 'server_a', NULL, 
'remote_a', NULL, 1, 0, 1 )

sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ

機能 dbo.migrate_remote_fks_list テーブルにリストされている各テーブルの

外部キーを作成します。

構文 sa_migrate_create_fks ( local_table_owner )
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引数 • local_table_owner Adaptive Server Anywhere ターゲット・

データベースで、移行後の外部キーを所有するユーザを指定
する varchar(128) パラメータ。異なるユーザに属するテーブ

ルを移行する場合は、移行するテーブルを所有するユーザご
とに、このプロシージャを実行します。local_table_owner 
は、GRANT CONNECT 文を使用して作成します。このパラ

メータの値は必須です。

詳細については、「GRANT 文」 601 ページを参照してくださ

い。

説明 sa_migrate_create_fks ストアド・プロシージャは、他の移行ストアド・

プロシージャとともに使用します。これらのプロシージャは、次の順
序で実行します。

1. sa_migrate_create_remote_table_list

2. sa_migrate_create_tables

3. sa_migrate_data

4. sa_migrate_create_remote_fks_list

5. sa_migrate_create_fks

6. sa_migrate_drop_proxy_tables

このプロシージャは、dbo.migrate_remote_fks_list テーブルにリストさ

れている各テーブルの外部キーを作成します。local_table_owner 引
数で指定したユーザが、ターゲット・データベース内の外部キーを所
有します。

Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベース内のテーブルの所

有者がすべて同じでない場合は、外部キーを移行する必要のあるテー
ブルを所有しているユーザごとに、このプロシージャを実行します。

または、sa_migrate システム・プロシージャを使用すると、1 回です

べてのテーブルをマイグレートできます。

パーミッション なし

関連する動作 なし
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参照 ◆ 「sa_migrate システム・プロシージャ」 962 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ」 
969 ページ

◆ 「sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ」 972 ページ

◆ 「sa_migrate_data システム・プロシージャ」 974 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ」 
968 ページ

◆ 「sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ」 975
ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、dbo.migrate_remote_fks_list テーブルに基づいて外部キーを

作成します。Adaptive Sever Anywhere ローカル・データベースでは、

外部キーはユーザ local_a に属します。

CALL sa_migrate_create_fks( 'local_a' )

sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ

機能 dbo.migrate_remote_fks_list テーブルに移植します。

構文 sa_migrate_create_remote_fks_list ( server_name )

引数 • server_name リモート・データベースへの接続に使用するリ

モート・サーバの名前を指定する varchar(128) パラメータ。

リモート・サーバは、CREATE SERVER 文で作成します。こ

のパラメータの値は必須です。

詳細については、「CREATE SERVER 文」 467 ページを参照し

てください。

説明 sa_migrate_create_remote_fks_list ストアド・プロシージャは、他の移

行ストアド・プロシージャとともに使用します。これらのプロシー
ジャは、次の順序で実行します。

1. sa_migrate_create_remote_table_list

2. sa_migrate_create_tables
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3. sa_migrate_data

4. sa_migrate_create_remote_fks_list

5. sa_migrate_create_fks

6. sa_migrate_drop_proxy_tables

このプロシージャは、リモート・データベースから移行できる外部
キーのリストを dbo.migrate_remote_fks_list テーブルに移植します。こ

のテーブルから、移行しない外部キーのローを削除できます。

または、sa_migrate システム・プロシージャを使用すると、1 回です

べてのテーブルをマイグレートできます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_migrate システム・プロシージャ」 962 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ」 
969 ページ

◆ 「sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ」 972 ページ

◆ 「sa_migrate_data システム・プロシージャ」 974 ページ

◆ 「sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ」 966 ページ

◆ 「sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ」 975
ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、リモート・データベースにある外部キーのリストを作成し
ます。

CALL sa_migrate_create_remote_fks_list ( 'server_a' )

sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ

機能 dbo.migrate_remote_table_list テーブルに移植します。
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構文 sa_migrate_create_remote_table_list (
   server_name
   [, table_name 
   [, owner_name 
   [, database_name ] ] ]
 )

引数 • server_name リモート・データベースへの接続に使用するリ

モート・サーバの名前を指定する varchar(128) パラメータ。

リモート・サーバは、CREATE SERVER 文で作成します。こ

のパラメータの値は必須です。

詳細については、「CREATE SERVER 文」 467 ページを参照し

てください。

• table_name 移行するテーブルの名前、またはすべてのテー

ブルを移行する場合は NULL を指定する varchar(128) パラ

メータ。デフォルト値は NULL です。table_name パラメータ

と owner_name パラメータの両方に NULL を指定しないでく

ださい。

• owner_name リモート・データベース上の移行するテーブル

を所有するユーザ、またはすべてのテーブルを移行する場合
は NULL を指定する varchar(128) パラメータ。デフォルト値

は NULL です。table_name パラメータと owner_name パラ

メータの両方に NULL を指定しないでください。

• database_name テーブルの移行元のリモート・データベー

スの名前を指定する varchar(128) パラメータ。このパラメー

タのデフォルトは NULL です。Adaptive Server Enterprise と 
Microsoft SQL Server データベースからテーブルを移行する場

合は、データベース名を指定します。

説明 sa_migrate_create_remote_table_list ストアド・プロシージャは、他の移

行ストアド・プロシージャとともに使用します。これらのプロシー
ジャは、次の順序で実行します。

1. sa_migrate_create_remote_table_list

2. sa_migrate_create_tables

3. sa_migrate_data
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4. sa_migrate_create_remote_fks_list

5. sa_migrate_create_fks

6. sa_migrate_drop_proxy_tables

このプロシージャは、リモート・データベースから移行できるテーブ
ルのリストを dbo.migrate_remote_table_list テーブルに移植します。こ

のテーブルから、移行しないリモート・テーブルのローを削除できま
す。

Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベースで、移行後のテー

ブルをすべて同じ所有者に属さないようにする場合は、移行するテー
ブルを所有するユーザごとにこのプロシージャを実行します。

または、sa_migrate システム・プロシージャを使用すると、1 回です

べてのテーブルをマイグレートできます。

警告
table_name パラメータと owner_name パラメータの両方に NULL を
指定しないでください。table_name パラメータと owner_name パラ

メータの両方に NULL を指定すると、データベース内のシステム・

テーブルを含むすべてのテーブルが移行します。また、リモート・
データベースで、テーブルの所有者が異なっていても名前が同じ場
合、それらのテーブルはターゲット・データベースに移行すると 1 人
の所有者に属します。一度に移行するテーブルは、1 人の所有者に関

連付けられたテーブルだけにすることをおすすめします。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_migrate システム・プロシージャ」 962 ページ

◆ 「sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ」 972 ページ

◆ 「sa_migrate_data システム・プロシージャ」 974 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ」 
968 ページ

◆ 「sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ」 966 ページ

◆ 「sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ」 975
ページ
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◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、リモート・データベース上のユーザ remote_a に属する

テーブルのリストを作成します。

CALL sa_migrate_create_remote_table_list( 'server_a', 
NULL, 'remote_a', NULL )

sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ

機能 dbo.migrate_remote_table_list テーブルにリストされている各テーブル

のプロキシ・テーブルとベース・テーブルを作成します。

構文 sa_migrate_create_tables ( local_table_owner )

引数 • local_table_owner Adaptive Server Anywhere ターゲット・

データベースで、移行後のテーブルを所有するユーザを指定
する varchar(128) パラメータ。このユーザは、GRANT 
CONNECT 文を使用して作成します。このパラメータの値は

必須です。

詳細については、「GRANT 文」 601 ページを参照してくださ

い。

説明 sa_migrate_create_tables ストアド・プロシージャは、他の移行ストア

ド・プロシージャとともに使用します。これらのプロシージャは、次
の順序で実行します。

1. sa_migrate_create_remote_table_list

2. sa_migrate_create_tables

3. sa_migrate_data

4. sa_migrate_create_remote_fks_list

5. sa_migrate_create_fks

6. sa_migrate_drop_proxy_tables
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このプロシージャは、dbo.migrate_remote_table_list テーブル 
(sa_migrate_create_remote_table_list プロシージャを使用して作成した

テーブル ) にリストされている各テーブルに対して、ベース・テーブ

ルとプロキシ・テーブルを作成します。これらのプロキシ・テーブル
とベース・テーブルは、local_table_owner 引数で指定したユーザが

所有します。このプロシージャは、リモート・データベースのリモー
ト・テーブルと同じプライマリ・キー・インデックスとその他のイン
デックスも、新しいテーブルに対して作成します。

Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベースで、移行後のすべ

てのテーブルの所有者を同じにしない場合は、移行するテーブルを所
有するユーザごとに、sa_migrate_create_remote_table_list プロシージャ

と sa_migrate_create_tables プロシージャを実行します。

または、sa_migrate システム・プロシージャを使用すると、1 回です

べてのテーブルをマイグレートできます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_migrate システム・プロシージャ」 962 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ」 
969 ページ

◆ 「sa_migrate_data システム・プロシージャ」 974 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ」 
968 ページ

◆ 「sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ」 966 ページ

◆ 「sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ」 975
ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベース上に

ベース・テーブルとプロキシ・テーブルを作成します。これらのテー
ブルは、ユーザ local_a に属します。

CALL sa_migrate_create_tables( 'local_a' )
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sa_migrate_data システム・プロシージャ

機能 リモート・データベース・テーブルから Adaptive Server Anywhere 
ターゲット・データベースにデータを移行します。

構文 sa_migrate_data ( local_table_owner )

引数 • local_table_owner Adaptive Server Anywhere ターゲット・

データベースで、移行後のテーブルを所有するユーザを指定
する varchar(128) パラメータ。このユーザは、GRANT 
CONNECT 文を使用して作成します。このパラメータの値は

必須です。

詳細については、「GRANT 文」 601 ページを参照してくださ

い。

説明 sa_migrate_data ストアド・プロシージャは、他の移行ストアド・プロ

シージャとともに使用します。これらのプロシージャは、次の順序で
実行します。

1. sa_migrate_create_remote_table_list

2. sa_migrate_create_tables

3. sa_migrate_data

4. sa_migrate_create_remote_fks_list

5. sa_migrate_create_fks

6. sa_migrate_drop_proxy_tables

このプロシージャは、リモート・データベースから Adaptive Server 
Anywhere データベースに、local_table_owner 引数で指定したユーザ

