
Adabas for Linux, UNIX and Windows

コマンドリファレンス

バージョン 6.6

2017 年 10 月



このマニュアルは Adabas for Linux, UNIX and Windows バージョン 6.6 およびそれ以降のすべてのリリースに適用されます。

このマニュアルに記載される仕様は変更される可能性があります。変更は以降のリリースノートまたは新しいマニュアルに記述さ
れます。

Copyright © 1987-2017 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA, Inc., Reston, VA, United States of America,
and/or their licensors.

The name Software AG, webMethods and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG
and/or Software AG USA, Inc. and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of
their respective owners.

Software AG およびその子会社が所有する登録商標および特許の詳細については、 http://documentation.softwareag.com/legal/ を確
認してください。

本ソフトウェアの一部にはサードパーティ製製品が含まれています。サードパーティの著作権表示およびライセンス規約について
は『License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third-Party Products』を参照してください。このドキュメントは製品ド
キュメントセットの一部であり、http://documentation.softwareag.com/legal/上、またはライセンス製品のルートインストールディ
レクトリ内にあります。

本ソフトウェアの利用は、Software AG のライセンス規約に則って行われるものとします。ライセンス規約は製品ドキュメントセッ
ト内、http://documentation.softwareag.com/legal/上、またはライセンス製品のルートインストールディレクトリ内にあります。

ドキュメント IDは: ADAOS-CMDREF-66-20200619JA



目次

コマンドリファレンス ...................................................................................................... ix
1 表記規則 .......................................................................................................................... 1

例に使用されている表記法 ........................................................................................ 2
2 ......................................................................................................................................... 3

表記規則 ..................................................................................................................... 4
オンライン情報 .......................................................................................................... 4
データ保護 .................................................................................................................. 5

3 概要 .................................................................................................................................. 7
Adabas コマンドの概要 ............................................................................................. 8
ユーザータイプ ........................................................................................................ 14
競合データベースアクセス ...................................................................................... 17
システム生成フィールド .......................................................................................... 46

4 Adabas の呼び出し ........................................................................................................ 35
アプリケーションプログラムのリンク .................................................................... 36
コーリング手順 ........................................................................................................ 40
ACB インターフェイスダイレクトコールの指定 .................................................... 41
ACBX インターフェイスダイレクトコールの指定 ................................................. 42
ACB ダイレクトコールと ACBX ダイレクトコールの混在 .................................... 46
Adabas コントロールブロックの構造（ACB および ACBX） ............................... 46
Adabas バッファ記述（ABD） ............................................................................... 66
バッファの定義 ........................................................................................................ 71
バッファタイプ間の関係 .......................................................................................... 72
フォーマットバッファとレコードバッファ ............................................................ 74
サーチバッファとバリューバッファ ....................................................................... 99
マルチフェッチバッファ ........................................................................................ 114
ISN バッファ .......................................................................................................... 115
Adabas フォーマット変換の要約 ........................................................................... 116
アプリケーションサーバーから Adabas コーリング ............................................ 118
認証を使用した Adabas の呼び出し ...................................................................... 120

5 プログラミングの考察 ................................................................................................. 123
コマンド ID の使用 ................................................................................................. 124
フォーマットバッファ ID の使用 ........................................................................... 127
ISN リスト処理 ....................................................................................................... 130
マルチフェッチ機能の使用 .................................................................................... 135
ACB と ACBX の機能 ............................................................................................. 137
システム生成フィールド ........................................................................................ 138
読み込み整合性 ....................................................................................................... 140
ラージオブジェクト（LOB）サポート用の Adabas コマンドインターフェイス
の機能 ..................................................................................................................... 141

6 Adabas コマンド .......................................................................................................... 143
7 A1 コマンド（レコードの更新） ................................................................................ 145

機能および使用 ....................................................................................................... 146
コントロールブロック ............................................................................................ 150

iii



フォーマットバッファ ............................................................................................ 153
レコードバッファ ................................................................................................... 154
サーチバッファ ....................................................................................................... 154
バリューバッファ ................................................................................................... 154
その他の考慮事項 ................................................................................................... 154
例 ............................................................................................................................. 158

8 BT コマンド（バックアウトトランザクション） ....................................................... 161
機能および使用 ....................................................................................................... 162
コントロールブロック ............................................................................................ 166
ISN バッファ .......................................................................................................... 167
ISN バッファ .......................................................................................................... 168

9 C1 コマンド（チェックポイント書き込み） .............................................................. 171
機能および使用 ....................................................................................................... 172
コントロールブロック ............................................................................................ 175
例 ............................................................................................................................. 175

10 C5 コマンド（PLOG にユーザーデータ書き込み） ................................................. 177
機能および使用 ....................................................................................................... 178
コントロールブロック ............................................................................................ 180
レコードバッファ ................................................................................................... 180
例 ............................................................................................................................. 180

11 CL コマンド（ユーザーセッション終了） ................................................................ 183
機能および使用 ....................................................................................................... 184
コントロールブロック ............................................................................................ 188
レコードバッファ ................................................................................................... 189
例 ............................................................................................................................. 189

12 E1 コマンド（レコードの削除） ............................................................................... 191
機能および使用 ....................................................................................................... 192
コントロールブロック ............................................................................................ 197
サーチバッファ ....................................................................................................... 198
バリューバッファ ................................................................................................... 198
例 ............................................................................................................................. 198

13 ET コマンド（エンドトランザクション） ................................................................ 201
機能および使用 ....................................................................................................... 202
コントロールブロック ............................................................................................ 208
レコードバッファ ................................................................................................... 209
ISN バッファ .......................................................................................................... 209
ISN バッファ .......................................................................................................... 210
例 ............................................................................................................................. 211