に属するテーブルのデータを移行します。

Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベース上のテーブルの所

有者がすべて同じでない場合は、データを移行するテーブルを所有し
ているユーザごとに、このプロシージャを実行します。

または、sa_migrate システム・プロシージャを使用すると、1 回です

べてのテーブルをマイグレートできます。
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パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_migrate システム・プロシージャ」 962 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ」 
969 ページ

◆ 「sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ」 972 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ」 
968 ページ

◆ 「sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ」 966 ページ

◆ 「sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ」 975
ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、ユーザ local_a に属するテーブルのデータを Adaptive Server 
Anywhere ターゲット・データベースに移行します。

CALL sa_migrate_data( 'local_a' )

sa_migrate_drop_proxy_tables システム・プロシージャ

機能 移行の目的で作成されたプロキシ・テーブルを削除します。

構文 sa_migrate_drop_proxy_tables ( local_table_owner )

引数 • local_table_owner Adaptive Server Anywhere ターゲット・

データベースで、プロキシ・テーブルを所有するユーザを指
定する varchar(128) パラメータ。このユーザは、GRANT 
CONNECT 文を使用して作成します。このパラメータの値は

必須です。

詳細については、「GRANT 文」 601 ページを参照してくださ

い。

説明 sa_migrate_drop_proxy_tables ストアド・プロシージャは、他の移行ス

トアド・プロシージャとともに使用します。これらのプロシージャ
は、次の順序で実行します。
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1. sa_migrate_create_remote_table_list

2. sa_migrate_create_tables

3. sa_migrate_data

4. sa_migrate_create_remote_fks_list

5. sa_migrate_create_fks

6. sa_migrate_drop_proxy_tables

このプロシージャは、移行のために作成されたプロキシ・テーブルを
削除します。これらのプロキシ・テーブルを所有するユーザを、
local_table_owner 引数で指定します。

Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベースで、移行後のテー

ブルをすべて同じユーザが所有しない場合、ユーザごとにこのプロ
シージャを呼び出して、すべてのプロキシ・テーブルを削除します。

または、sa_migrate システム・プロシージャを使用すると、1 回です

べてのテーブルをマイグレートできます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_migrate システム・プロシージャ」 962 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_table_list システム・プロシージャ」 
969 ページ

◆ 「sa_migrate_create_tables システム・プロシージャ」 972 ページ

◆ 「sa_migrate_data システム・プロシージャ」 974 ページ

◆ 「sa_migrate_create_remote_fks_list システム・プロシージャ」 
968 ページ

◆ 「sa_migrate_create_fks システム・プロシージャ」 966 ページ

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「Adaptive Server Anywhere 
へのデータベースの移行」

例 次の文は、Adaptive Server Anywhere ターゲット・データベースで、

ユーザ local_a に属するプロキシ・テーブルを削除します。

CALL sa_migrate_drop_proxy_tables( 'local_a' )
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sa_procedure_profile システム・プロシージャ

機能 データベースで実行されたプロシージャ内の各行について、実行時間
に関する情報をレポートします。

構文 sa_procedure_profile ( 
   [ p_object_name
   [, p_owner_name 
   [, p_table_name ] ] ]
 )

引数 • p_object_name ストアド・プロシージャ、関数、イベント、

またはトリガの名前を指定するオプションの char(128) パラ

メータ 

• p_owner_name オブジェクトの所有者を指定するオプション

の char(128) パラメータ

• p_table_name トリガに対応するテーブル ( 他のオブジェク

ト型の場合、値は NULL) を指定するオプションの char(128) 
パラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

object_type  char (1) オブジェクトの型。

object_name char (128) ストアド・プロシー
ジャ、関数、イベント、
またはトリガの名前。
object_type が C または 
D の場合、これはシス

テム・トリガが定義さ
れた外部キーの名前で
す。

owner_name char (128) オブジェクトの所有者。

table_name char (128) トリガに対応するテー
ブル ( 他のオブジェクト

型の場合、値は NULL)。
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説明 プロファイリングを有効にしてから、データベースのプロファイルを
作成します。

プロシージャ・プロファイルの作成の有効化の詳細については、
「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページを参照してくだ

さい。

このプロシージャには、オプションで次の 3 つの引数を指定できま

す。複数の引数を指定する場合は、(p_object_name、
p_owner_name、p_table_name) の順序で指定します。引数は、文字

列を一重引用符で囲んで指定します。引数を指定しないと、サーバは
データベース内のすべてのプロシージャに関するデータを返します。

結果セットには、プロシージャ内の各行の実行時間と、プロシージャ
の実行時間の合計に対する各行で使用された割合に関する情報が含ま
れます。DBA はこのプロファイリング情報を基に、パフォーマンス

の低下につながる実行の遅いプロシージャを微調整できます。このプ
ロシージャは、ストアド・プロシージャ、関数、イベント、トリガに
ついて、Sybase Central の [ プロファイル ] タブを選択した場合と同じ

情報を返します。

結果セットの object_type フィールドは、次のようになります。

line_num  unsigned integer プロシージャ内の行番
号。

executions unsigned integer 行の実行回数。

millisecs unsigned integer 行の実行時間 ( ミリ秒単

位 )。

percentage double 全体的な実行時間に対
する特定の行の実行時
間の割合。

foreign_owner char (128) システム・トリガの外
部テーブルを所有する
データベース・ユーザ。

foreign_table char (128) システム・トリガの外
部テーブルの名前。

カラム名 データ型 説明
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•    P   ストアド・プロシージャ

•    F   関数

•    E   イベント

•    T   トリガ

•    C   ON UPDATE システム・トリガ

•    D   ON DELETE システム・トリガ

目的のプロシージャを呼び出してからプロファイリング・セッション
を開始すると、プロシージャをロードしたり、データベースが初めて
テーブルにアクセスしたりするときに必要な起動時間を節約できま
す。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページ

◆ 「sa_procedure_profile_summary システム・プロシージャ」 979
ページ

例 次の文は、tr_manager トリガに関するプロファイリング情報を返しま

す。

CALL sa_procedure_profile (p_object_name = 
'tr_manager')

sa_procedure_profile_summary システム・プロシージャ

機能 データベースで実行されたすべてのプロシージャの実行時間に関する
サマリ情報をレポートします。

構文 sa_procedure_profile_summary (
   [p_table_name
   [, p_owner_name
   [, p_object_name
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   [, p_object_type
   [, p_ordering ] ] ] ] ]
 )

引数 このプロシージャにはオプションで次の 5 つの引数を指定できます。

• p_object_name ストアド・プロシージャ、関数、イベント、

またはトリガの名前を指定するオプションの char(128) パラ

メータ 

• p_owner_name オブジェクトの所有者を指定するオプション

の char(128) パラメータ

• p_table_name トリガに対応するテーブル ( 他のオブジェク

ト型の場合、値は NULL) を指定するオプションの char(128) 
パラメータ

• p_object_type プロファイルが作成されるオブジェクトの型

を指定するオプションの char(1) パラメータ。次のいずれかを

指定できます。

•    P   ストアド・プロシージャ

•    F   関数

•    E   イベント

•    T   トリガ

•    S   システム・トリガ

•    C   ON UPDATE システム・トリガ

•    D   ON DELETE システム・トリガ

• p_ordering 結果セットのカラムの順序を指定するオプション

の char(1) パラメータ。値を指定しないと、結果は実行時間の

長いカラムから短いカラムの順にリストされます。値と結果
の順序は次のようになります。

•    P   object_type, owner_name, object_name, table_name desc

•    N   object_name, owner_name, table_name, object_type desc
980



     第 7 章   システム・プロシージャとシステム関数
•    O   owner_name, object_type, object_name, table_name desc

•    T   table_name, owner_name, object_name, object_type desc

•    E   executions desc, object_name, owner_name, table_name, 
object_type desc

結果セット

説明 プロファイリングを有効にしてから、データベースのプロファイルを
作成します。

プロシージャ・プロファイルの作成の有効化の詳細については、
「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページを参照してくだ

さい。

このプロシージャは、ストアド・プロシージャ、関数、イベント、ト
リガの使用頻度と使用効率に関する情報を表示します。この情報をも
とに、実行に時間のかかるプロシージャを微調整してデータベースの

カラム名 データ型  説明

object_type  char (1) オブジェクトの型。

object_name char (128) ストアド・プロシー
ジャ、関数、イベント、
またはトリガの名前。

owner_name char (128) オブジェクトの所有者。

table_name char (128) トリガに対応するテー
ブル ( 他のオブジェクト

型の場合、値は NULL)。

executions unsigned integer 各プロシージャの実行
回数。

millisecs unsigned integer プロシージャの実行時
間 ( ミリ秒単位 )。

foreign_owner char (128) システム・トリガの外
部テーブルを所有する
データベース・ユーザ。

foreign_table char (128) システム・トリガの外
部テーブルの名前。
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パフォーマンスを向上させることができます。このプロシージャは、
ストアド・プロシージャ、関数、イベント、トリガについて、Sybase 
Central の [ プロファイル ] タブを選択した場合と同じ情報を返します。

複数の引数を指定する場合は、(p_object_name、p_owner_name、
p_table_name、p_object_type、p_ordering) の順序で指定します。い

ずれかの引数を指定すると、指定されたパラメータに一致するローの
みが返されます。それ以外の場合は、データベースのすべてのプロ
シージャに関するデータが返されます。引数値は、文字列を引用符で
囲んで指定します。

結果セットの object_type フィールドは、次のようになります。

•    P   ストアド・プロシージャ

•    F   関数

•    E   イベント

•    T   トリガ

•    S   システム・トリガ

•    C   ON UPDATE システム・トリガ

•    D   ON DELETE システム・トリガ

目的のプロシージャを呼び出してからプロファイリング・セッション
を開始すると、プロシージャをロードしたり、データベースが初めて
テーブルにアクセスしたりするときに必要な起動時間を節約できま
す。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_server_option システム・プロシージャ」 989 ページ

◆ 「sa_procedure_profile システム・プロシージャ」 977 ページ

例 次の文は、Product テーブルで DBA が所有するすべてのトリガに関す

るプロファイリング情報を返します。
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CALL sa_procedure_profile_summary
 (p_owner_name = 'dba', p_table_name = 'Product', 
p_object_type = 'T')

sa_recompile_views システム・プロシージャ

機能 カタログに格納された、カラム定義を持たないビュー定義を見つけ、
カラム定義を作成します。

構文 sa_recompile_views ( [ integer ] )

引数 • integer 0 以外の値が指定されている場合にエラーを抑制する

オプションの整数パラメータ

説明 このプロシージャは、カラム定義を持たないビューをカタログで見つ
け、RECOMPILE 句を指定した ALTER VIEW 文を実行してカラム定

義を作成します。プロシージャは、コンパイルを必要とするものがな
くまるまで、または残りのカラム定義を作成できなくなるまで、カラ
ム定義を持たない各ビューに対してこの処理を実行します。プロシー
ジャでビューを再コンパイルできない場合は、エラーがレポートされ
ます。このプロシージャにゼロ以外のパラメータを指定することに
よって、エラーを抑制できます。

警告
sa_recompile_views システム・プロシージャは、reload.sql スクリプト

内からのみ呼び出してください。このプロシージャはアンロード・
ユーティリティ (dbunload) によって使用されます。明示的には使用し

ないでください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 カラム定義が格納されているビューが存在する場合は、ALTER VIEW 

owner.viewname RECOMPILE 文が実行され、オートコミットが行われ

ます。

参照 •    『ASA データベース管理ガイド』 > 「FORCE_VIEW_CREATION 
オプション [ データベース ]」

•    「ALTER VIEW 文」 366 ページ
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sa_report_deadlocks システム・プロシージャ

機能 データベース・サーバによって作成された内部バッファから、デッド
ロックに関する情報を取り出します。

構文 sa_report_deadlocks( )

結果セット

説明 LOG_DEADLOCKS オプションが ON に設定されている場合、データ

ベース・サーバは、デッドロックに関する情報を内部バッファに記録
します。sa_report_deadlocks ストアド・プロシージャを使用して、ロ

グ内の情報を表示できます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

カラム名 データ型 説明

snapshotId bigint デッドロック・インスタンス ( 特定の

デッドロックに関するすべてのローが同
じ ID を持ちます )

snapshotAt timestamp デッドロックが発生した時刻

waiter int 待機している接続の接続ハンドル

who varchar(128) 待機している接続に関連付けられている
ユーザ ID

what long varchar 待機している接続によって実行されてい
るコマンド。
  
この情報は、データベース・サーバのコ

マンド・ラインに -zl オプションを指定し

て 後に作成された SQL 文の取得をオン

にするか、sa_server_option システム・プ

ロシージャを使用してこの機能をオンに
した場合にのみ使用できます。

wait_on bigint 待機しているロックの名前

owner int 待機しているロックを所有している接続
の接続ハンドル
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参照 『ASA データベース管理ガイド』 > 「LOG_DEADLOCKS オプション [
データベース ]」

『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「ブロックされているユーザの判

別」

sa_reset_identity システム・プロシージャ

機能 次に使用可能な identity の値をテーブルに設定することができます。

このシステム・プロシージャを使用して次のローのオートインクリメ
ント値を変更します。

構文 sa_reset_identity (
   [ table_name
   [, owner
   [, new_identity_value ] ] ]
 )

引数 • table_name 識別値の設定対象のテーブルを指定するオプ

ションの varchar(128) パラメータ

• owner 識別値の設定対象のテーブルの所有者を指定するオプ

ションの varchar(128) パラメータ

• new_identity_value 値のカウントの開始番号を指定するオプ

ションの bigint パラメータ

説明 テーブルに挿入されるローに対して生成される次の値は、
new_identity_value + 1 です。

new_identity_value に対して、テーブルの既存のローと重複しないこ

とを確認するチェックは行われません。不正な値の場合は、その後の
挿入は失敗となります。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 値が更新された後にチェックポイントを発生させます。

例 次の文は identity の値を 101 にリセットします。

CALL sa_reset_identity ('employee', 'dba', 100)
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sa_rowgenerator システム・プロシージャ

機能 指定された開始値と終了値の間のローを格納した結果セットを返しま
す。

構文 sa_rowgenerator (
  [ rstart
  [, rend
  [, rstep ] ] ])

引数 • rstart 開始値を指定するオプションの整数パラメータ。デ

フォルト値は 0 です。

• rend 終了値を指定するオプションの整数パラメータ。デフォ

ルト値は 100 です。

• rstep シーケンス値の増分を指定するオプションの整数パラ

メータ。デフォルト値は 1 です。

結果セット

説明 sa_rowgenerator プロシージャをクエリの FROM 句で使用して、番号

のシーケンスを生成できます。RowGenerator システム・テーブルを使

用する代わりに、このプロシージャを使用できます。次ようなタスク
には、sa_rowgenerator を使用できます。

•    結果セット内の既知の数のローについてテスト・データを生成

する。

•    あらゆる範囲の値に対するローを格納した結果セットを生成す

る。たとえば、1 か月の毎日についてのローを生成したり、郵便

番号の範囲を生成したりできます。

•    結果セット内に指定した数のローを格納するクエリを生成する。

これは、クエリのパフォーマンスのテストに役立ちます。

次の文を使用して、RowGenerator テーブルの動作をエミュレートでき

ます。

カラム名 データ型 説明

row_num integer シーケンス番号
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SELECT row_num FROM sa_rowgenerator(1255)

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 「RowGenerator システム・テーブル」 811 ページ

例 次のクエリは、現在の日付ごとに 1 つのローを含む結果セットを返し

ます。

SELECT dateadd(day,row_num-1,
         ymd(datepart(year,CURRENT DATE),
             datepart(month,CURRENT DATE),
             1)) AS day_of_month
 FROM sa_RowGenerator(1,31,1)
 WHERE datepart(month,day_of_month) = 
    datepart(month,CURRENT DATE)
 ORDER BY row_num

次のクエリは、郵便番号が (0-9999)、(10000-19999)、...、(90000-
99999) の範囲の地域に居住している従業員数を示します。該当する従

業員がいない範囲もあり、その場合は警告「集合関数では、Null 値は

無視されます (-109)」が生成されます。sa_rowgenerator プロシージャ

を使用すると、ある範囲の郵便番号に従業員がいない場合でも、これ
らの範囲を生成できます。

SELECT row_num AS r1, row_num+9999
  AS r2, count(zip_code) AS zips_in_range
 FROM sa_rowgenerator(0,99999,10000) D LEFT JOIN 
employee
     ON zip_code BETWEEN r1 AND r2
 GROUP BY r1, r2
 ORDER BY 1

次の例は、データのローを 10 個生成し、それらを emp テーブルに挿

入します。

INSERT INTO emp(id, salary, name)
 SELECT row_num, 
     CAST( rand() * 1000 AS INTEGER),
     'Mary'
 FROM sa_rowgenerator(1, 10)
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sa_send_udp システム・プロシージャ

機能 指定されたアドレスに UDP パケットを送信します。

構文 sa_send_udp ( destAddress, destPort, msg )

引数 • destAddress ホスト名または IP 番号を指定する char(254) パ
ラメータ

• destPort 使用するポート番号を指定する UNSIGNED 
SMALLINT パラメータ

• msg 指定されたアドレスに送信するメッセージを格納する 
LONG BINARY パラメータ。この値が文字列の場合は、一重

引用符で囲みます。

説明 このプロシージャは、指定されたアドレスに 1 つの UDP パケットを

送信します。メッセージが正常に送信された場合は 0 を返し、エラー

が発生した場合はエラー・コードを返します。エラー・コードは次の
いずれかです。

•    UDP ソケットで送信するにはメッセージが大きすぎる場合 (サイ

ズはオペレーティング・システムによって決定 )、または送信先

アドレスに問題がある場合は -1

•    オペレーティング・システムによって返される Winsock ／ Posix 
エラー・コード

msg パラメータにバイナリ・データが含まれる場合、または文字列よ

りも複雑な場合は、変数を使用する必要があります。次に例を示しま
す。

CREATE VARIABLE v LONG BINARY;
 SET v='This is a UDP message';
 SELECT dbo.sa_send_udp( '10.25.99.124', 1234, v );
 DROP VARIABLE v;

このプロシージャを Mobile Link サーバで開始される同期と共に使用

して、リスナ・ユーティリティ (dblsn.exe) を起動できます。リスナに

通知する方法として sa_send_udp を使用する場合は、UDP パケットに 
1 を追加してください。この数字は、サーバで開始された同期プロト
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コル番号です。Mobile Link の将来のバージョンでは、新しいプロト

コル・バージョンによってリスナの動作が変更される可能性がありま
す。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 『Mobile Link サーバ起動同期ユーザーズ・ガイド』 > 「sa_send_udp に
よる Listener への通知」

例 次の例は、メッセージ「This is a test」をポート 2345 の IP アドレス 
10.25.99.196 に送信します。

CALL sa_send_udp ( 10.25.99.196, 2345, 'This is a test' 
)

sa_server_option システム・プロシージャ

機能 サーバ実行中に、サーバ・オプションを上書きします。

構文 sa_server_option ( option_name, option_value )

引数 • option_name サーバ・オプション名を指定する char(128) パ
ラメータ

• option_value サーバ・オプションの新しい値を指定する 
char(128) パラメータ

説明 データベース管理者はこのプロシージャを使用して、データベース・
サーバを再起動せずにデータベース・サーバ・オプションの一部を上
書きできます。

このプロシージャを使用して変更されるオプション値は、サーバが停
止するとデフォルト値にリセットされます。サーバが起動するたびに
オプション値を変更する場合は、対応するサーバ・オプションがあれ
ばそれを指定できます。

リセットできるオプションは次のとおりです。
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オプション名 値の範囲 デフォルト
サーバ・オプ
ション

ConnsDisabled ON または OFF OFF

LivenessTimeout 整数、秒単位 120 『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-tl サーバ・オプ

ション」

Procedure_profilin
g

ON、OFF、
RESET、CLEAR

OFF

ProfileFilterConn connection-id

ProfileFilterUser user-id

QuittingTime 有効な日付と時
刻

『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-tq サーバ・オプ

ション」

RememberLastStat
ement

ON または OFF OFF 『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-zl サーバ・オプ

ション」

RequestFilterConn connection-id, -1

RequestFilterDB database-id, -1

RequestLogFile ファイル名 『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-zo サーバ・オ

プション」

RequestLogging ALL、SQL、
NONE、
SQL+hostvars

NONE 『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-zr サーバ・オプ

ション」

RequestLogMaxSiz
e

バイト単位での
ファイル・サイ
ズ

『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-zs サーバ・オプ

ション」
990



     第 7 章   システム・プロシージャとシステム関数
ConnsDisabled   ON に設定すると、データベース・サーバ上のデータ

ベースに対する他の接続は許可されません。

LivenessTimeout   接続が維持されていることを確認するため、クライ

アント／サーバの TCP/IP または SPX ネットワークを介して、定期的

に活性パケットが送信されます。ネットワーク・サーバが、活性パ
ケットを検出することなく、LivenessTimeout 時間にわたって実行さ

れると、通信は切断されます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-tl サーバ・オ

プション」を参照してください。

Procedure_profiling   ストアド・プロシージャ、関数、イベント、ト

リガについてのプロシージャ・プロファイリングを制御します。プロ
シージャ・プロファイリングは、実行するストアド・プロシージャ、
関数、イベント、トリガにかかる時間と、各行の実行にかかる時間を
示します。Sybase Central の Database プロパティ・シートでもプロ

シージャ・プロファイリング・オプションを設定できます。

•    ON   現在の接続先データベースについてプロシージャ・プロ

ファイリングを有効にします。

•    OFF   プロシージャ・プロファイリングを無効にしますが、プロ

ファイリング・データの表示は可能です。

•    RESET   ON または OFF の設定は変更しないで、プロファイリ

ング・カウンタをゼロに戻します。

•    CLEAR   プロファイリング・カウンタをゼロに戻し、プロシー

ジャ・プロファイリングを無効にします。

プロファイリングを有効にすると、ストアド・プロシージャ 
sa_procedure_profile_summary と sa_procedure_profile を使用して、デー

タベースからプロファイリング情報を取り出すことができます。

RequestLogNumFil
es

integer 『ASA データベー

ス管理ガイド』 > 
「-zn サーバ・オ

プション」

オプション名 値の範囲 デフォルト
サーバ・オプ
ション
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プロシージャ・プロファイルの作成の詳細については、『ASA SQL 
ユーザーズ・ガイド』 > 「データベース・プロシージャのプロファイ

リング」を参照してください。

ProfileFilterConn   データベース・サーバに、特定の接続 ID のプロ

ファイリング情報を取得するよう指示します。

ProfileFilterUser   データベース・サーバに、特定のユーザ ID のプロ

ファイリング情報を取得するよう指示します。

QuittingTime   データベース・サーバに、指定された時間にサーバを

停止するよう指示します。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-tq サーバ・オ

プション」を参照してください。

RememberLastStatement   データベース・サーバに、サーバ上の各

データベース接続に関して 後に作成された SQL 文を取得するよう

に指示します。ストアド・プロシージャ・コールの場合、プロシー
ジャ内の文ではなく、 も外側のプロシージャ・コールのみが表示さ
れます。

RememberLastStatement 設定の現在値は、次のように 
RememberLastStatement プロパティ機能を使用して取得できます。

SELECT property( 'RememberLastStatement' )

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「サーバ・レベ

ルのプロパティ」と 『ASA データベース管理ガイド』 > 「-zl サーバ・

オプション」を参照してください。

RememberLastStatement がオンの場合、次の文は指定された接続に対

して 後に準備された文を返します。

SELECT connection_property( 'LastStatement', conn_id )

ストアド・プロシージャ sa_conn_activity は、すべての接続に対して

同じ情報を返します。
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警告
-zl が指定されている場合、または RememberLastStatement サーバの設

定がオンになっている場合は、任意のユーザが sa_conn_activity シス

テム・プロシージャを呼び出すか LastStatement 接続プロパティの値を

取得して、他のユーザに対して 後に作成された SQL 文を調べるこ

とができます。このオプションは注意して使用し、不要な場合はオフ
にしてください。

RequestFilterConn    要求ログ情報をフィルタして、特定の接続の情

報のみ記録されるようにします。これによって、多くのアクティブな
接続または複数のデータベースのあるサーバを監視するときに、要求
ログ・ファイルのサイズを削減できます。次の文を実行して、接続 
ID を取得できます。

CALL sa_conn_info()

接続 ID を取得した後でロギングする特定の接続を指定するには、次

の文を実行します。

CALL sa_server_option( 'RequestFilterConn', connection-id 
)

フィルタは、明示的にリセットされるか、データベース・サーバが停
止するまで有効なままになります。フィルタをリセットするには、次
の文を使用します。

CALL sa_server_option( 'RequestFilterConn', -1)

RequestFilterDB   要求ログ情報をフィルタして、特定のデータベース

の情報のみ記録されるようにします。これによって、多くのアクティ
ブな接続または複数のデータベースのあるサーバを監視するときに、
要求ログ・ファイルのサイズを削減できます。目的のデータベースに
接続しているときに次の文を実行して、データベース ID を取得でき

ます。

SELECT connection_property( 'DBNumber' )

特定のデータベースについての情報のみロギングすることを指定する
には、次の文を実行します。

CALL sa_server_option( 'RequestFilterDB', database-id )
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フィルタは、明示的にリセットされるか、データベース・サーバが停
止するまで有効なままになります。フィルタをリセットするには、次
の文を使用します。

CALL sa_server_option( 'RequestFilterDB', -1 )

RequestLogFile   ログ情報の記録に使用されるファイルの名前。

NULL を指定すると、ファイルへのロギングを停止します。SQL 文字

列と同じように、ファイル名の円記号は 2 つ重ねます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-zo サーバ・オ

プション」を参照してください。

RequestLogging   ALL、SQL、NONE、または SQL+hostvars を指定で

きます。ON と ALL、OFF と NONE はそれぞれ同じです。この呼び出

しによって、データベース・サーバに送信された個々の SQL 文のロ

ギングがオンに指定されます。これは、データベース・サーバ・オプ
ション -zr と -zo とともにトラブルシューティングで使用されます。

RequestLogging を OFF に設定すると、要求ログ・ファイルが閉じられ

ます。

SQL を選択すると、次の要求のタイプだけが記録されます。

•    START DATABASE

•    STOP ENGINE

•    STOP DATABASE

•    文の準備

•    文の実行

•    EXECUTE IMMEDIATE 文

•    オプション設定

•    COMMIT 文

•    ROLLBACK 文

•    PREPARE TO COMMIT 操作
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•    接続

•    接続の解除

•    トランザクションの開始

•    DROP STATEMENT 文

•    カーソルの説明

•    カーソルを閉じる

•    カーソルの再開

•    エラー

RequestLogging を SQL+hostvars に設定すると、SQL 
(('RequestLogging', 'SQL') を指定した場合と同様 ) とホスト変数

の両方の値がログに出力されます。

RequestLogging 設定の現在の値は、property('RequestLogging') を
使用して検索できます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-zr サーバ・オ

プション」と『ASA データベース管理ガイド』 > 「サーバ・レベルの

プロパティ」を参照してください。

RequestLogMaxSize   ログ情報の記録に使用されるファイルのバイト

単位での 大サイズ

要求ログ・ファイルが、sa_server_option システム・プロシージャまた

は -zs サーバ・オプションで指定されたサイズに達すると、ファイル

名が変更されて拡張子 .old が追加されます ( 既存のファイルが存在す

る場合は、同じ名前で置換されます )。要求ログ・ファイルが再起動

します。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-zs サーバ・オ

プション」を参照してください。

RequestLogNumFiles   保持する要求ログ・ファイルのコピーの数
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要求ロギングが長時間にわたって有効になっていると、要求ログ・
ファイルが大きくなることがあります。-zn オプションを使用して、

保持する要求ログ・ファイルのコピーの数を指定できます。

詳細については、『ASA データベース管理ガイド』 > 「-zn サーバ・オ

プション」を参照してください。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

例 次の文は、データベース・サーバへの新しい接続を禁止します。

CALL sa_server_option( 'ConnsDisabled', 'ON')

sa_set_http_header システム・プロシージャ

機能 Web サービスによる結果内の HTTP ヘッダの設定を許可します。

構文 sa_set_http_header ( field-name, value )

引数 • field-name HTTP ヘッダ・フィールドのいずれかの名前を含

む文字列を指定する char(128) パラメータ

• value 指定されたパラメータに設定する値を指定する long 
varchar パラメータ

説明 特別なヘッダ・フィールド @HttpStatus を設定すると、要求によって

ステータス・コードが返されるように設定されます。たとえば、次の
コマンドはステータス・コードを 404 Not Found に設定します。

call dbo.sa_set_http_header( '@HttpStatus', '404' )

エラー・メッセージの本文は、自動的に挿入されます。有効な HTTP 
エラー・コードだけが使用できます。ステータスに無効なコードを設
定すると、SQL エラーが発生します。

パーミッション なし

関連する動作 なし
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参照 ◆ 「sa_set_http_option システム・プロシージャ」 997 ページ

例 次の例は、Content-Type ヘッダ・フィールドを text/html に設定しま

す。

call dbo.sa_set_http_header( 'Content-Type', 'text/
html' )

sa_set_http_option システム・プロシージャ

機能 Web サービスによる結果内の HTTP オプションの設定を許可します。

構文 sa_set_http_option ( option-name, value )

引数 • option-name HTTP オプションのいずれかの名前を含む文字

列を指定する char(128) パラメータ

• value 指定されたオプションに設定する値を指定する long 
varchar パラメータ

説明 Web サービスを処理する文またはプロシージャ内でこのプロシージャ

を使用して、HTTP 結果セット内のオプションを設定します。

現在サポートされているオプションは、次の 1 つだけです。

•    CharsetConversion   結果セットをデータベースの文字セットか

らクライアントの文字セットに自動的に変換するかどうかを制
御します。指定できる値は、ON と OFF だけです。デフォルト

値は ON です。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_set_http_header システム・プロシージャ」 996 ページ
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sa_statement_text システム・プロシージャ

機能 各行に項目が 1 つずつ表示されるように、SELECT 文をフォーマット

します。これは、すべての改行文字が削除されている要求ログから、
長い文を表示する場合に便利です。

構文 sa_statement_text ( select-statement )

引数 • select-statement select 文を含む long varchar パラメータ

説明 select-statement は文字列として ( 一重引用符で囲んで )、または文字

列式として入力してください。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sa_get_request_times システム・プロシージャ」 949 ページ

◆ 「sa_get_request_profile システム・プロシージャ」 947 ページ

例 次の呼び出しは、各行に項目が 1 つずつ表示されるように、SELECT 
文をフォーマットします。

CALL sa_statement_text('SELECT * FROM car WHERE 
name=''Audi''')

sa_table_fragmentation システム・プロシージャ

機能 データベース・テーブルの断片化状況をレポートします。

stmt_text

1 select *

2  FROM car

3 WHERE name = 'Audi'
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構文 sa_table_fragmentation (
   [ table_name
   [, owner_name ] ]
 )

引数 • table_name テーブル名を指定する char(128) パラメータ

• owner_name 所有者名を指定する char(128) パラメータ

結果セット

説明 データベース管理者は、このプロシージャを使ってデータベースの
テーブルの断片化状況に関する情報を取得できます。引数を指定しな
いと、データベースにあるすべてのテーブルの結果が返されます。

データベース・テーブルの断片化が極端に進んだら、REORGANIZE 
TABLE を実行するか、データベースを再構築してテーブルの断片化

を減らし、パフォーマンスを向上させることができます。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「テーブルの断片化」

◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「テーブルのデフラグメン

テーション」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「データベースの再構築」

◆ 「REORGANIZE TABLE 文」 692 ページ

カラム名 データ型 説明

TableName  char (128) テーブルの名前

rows unsigned integer テーブル内のローの数

row_segments unsigned bigint テーブル内のロー・セ
グメントの数

segs_per_row double ローあたりのセグメン
トの数
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sa_table_page_usage システム・プロシージャ

機能 データベース・テーブルのページの使用状況をレポートします。

構文 sa_table_page_usage ( )

結果セット

説明 結果には、情報ユーティリティで提供される情報と同じ内容が含まれ
ています。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「情報ユーティリティ」

sa_validate システム・プロシージャ

機能 データベース内のすべてのテーブルを検証します。

カラム名 データ型 説明

TableId  unsigned integer テーブル id

TablePages integer テーブルで使用される
テーブル・ページの数

PctUsedT integer 使用されているテーブ
ル・ページ領域の割合

IndexPages integer テーブルで使用されるイ
ンデックス・ページの数

PctUsedI integer 使用されているインデッ
クス・ページ領域の割合

PctOfFile integer テーブルが使用している
データベース・ファイル
総数の割合

TableName char (128) テーブル名
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構文 sa_validate (
   [ tbl_name
   [, owner_name
   [, check_type ] ] ] )

引数 • tbl_name テーブル名を指定する varchar(128) パラメータ。こ

のパラメータが NULL ( デフォルト ) の場合、sa_validate はす

べてのテーブルを検証します。

• owner_name 所有者名を指定する varchar(128) パラメータ。

このパラメータが NULL ( デフォルト ) の場合、sa_validate は
すべてのユーザのテーブルを検証します。

• check_type この char(10) パラメータが NULL ( デフォルト ) 
の場合、各テーブルは VALIDATE TABLE 文を使用して検証

され、その他の検証は行われません。check_type の値は、次

のいずれかです。

•    data   WITH DATA CHECK を使用してテーブルを検証す

る。

•    index   WITH INDEX CHECK を使用してテーブルを検証

する。

•    full   WITH FULL CHECK を使用してテーブルを検証す

る。

•    express   WITH EXPRESS CHECK を使用してテーブルを

検証する。

•    checksum   チェックサムを使用してデータベース・ペー

ジを検証します。

チェックサム検証の詳細については、『ASA データベース管

理ガイド』 > 「データベースの妥当性の確認」を参照してく

ださい。

パーミッション DBA 権限が必要です。

関連する動作 なし
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説明 このプロシージャは、データベースの各テーブルに対して VALIDATE 
TABLE 文を呼び出すのと同じです。

詳細については、「VALIDATE TABLE 文」 798 ページを参照してくだ

さい。

引数 tbl_name、owner_name、check_type の値はすべて文字列なの

で、引用符で囲んでください。

プロシージャは Messages という 1 つのカラムを返します。すべての

テーブルが有効である場合、カラムには「エラーは見つかりませんでし

た。」と表示されます。

警告
テーブルまたはデータベース全体の検証は、どの接続においてもデー
タベースを変更していない場合に実行してください。そうでない場
合、実際に破損がなくても、何らかの形でデータベースが破損したこ
とを示す重大なエラーがレポートされます。

例 次の文は、インデックス・チェックを使用して DBA が所有するすべ

てのテーブルを検証します。

CALL sa_validate (owner_name = 'DBA', check_type = 
'index')

sa_verify_password システム・プロシージャ

機能 現在のユーザのパスワードを検証します。

構文 sa_verify_password ( string )

引数 • string 現在のデータベース・ユーザのパスワードを指定する 
char(128) パラメータ

説明 このプロシージャは sp_password で使用されます。パスワードが一致

した場合、プロシージャは単純に戻ります。一致しなかった場合は、
エラー「ユーザ ID またはパスワードが無効です」が返されます。

パーミッション なし
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関連する動作 なし

参照 「Adaptive Server Enterprise システム・プロシージャ」 1029 ページ

sp_login_environment システム・プロシージャ

機能 ユーザがログインするときの接続オプションを設定します。

構文 sp_login_environment ( )

説明 sp_login_environment は、デフォルトで LOGIN_PROCEDURE データ

ベース・オプションによって呼び出されるプロシージャです。

このプロシージャを編集しないことをおすすめします。ログイン環境
を変更するには、異なるプロシージャを指すよう 
LOGIN_PROCEDURE オプションを変更します。

sp_login_environment プロシージャのテキストを次に示します。

CREATE PROCEDURE dbo.sp_login_environment()
 BEGIN
   IF connection_property('CommProtocol')='TDS' THEN
     CALL dbo.sp_tsql_environment()
   END IF
 END

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「LOGIN_PROCEDURE オ
プション [ データベース ]」

sp_remote_columns システム・プロシージャ

機能 リモート・テーブルにあるカラムとそれらのデータ型の記述のリスト
を生成します。

このシステム・プロシージャを使用するには、サーバを CREATE 
SERVER 文で定義します。
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構文 sp_remote_columns (
   @server_name,
   @table_name
   [, @table_owner
   [, @table_qualifier] ]
 )

引数 • @server_name CREATE SERVER 文で指定されたサーバ名を

含む文字列を指定する char(128) パラメータ

• @table_name テーブル名を指定する char(128) パラメータ

• @table_owner テーブル所有者を指定するオプションの 
char(128) パラメータ

• @table_qualifier データベース名を指定するオプションの 
char(128) パラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

database char (128) データベース名

owner char (128) データベース所有者名

table_name char (128) テーブル名

column_name char (128) カラムの名前

domain_id smallint カラムのデータ型を示
す整数

width smallint このフィールドの意味
は、データ型によって
異なります。character 
型の場合、width は文字

数を表します。

scale smallint このフィールドの意味
は、データ型によって
異なります。数値デー
タ型の場合、scale とは

小数点以下の桁数です。
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説明 CREATE EXISTING 文を入力していて、カラム・リストを指定してい

る場合は、リモート・テーブルで使用可能なカラムのリストを取得し
ておくと役立つ場合があります。sp_remote_columns はリモート・

テーブルのカラムとそのデータ型の記述のリストを生成します。デー
タベースを指定する場合は、所有者または値 null を指定してくださ

い。

標準と互換性 •    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データへのア

クセス」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アク

セスのサーバ・クラス」
◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

例 次の例は、Adaptive Server Enterprise サーバ asetest 上にある運用デー

タベースの SYSOBJECTS テーブルからカラムを返します。所有者は

指定されていません。

CALL sp_remote_columns( 'asetest', 'sysobjects',
 null, 'production' )

sp_remote_exported_keys システム・プロシージャ

機能 指定されたプライマリ・テーブルに外部キーを持つテーブルに関する
情報を表示します。

nullable smallint null カラム値が許可され

る場合、このフィール
ドは 1 です。それ以外

の場合、nullable は 0 で
す。

カラム名 データ型 説明
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このシステム・プロシージャを使用するには、サーバを CREATE 
SERVER 文で定義します。

構文 sp_remote_exported_keys (
   @server_name,
   @sp_name
   [, @sp_owner
   [, @sp_qualifier ] ]
 )

引数 • @server_name プライマリ・テーブルがあるサーバを指定す

る char(128) パラメータ。このパラメータの値は必須です。

• @sp_name プライマリ・キーを格納するテーブルを指定する 
char(128) パラメータ。このパラメータの値は必須です。

• @sp_owner プライマリ・テーブルの所有者を指定するオプ

ションの char(128) パラメータ

• @sp_qualifier プライマリ・テーブルを格納するデータベース

を指定するオプションの char(128) パラメータ。このパラメー

タはオプションです。

結果セット

カラム名 データ型  説明

pk_database char (128) プライマリ・キー・
テーブルがあるデータ
ベース

pk_owner char (128) プライマリ・キー・
テーブルの所有者

pk_table char (128) プライマリ・キー・
テーブル

pk_column char (128) プライマリ・キー・カ
ラムの名前

fk_database char (128) 外部キー・テーブルが
あるデータベース

fk_owner char (128) 外部キー・テーブルの
所有者
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説明 このプロシージャは、特定のプライマリ・テーブルに外部キーを持つ
リモート・テーブルに関する情報を提供します。
sp_remote_exported_keys ストアド・プロシージャの結果セットは、プ

ライマリ・キーと外部キーの両方のデータベース、所有者、テーブ
ル、カラム、名前と、外部キー・カラムの外部キー・シーケンスを含
みます。基本となる ODBC と JDBC 呼び出しのために結果セットが変

わる場合もありますが、外部キーのテーブルとカラムに関する情報は
常に返されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

◆ 『SQL Anywhere Studio の紹介』 > 「テーブルは外部キーによっ

て関連付けられる」

例 サーバ asetest で、運用データベースの SYSOBJECTS テーブルに外部

キーを持つリモート・テーブルに関する情報を取得します。

CALL sp_remote_exported_keys (
      @server_name='asetest',
      @sp_name='sysobjects',
      @sp_qualifier='production')

fk_table char (128) 外部キー・テーブル

fk_column char (128) 外部キー・カラムの名
前

key_seq smallint キーのシーケンス番号

fk_name char (128) 外部キーの名前

pk_name char (128) プライマリ・キーの名
前

カラム名 データ型  説明
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sp_remote_imported_keys システム・プロシージャ

機能 指定された外部キーに対応するプライマリ・キーを持つリモート・
テーブルに関する情報を提供します。

このシステム・プロシージャを使用するには、サーバを CREATE 
SERVER 文で定義します。

構文 sp_remote_imported_keys  ( 
  @server_name,
  @sp_name
  [, @sp_owner
  [, @sp_qualifier ] ]
 )

引数 • @server_name 外部キー・テーブルがあるサーバを指定する 
char(128) パラメータ。このパラメータの値は必須です。

• @sp_name 外部キーを格納するテーブルを指定する char(128) 
パラメータ。このパラメータの値は必須です。

• @sp_owner 外部キー・テーブルの所有者を指定するオプショ

ンの char(128) パラメータ

• @sp_qualifier 外部キー・テーブルを格納するデータベースを

指定するオプションの char(128) パラメータ

結果セット

カラム名 データ型  説明

pk_database char (128) プライマリ・キー・
テーブルがあるデータ
ベース

pk_owner char (128) プライマリ・キー・
テーブルの所有者

pk_table char (128) プライマリ・キー・
テーブル

pk_column char (128) プライマリ・キー・カ
ラムの名前
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説明 外部キーは、対応するプライマリ・キーを持つ別のテーブル内のロー
を参照します。このプロシージャを使用すると、特定の外部テーブル
に対応するプライマリ・キーを持つリモート・テーブルのリストを取
得できます。sp_remote_imported_keys の結果セットは、プライマリ・

キーと外部キーの両方のデータベース、所有者、テーブル、カラム、
名前と、外部キー・カラムの外部キー・シーケンスを含みます。基本
となる ODBC と JDBC 呼び出しのために結果セットが変わる場合もあ

りますが、プライマリ・キーのテーブルとカラムに関する情報は常に
返されます。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

◆ 『SQL Anywhere Studio の紹介』 > 「テーブルは外部キーによっ

て関連付けられる」

例 サーバ asetest で、SYSOBJECTS テーブルの外部キーに対応するプラ

イマリ・キーを持つテーブルに関する情報を取得します。

fk_database char (128) 外部キー・テーブルが
あるデータベース

fk_owner char (128) 外部キー・テーブルの
所有者

fk_table char (128) 外部キー・テーブル

fk_column char (128) 外部キー・カラムの名
前

key_seq smallint キーのシーケンス番号

fk_name char (128) 外部キーの名前

pk_name char (128) プライマリ・キーの名
前

カラム名 データ型  説明
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CALL sp_remote_imported_keys (
      @server_name='asetest',
      @sp_name='sysobjects',
      @sp_qualifier='production')

sp_remote_primary_keys システム・プロシージャ

機能 リモート・データ・アクセスを使用してリモート・テーブルについて
のプライマリ・キー情報を提供します。

構文 sp_remote_primary_keys (
  @server_name
  [, @table_name
  [, @table_owner
  [, @table_qualifier ] ] ]
 )

引数 • @server_name リモート・テーブルがあるサーバを指定する 
char(128) パラメータ

• @table_name リモート・テーブルを指定するオプションの 
char(128) パラメータ

• @table_owner リモート・テーブルの所有者を指定するオプ

ションの char(128) パラメータ

• @table_qualifier リモート・データベースの名前を指定するオ

プションの char(128) パラメータ

結果セット

カラム名 データ型 説明

database  char (128) リモート・データベー
スの名前

owner char (128) リモート・テーブルの
所有者

table_name char (128) リモート・テーブル

column_name char (128) カラムの名前
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説明 このストアド・プロシージャは、リモート・データ・アクセスを使用
してリモート・テーブルについてのプライマリ・キー情報を提供しま
す。

基本となる ODBC/JDBC 呼び出しに違いがあるため、サーバに指定さ

れたリモート・データ・アクセス・クラスによって、返された情報の
カタログの値やデータベースの値は多少異なります。ただし、重要な
情報 ( カラム名など ) は正確です。

標準と互換性 Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

パーミッション なし

関連する動作 なし

sp_remote_tables システム・プロシージャ

機能 サーバ上のテーブルのリストを返します。

このシステム・プロシージャを使用するには、サーバを CREATE 
SERVER 文で定義します。

構文 sp_remote_tables (
  @server_name
  [, @table_name
  [, @table_owner
  [, @table_qualifier
  [, @with_table_type ] ] ] ]
 )

引数 • @server_name リモート・テーブルがあるサーバを指定する 
char(128) パラメータ

key_seq smallint プライマリ・キーの
シーケンス番号

pk_name char (128) プライマリ・キーの名
前

カラム名 データ型 説明
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• @table_name リモート・テーブルを指定する char(128) パラ

メータ

• @table_owner リモート・テーブルの所有者を指定する 
char(128) パラメータ

• @table_qualifier データベースを指定する char(128) パラメー

タ

• @with_table_type リモート・テーブルのタイプを指定します。

この引数は、Bit データ型で、0 ( デフォルト ) と 1 の 2 つの値

を指定できます。テーブルのタイプをリストするカラムを結
果セットに入れる場合は、値 1 を指定してください。

結果セット

説明 データベース・サーバを設定するときに、特定のサーバ上で使用可能
なリモート・テーブルのリストを取得しておくと役立つ場合がありま
す。このプロシージャは、サーバ上のテーブルのリストを返します。

このプロシージャには 5 つのパラメータを指定できます。テーブル、

所有者、またはデータベース名を指定すると、テーブルのリストはそ
の引数に当てはまるものだけに限定されます。

カラム名 データ型 説明

database  char (128) リモート・データベー
スの名前

owner char (128) リモート・データベー
ス所有者の名前

table_name char (128) リモート・テーブル

table_type char (128) テーブル・タイプを指
定します。このフィー
ルドの値は、リモート・
サーバのタイプによっ
て異なります。たとえ
ば、指定できる値とし
て TABLE、VIEW、

SYS、GBL TEMP があ

ります。
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標準と互換性 •    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データへのア

クセス」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アク

セスのサーバ・クラス」
◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

例 サーバ excel で参照されている ODBC データ・ソースから、使用可能

なすべての Microsoft Excel ワークシートのリストを取得します。

call sp_remote_tables ( 'excel' )

Adaptive Server Enterprise サーバ asetest の production データベースにあ

る fred が所有するすべてのテーブルのリストを取得します。

call sp_remote_tables ( 'asetest', null, 'fred', 
'production' )

sp_servercaps システム・プロシージャ

機能 リモート・サーバの機能についての情報を表示します。

このシステム・プロシージャを使用するには、サーバを CREATE 
SERVER 文で定義します。

構文 sp_servercaps ( servername )

引数 • severname CREATE SERVER 文で定義されたサーバを指定す

る char(64) パラメータ

説明 このプロシージャは、リモート・サーバの機能についての情報を表示
します。Adaptive Server Anywhere はこの機能の情報を使用して、どの

くらいの SQL 文をリモート・サーバに転送できるかを判断します。

サーバの機能を保持するシステム・テーブルは、Adaptive Server 
Anywhere がリモート・サーバに 初に接続した後でないと、移植さ
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れません。この情報は、SYSCAPABILITY と SYSCAPABILITYNAME 
から取得されます。指定したサーバ名は、CREATE SERVER 文で使用

するサーバ名と同じでなければなりません。

標準と互換性 •    Sybase   Open Client/Open Server でサポートされています。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データへのア

クセス」
◆ 『ASA SQL ユーザーズ・ガイド』 > 「リモート・データ・アク

セスのサーバ・クラス」
◆ 「CREATE SERVER 文」 467 ページ

例 リモート・サーバ testasa に関する情報を表示します。

CALL sp_servercaps ( 'testasa' )

sp_tsql_environment システム・プロシージャ

機能 ユーザが jConnect または Open Client アプリケーションから接続する

ときの接続オプションを設定します。

構文 sp_tsql_environment ( )

説明 sp_login_environment プロシージャは、LOGIN_PROCEDURE データ

ベース・オプションによって指定されるデフォルトのプロシージャで
す。新規接続ごとに、LOGIN_PROCEDURE で指定されたプロシー

ジャが呼び出されます。接続に TDS 通信プロトコルを使用する場合 (
つまり、Open Client または jConnect 接続の場合 )、今度は 
sp_login_environment が sp_tsql_environment を呼び出します。

このプロシージャは、デフォルトの Sybase Adaptive Server Enterprise 
の動作との互換性を持つように、データベース・オプションを設定し
ます。
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デフォルトの動作を変更したい場合は、新しいプロシージャを作成し
て、その新しいプロシージャを指すように LOGIN_PROCEDURE オプ

ションを変更することをおすすめします。

パーミッション なし

関連する動作 なし

参照 ◆ 「sp_login_environment システム・プロシージャ」 1003 ページ

◆ 『ASA データベース管理ガイド』 > 「LOGIN_PROCEDURE オ
プション [ データベース ]」.

例 sp_tsql_environment プロシージャのテキストを次に示します。

CREATE PROCEDURE dbo.sp_tsql_environment()
 BEGIN
   IF db_property('IQStore')='OFF' THEN
     -- ASA datastore
     SET TEMPORARY OPTION AUTOMATIC_TIMESTAMP='ON'
   END IF;
   SET TEMPORARY OPTION ANSINULL='OFF';
   SET TEMPORARY OPTION TSQL_VARIABLES='ON';
   SET TEMPORARY OPTION ANSI_BLANKS='ON';
   SET TEMPORARY OPTION TSQL_HEX_CONSTANT='ON';
   SET TEMPORARY OPTION CHAINED='OFF';
   SET TEMPORARY OPTION QUOTED_IDENTIFIER='OFF';
   SET TEMPORARY OPTION ALLOW_NULLS_BY_DEFAULT='OFF';
   SET TEMPORARY OPTION FLOAT_AS_DOUBLE='ON';
   SET TEMPORARY OPTION ON_TSQL_ERROR='CONTINUE';
   SET TEMPORARY OPTION ISOLATION_LEVEL='1';
   SET TEMPORARY OPTION DATE_FORMAT='YYYY-MM-DD';
   SET TEMPORARY OPTION TIMESTAMP_FORMAT='YYYY-MM-DD 
HH:NN:SS.SSS';
   SET TEMPORARY OPTION TIME_FORMAT='HH:NN:SS.SSS';
   SET TEMPORARY OPTION DATE_ORDER='MDY';
   SET TEMPORARY OPTION ESCAPE_CHARACTER='OFF'
   SET TEMPORARY OPTION CLOSE_ON_ENDTRANS='OFF'
 END
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システム拡張ストアド・プロシージャ

Adaptive Server Anywhere データベースには、一連のシステム拡張プロ

シージャが含まれています。これらのプロシージャは、dbo ユーザ ID 
によって所有されています。ユーザがこれらのプロシージャを使用す
るには、EXECUTE パーミッションが必要です。ただし、すでに DBA 
権限がある場合は必要ありません。

次に、各ストアド・プロシージャについて説明します。

MAPI と SMTP 用の拡張ストアド・プロシージャ

Adaptive Server Anywhere には、Microsoft Messaging API 標準 (MAPI) 
または Internet 標準のメール転送プロトコル (SMTP) を使用して電子

メールを送信するためのシステム・プロシージャが用意されていま
す。これらのシステム・プロシージャは、拡張ストアド・プロシー
ジャとして実装されます。各プロシージャは、外部 DLL の関数を呼

び出します。

MAPI または SMTP ストアド・プロシージャを使用するには、データ

ベース・サーバ・マシンから MAPI または SMTP E-mail システムにア

クセスできるようにします。

そのためのストアド・プロシージャには、次のものがあります。

•    xp_startmail   MAPI メッセージ・システムにログオンして、指

定したメール・アカウントでメール・セッションを開始する。

•    xp_startsmtp   SMTP メッセージ・システムにログオンして、指

定したメール・アカウントでメール・セッションを開始する。

•    xp_sendmail   指定したユーザにメール・メッセージを送信する。

•    xp_stopmail   MAPI メール・セッションを閉じる。

•    xp_stopsmtp   SMTP メール・セッションを閉じる。

次のプロシージャは、バックアップが完了したことをユーザ・グルー
プに通知します。
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CREATE PROCEDURE notify_backup()
 BEGIN
     CALL xp_startmail( mail_user='ServerAccount',
                         mail_password='ServerPassword'
                             );
     CALL xp_sendmail( recipient='IS Group',
                             subject='Backup',
                             "message"='Backup completed'
                             );
     CALL xp_stopmail( )
 END

次に、メール・システム・プロシージャについて説明します。

xp_startmail システム・プロシージャ

機能 MAPI で電子メール・セッションを開始します。

構文 [ [ variable = ] CALL ] xp_startmail (
  [ mail_user = mail-login-name ]
  [, mail_password = mail-password ] )

引数 • mail_user MAPI ログイン名を指定する long varchar パラメー

タ

• mail_password MAPI パスワードを指定する long varchar パラ

メータ

パーミッション NetWare ではサポートされません。

説明 xp_startmail は、電子メール・セッションを開始するシステム・スト

アド・プロシージャです。

Microsoft Exchange を使用する場合、mail-login-name 引数は Exchange 
のプロファイル名を指定します。また、プロシージャの呼び出しにパ
スワードを使用しないでください。

リターン・コード リターン・コードのリストについては、「MAPI リターン・コード」 
1021 ページを参照してください。
1017



システム拡張ストアド・プロシージャ
xp_startsmtp システム・プロシージャ

機能 SMTP で電子メール・セッションを開始します。

構文 [ [ variable = ] CALL ] xp_startsmtp (
  smtp_sender = email-address,
  smtp_server = smtp-server
  [ , smtp_port = port-number ]
  [ , timeout = timeout ] )

引数 • smtp_sender 送信者の電子メール・アドレスを指定する long 
varchar パラメータ

• smtp_server 使用する SMTP サーバを指定する long varchar パ
ラメータ。これはサーバ名または IP アドレスになります。

• smtp_port SMTP サーバで接続するポート番号を指定する整数

パラメータ。デフォルトは 25 です。

• timeout サーバからの応答を待機する秒数を指定する整数パラ

メータ。この秒数が経過すると、xp_sendmail の現在の呼び出

しは中止します。デフォルトは 60 秒です。

パーミッション NetWare ではサポートされません。

説明 xp_startsmtp は、SMTP サーバに接続し、指定された電子メール・ア

ドレスのメール・セッションを開始するシステム・ストアド・プロ
シージャです。

xp_startsmtp はサーバへの接続を開始します。この接続はタイムアウ

トになります。このため、xp_sendmail を実行する直前に SMTP を起

動することをおすすめします。

SMTP を使用した xp_sendmail では、添付書類はサポートされません。

リターン・コード リターン・コードのリストについては、「SMTP リターン・コード」 
1022 ページを参照してください。

xp_sendmail システム・プロシージャ

機能 電子メール・メッセージを送信します。
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構文 [ [ variable = ] CALL ] xp_sendmail (
  recipient = mail-address
  [, subject = subject ]
  [, cc_recipient = mail-address ]
  [, bcc_recipient = mail-address ]
  [, "message" = message-body ]
  [, include_file = file-name ] )

引数 • recipient 受信者のメール・アドレスを指定する long varchar パ
ラメータ

• subject メッセージの件名フィールドを指定する long varchar 
パラメータ

• cc_recipient メッセージの CC 受信者フィールドを指定する 
long varchar パラメータ

• bcc_recipient メッセージの BCC 受信者フィールドを指定する 
long varchar パラメータ

• "message" メッセージの内容を指定する long varchar パラメー

タ

• include_file 添付ファイルを指定する long varchar パラメータ

パーミッション MAPI で電子メール・セッションを開始する xp_startmail、または 
SMTP で電子メール・セッションを開始する xp_startsmtp を実行しま

す。

NetWare ではサポートされません。

説明 xp_sendmail は、xp_startmail または xp_startsmtp でセッションが開始

されると、指定された受信者に電子メール・メッセージを送信するシ
ステム・ストアド・プロシージャです。このプロシージャには、任意
の長さのメッセージを指定できます。

引数値は文字列です。各引数の長さは、システムで使用可能なメモリ
容量によってのみ制限されます。MESSAGE は予約語であるため、

"message" パラメータ名は二重引用符で囲む必要があります。

include_file で指定された添付ファイルは、データベース・サーバ・

マシンに存在している必要があります。
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SMTP を使用した xp_sendmail では、添付書類はサポートされません。

リターン・コード リターン・コードのリストについては、「MAPI と SMTP 用のストア

ド・プロシージャのリターン・コード」 1021 ページを参照してくださ

い。

例 次の呼び出しは、メール添付書類としてファイル prices.doc を持つ

メッセージを、ユーザ ID Sales Group に送信します。

CALL xp_sendmail(recipient='Sales Group',
         subject='New Pricing',
         include_file = 'C:¥¥DOCS¥¥PRICES.DOC' )

xp_stopmail システム・プロシージャ

機能 MAPI 電子メール・セッションを閉じます。

構文 [ variable = ] [ CALL ] xp_stopmail ()

パーミッション NetWare ではサポートされません。

説明 xp_stopmail は、電子メール・セッションを終了するシステム・スト

アド・プロシージャです。

リターン・コード リターン・コードのリストについては、「MAPI リターン・コード」 
1021 ページを参照してください。

xp_stopsmtp システム・プロシージャ

機能 SMTP 電子メール・セッションを閉じます。

構文 [ variable = ] [ CALL ] xp_stopsmtp ()

パーミッション NetWare ではサポートされません。

説明 xp_stopsmtp は、電子メール・セッションを終了するシステム・スト

アド・プロシージャです。
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リターン・コード リターン・コードのリストについては、「SMTP リターン・コード」 
1022 ページを参照してください。

MAPI と SMTP 用のストアド・プロシージャのリターン・コード

MAPI と SMTP 用の拡張ストアド・プロシージャは、次のリターン・

コードを使用します。

MAPI リターン・

コード リターン・コード 意味

0 成功

2 xp_startmail 失敗

3 xp_stopmail 失敗

5 xp_sendmail 失敗

11 受信者不明確

12 添付書類紛失

13 ディスクが満杯

14 失敗

15 メモリ不足

16 無効なセッション

17 テキスト・サイズ過大

18 ファイル数過多

19 受信者数過多

20 認識できない受信者

21 ログイン失敗

22 セッション数過多

23 ユーザ・アボート

24 MAPI がない
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SMTP リターン・

コード

25 startmail がない

リターン・コード 意味

リターン・コード 意味

0 成功

100 ソケット・エラー

101 ソケットのタイムアウト

102 SMTP サーバのホスト名を解決できない

103 SMTP サーバに接続できない

104 サーバ・エラー。応答が認識されない ( メッセージの

フォーマットが不適切な場合や、サーバが SMTP でな

い場合など )

421 <domain> サービスを使用できない。送信チャネルを閉

じる

450 要求されたメール・アクションが実行されない。メー
ルボックスを使用できない

451 要求されたアクションが実行されない。ローカルの処
理エラー

452 要求されたアクションが実行されない。システムの記
憶領域不足

500 構文エラー。コマンドが認識されない ( コマンドが長す

ぎるなどのエラーを含む場合がある )。

501 パラメータまたは引数の構文エラー

502 コマンドが実装されていない

503 コマンドの順序が不正

504 コマンド・パラメータが実装されていない
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その他のシステム拡張ストアド・プロシージャ

その他のシステム拡張ストアド・プロシージャを使用して、システ
ム・コマンドを実行できます。たとえば、ファイル I/O や文字列操作

にこれらのストアド・プロシージャを使用できます。

xp_cmdshell システム・プロシージャ

機能 プロシージャからシステム・コマンドを実行します。

構文 [ variable = CALL ] xp_cmdshell ( string [ , 'no_output' ] )

引数 • string システム・コマンドを指定する char(254) パラメータ

• 'no_output' このパラメータが文字列 'no_output' の場合、出力

は表示されません。

説明 xp_cmdshell は、システム・コマンドを実行して、制御を元の環境に

戻します。

デフォルトの動作では、出力が表示されます。第 2 パラメータが文字

列 'no_output' の場合、出力は表示されません。

550 要求されたアクションが実行されない。メールボック
スを使用できない ( メールボックスが見つからない、ア

クセス権がない、中継が許可されないなど )

551 ユーザがローカルでない。<forward-path> を試すこと

552 要求メール・アクションがアボートされた。記憶領域
の割り付けを超えた

553 要求されたアクションが実行されない。メールボック
ス名が許可されない ( メールボックスの構文が正しくな

い場合など )

554 トランザクションが失敗した

リターン・コード 意味
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2 番目のパラメータは、Windows NT/2000/XP オペレーティング・シス

テムのコンソール・アプリケーションだけに影響します。UNIX の場

合は、2 番目のパラメータの設定に関わらず、出力は表示されませ

ん。NetWare の場合は、2 番目のパラメータの設定に関わらず、実行

したすべてのコマンドがサーバ・コンソールに表示されます。

パーミッション なし

例 次の文は、現在のディレクトリにあるファイルをファイル c:¥temp.txt 
内にリストします。

xp_cmdshell('dir > c:¥¥temp.txt')

次の文は、同じ処理を実行しますが、コマンド・ウィンドウは表示さ
れません。

xp_cmdshell('dir > c:¥¥temp.txt', 'no_output' )

xp_msver システム・プロシージャ

機能 データベース・サーバのバージョンと名前についての情報を取り出し
ます。

構文 xp_msver ( string )

• string 文字列 (string) は次のいずれかでなければなりません。

文字列は文字列デリミタで囲みます。

引数 説明

ProductName 製品名 (Sybase Adaptive Server Anywhere)

ProductVersion バージョン番号とそれに続くビルド番号。フォーマッ
トは次のとおり
 

9.0.0 (1200)

CompanyName 次の文字列を返す
 

iAnywhere Solutions, Inc.

FileDescription 製品名、オペレーティング・システム名の順に返す
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説明 xp_msver は、製品、会社、バージョンなどの情報を返します。

パーミッション なし

参照 ◆ 「システム関数」 123 ページ

例 次の文は、バージョンとオペレーティング・システムの説明を要求し
ます。

SELECT xp_msver( 'ProductVersion') Version,
     xp_msver('FileDescription') Description

次に、出力例を示します。

xp_read_file システム・プロシージャ

機能 ファイルの内容を LONG BINARY 変数として返します。

構文 [ variable = CALL ] xp_read_file ( filename )

引数 • filename ファイル名を指定する long varchar パラメータ

説明 この関数は指定したファイルの内容を読み込んで、結果を LONG 
BINARY 変数として返します。

filename には、データベース・サーバの開始ディレクトリからの相対

ファイル名を指定します。

LegalCopyright ソフトウェアの著作権を示す文字列を返す

LegalTrademarks ソフトウェアの商標を示す文字列を返す

引数 説明

バージョン 説明

9.0.0 (1912) Sybase Adaptive Server Anywhere Windows NT
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この関数は、ファイルに保存されているドキュメントやイメージ全体
をテーブルに挿入するときに役立ちます。ファイルが読み込めない場
合は、関数は NULL を返します。

パーミッション DBA 権限が必要です。

参照 ◆ 「xp_write_file システム・プロシージャ」 1027 ページ

例 次の文は、テーブル t1 のカラム picture にイメージを挿入します ( 他
のカラムが NULL を受け入れることができると仮定しています )。

INSERT INTO t1 ( picture)
    SELECT xp_read_file( 'portrait.gif' )

xp_sprintf システム・プロシージャ

機能 フォーマット文字列と一連の入力文字列から文字列を作成します。

構文 [ variable = CALL ] xp_sprintf (
   out-string,
   format-string
   [, input-string ]
 )

引数 • out-string 結果文字列を格納する char(254) 出力パラメータ

• format-string フォーマット文字列を指定する char(254) パラ

メータ

• input-string 入力文字列を指定する char(254) パラメータ

説明 xp_sprintf は、フォーマット文字列と一連の入力文字列から文字列を

作成します。format-string は、 大 50 のプレースホルダ (%s) を持つ

ことができます。これらのプレースホルダには、input-string 引数が

入ります。

引数は、すべて 254 文字未満の文字列にしてください。

パーミッション なし

例 次の文は、文字列 Hello World! を変数 mystring に挿入します。
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CREATE VARIABLE mystring CHAR(254) ;
 call xp_sprintf( mystring, 'Hello %s', 'World!' );

xp_scanf システム・プロシージャ

機能 入力文字列とフォーマット文字列から部分文字列を抽出します。

構文 [ variable = CALL ] xp_scanf (
   in-string,
   format-string
   [, output-string ]
 )

引数 • in-string 入力文字列を指定する char(254) パラメータ

• format-string フォーマット文字列を指定する char(254) パラ

メータ

• output-string 結果文字列を格納する char(254) 出力パラメー

タ

説明 xp_scanf は、入力文字列とフォーマット文字列から部分文字列を抽出

します。format-string は、 大 50 の文字列プレースホルダ (%s) を持

つことができます。これらのプレースホルダの値は、output-string 引
数に入ります。

引数は、すべて 254 文字未満の文字列にしてください。

パーミッション なし

例 次の文は、文字列 World! を変数 mystring に挿入します。

CREATE VARIABLE mystring CHAR(254) ;
call xp_scanf( 'Hello World!', 'Hello %s', mystring );

xp_write_file システム・プロシージャ

機能 SQL 文からデータをファイルに書き込みます。

構文 [ variable = CALL ] xp_write_file ( filename, file_contents )
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引数 •  filename ファイル名を指定する long varchar パラメータ

• file_contents ファイルに書き込む内容を指定する long binary 
パラメータ

説明 この関数は、file_contents をファイル filename に書き込みます。成功

した場合は 0 を返し、失敗した場合は 0 以外の値を返します。

filename には、データベース・サーバの現在のディレクトリからの相

対ファイル名を指定します。ファイルがすでに存在する場合は、内容
が上書きされます。

この関数は、長いバイナリのデータをファイルにアンロードする場合
に便利です。

パーミッション DBA 権限が必要です。

参照 ◆ 「xp_read_file システム・プロシージャ」 1025 ページ

例 次のようなカラムがあるテーブル t1 を考えてみます。

•    filename   サーバに対応するファイル名

•    picture   イメージが入っている LONG BINARY カラム

次の文は、指定したファイルに画像をアンロードします。

SELECT xp_write_file( filename, picture)
FROM t1
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Adaptive Server Enterprise のシステム・プロシー

ジャとカタログ・プロシージャ

Adaptive Server Enterprise には、システム・プロシージャとカタログ・

プロシージャがあります。これらは、多くの管理用の関数を実行し、
システム情報を取得します。Adaptive Server Anywhere では、このプロ

シージャの一部がサポートされています。

システム・プロシージャは、システム・テーブルから情報を取得して
更新するための組み込みストアド・プロシージャです。カタログ・ス
トアド・プロシージャは、システム・テーブルから表形式で情報を取
り出します。

Adaptive Server Enterprise システム・プロシージャ

次のリストでは、Adaptive Server Anywhere に提供されている Adaptive 
Server Enterprise のシステム・プロシージャについて説明します。

これらのプロシージャは Adaptive Server Enterprise やバージョン 12 よ
り前の Adaptive Server IQ と同様の機能を実行しますが、まったく同

じというわけではありません。これらのプロシージャを使用する既存
のスクリプトがある場合は、プロシージャを調べてください。ストア
ド・プロシージャのテキストを参照するには、Sybase Central でプロ

シージャを開くか、または Interactive SQL から次のコマンドを実行し

ます。

sp_helptext procedure_name

Interactive SQL で全テキストが表示されない場合は、[ コマンド ] － [
オプション ] を選択し、新しい [ 表示カラムの制限値 ] を入力して出

力の幅をリセットします。

システム・プロシージャ 説明

sp_addgroup group-name データベースにグループを
追加する
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sp_addlogin userid, password[, defdb 
[, deflanguage [, fullname]]]

データベースに新規ログイ
ン ID を追加する

sp_addmessage message-num, 
message_text [, language]

ストアド・プロシージャの 
PRINT と RAISERROR 呼び

出しで使用する場合 
SYSUSERMESSAGES への

ユーザ定義メッセージを追
加する

sp_addtype typename, data-type [, 
"identity" | nulltype]

ユーザ定義データ型を作成
する

sp_adduser login_name [, name_in_db 
[, grpname]]

データベースに新規ユーザ 
ID を追加する

sp_changegroup new-group-name, 
userid

ユーザのグループを変更、
またはグループにユーザを
追加する

sp_dboption [dbname, optname, {true 
| false}]

データベース・オプション
を表示または変更する

sp_dropgroup group-name データベースからグループ
を削除する

sp_droplogin userid データベースからログイン 
ID を削除する

sp_dropmessage message-number [, 
language]

ユーザ定義メッセージを削
除する

sp_droptype typename ユーザ定義データ型を削除
する

sp_dropuser userid データベースからユーザ ID 
を削除する

sp_getmessage message-num, @msg-
var output [, language]

PRINT 文と RAISERROR 文
の場合 
SYSUSERMESSAGES から

保存されたメッセージ文字
列を取り出す

システム・プロシージャ 説明
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Adaptive Server Enterprise カタログ・プロシージャ

Adaptive Server Anywhere は、Adaptive Server Enterprise カタログ・プ

ロシージャのサブセットを実装します。次に、実装されたカタログ・
プロシージャを示します。

sp_helptext object-name システム・プロシージャ、
トリガ、またはビューのテ
キストを表示する

sp_password caller_passwd, 
new_passwd [, userid]

ユーザ ID のパスワードを

追加または変更する

システム・プロシージャ 説明

カタログ・プロシージャ 説明

sp_column_privileges サポート対象外

sp_columns table-name 
[, table-owner ] [, table-qualifier] 
[, column-name]

指定したカラムのデータ型
を返す

sp_databases サポート対象外

sp_datatype_info サポート対象外

sp_fkeys pktable_name 
[, pktable-owner][, pktable-qualifier] 
[, fktable-name] [, fktable_owner] 
[, fktable-qualifier]

指定したテーブルの外部
キー情報を返す

sp_pkeys table-name [, table_owner] 
[, table_qualifier]

指定したテーブルのプライ
マリ・キー情報を返す

sp_server_info サポート対象外

sp_special_columns table_name [, 
table-owner] [, table-qualifier] [, col-
type]

指定したテーブルのローを
ユニークに識別するのに
適な一連のカラムを返す

sp_sproc_columns proc-name [, 
proc_owner] [, proc-qualifier] [, 
column-name]

ストアド・プロシージャの
入力パラメータとリター
ン・パラメータ情報を返す
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sp_stored_procedures [sp-name] [, 
sp-owner] [, sp-qualifier]

1 つ以上のストアド・プロ

シージャの情報を返す

sp_statistics [table_name] [, 
table_owner] [, table_qualities] [, 
index_name] [, is_unique]

テーブルとそのインデック
スの情報を返す

sp_tables table-name [, table-owner] 
[, table-qualifier] [, table-type]

指定したテーブルの FROM 
句に置くことができるオブ
ジェクトのリストを返す

カタログ・プロシージャ 説明
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