14 HI コマンド（レコードのホールド） ....................................................................... 213
機能および使用 ....................................................................................................... 214
コントロールブロック ............................................................................................ 217
例 ............................................................................................................................. 217

15 L1/L4 コマンド（レコード読み込み） ...................................................................... 219
機能および使用 ....................................................................................................... 220
コントロールブロック ............................................................................................ 225

コマンドリファレンスiv

コマンドリファレンス



フォーマットバッファ ............................................................................................ 229
レコードバッファ ................................................................................................... 229
ISN バッファ／マルチフェッチバッファ .............................................................. 229
その他の考慮事項 ................................................................................................... 230
例 ............................................................................................................................. 230

16 L2/L5 コマンド（物理順レコード読み込み） ........................................................... 243
機能および使用 ....................................................................................................... 244
コントロールブロック ............................................................................................ 248
フォーマットバッファ ............................................................................................ 251
レコードバッファ ................................................................................................... 251
ISN バッファ／マルチフェッチバッファ .............................................................. 252
その他の考慮事項 ................................................................................................... 252
例 ............................................................................................................................. 253

17 L3/L6 コマンド（論理順レコード読み込み） ........................................................... 255
機能および使用 ....................................................................................................... 256
コントロールブロック ............................................................................................ 261
フォーマットバッファ ............................................................................................ 266
レコードバッファ ................................................................................................... 266
サーチバッファ ....................................................................................................... 266
バリューバッファ ................................................................................................... 267
ISN バッファ／マルチフェッチバッファ .............................................................. 267
その他の考慮事項 ................................................................................................... 267
例 ............................................................................................................................. 268

18 L9 コマンド（ディスクリプタ順読み込み） ............................................................. 275
機能および使用 ....................................................................................................... 276
コントロールブロック ............................................................................................ 280
フォーマットバッファ ............................................................................................ 283
レコードバッファ ................................................................................................... 284
サーチバッファ ....................................................................................................... 284
バリューバッファ ................................................................................................... 284
ISN バッファ／マルチフェッチバッファ .............................................................. 285
その他の考慮事項 ................................................................................................... 285
例 ............................................................................................................................. 286

19 LF コマンド（フィールド定義読み込み） ................................................................ 291
機能および使用 ....................................................................................................... 292
コントロールブロック ............................................................................................ 295
コマンドオプション 2 = 'S' のレコードバッファ ................................................... 296
コマンドオプション 2 = Blank のレコードバッファ .............................................. 301
コマンドオプション 2 = ‘X’ および ‘F’ のレコードバッファ ................................. 302
例 ............................................................................................................................. 308

20 MC コマンド（複数コマンド発行） ......................................................................... 309
機能および使用 ....................................................................................................... 310
コントロールブロック ............................................................................................ 312
フォーマットバッファ ............................................................................................ 313
レコードバッファ ................................................................................................... 313

vコマンドリファレンス

コマンドリファレンス



サーチバッファ ....................................................................................................... 313
バリューバッファ ................................................................................................... 313
ISN バッファ .......................................................................................................... 313
処理に関する考慮事項 ............................................................................................ 314

21 N1/N2 コマンド（レコード追加） ............................................................................ 319
機能および使用 ....................................................................................................... 320
コントロールブロック ............................................................................................ 323
フォーマットバッファ ............................................................................................ 324
レコードバッファ ................................................................................................... 325
その他の考慮事項 ................................................................................................... 326
例 ............................................................................................................................. 328

22 OP コマンド（ユーザーセッションの開始） ............................................................ 331
機能および使用 ....................................................................................................... 332
ユーザータイプ ....................................................................................................... 332
コントロールブロック ............................................................................................ 337
レコードバッファ ................................................................................................... 340
ユーザーキューエレメント .................................................................................... 342
同ユーザーの前セッションを終了するための OP の使用 ..................................... 343
例 ............................................................................................................................. 343

23 RC コマンド（コマンド ID の解放） ........................................................................ 347
機能および使用 ....................................................................................................... 348
コントロールブロック ............................................................................................ 352
例 ............................................................................................................................. 353

24 RE コマンド（ET ユーザーデータの読み込み） ....................................................... 357
機能および使用 ....................................................................................................... 358
コントロールブロック ............................................................................................ 360
レコードバッファ ................................................................................................... 361
例 ............................................................................................................................. 361

25 RI コマンド（レコードの解放） ............................................................................... 363
機能および使用 ....................................................................................................... 364
コントロールブロック ............................................................................................ 366
例 ............................................................................................................................. 366

26 S1/S2/S4 コマンド（検索レコード） ......................................................................... 367
機能および使用 ....................................................................................................... 368
コントロールブロック ............................................................................................ 373
フォーマットバッファ ............................................................................................ 379
レコードバッファ ................................................................................................... 379
サーチバッファとバリューバッファ ...................................................................... 379
ISN バッファ .......................................................................................................... 380
例 ............................................................................................................................. 380

27 S8 コマンド（ISN リストの集合演算） .................................................................... 391
機能および使用 ....................................................................................................... 392
コントロールブロック ............................................................................................ 395
ISN バッファ .......................................................................................................... 397
例 ............................................................................................................................. 397

コマンドリファレンスvi

コマンドリファレンス



28 S9 コマンド（ISN リストのソート） ........................................................................ 399
機能および使用 ....................................................................................................... 400
コントロールブロック ............................................................................................ 403
ISN バッファ .......................................................................................................... 407
例 ............................................................................................................................. 407

29 付録 A ファイル定義（例） ....................................................................................... 411
30 付録 B サンプルプログラムのファイル定義 .............................................................. 417
31 付録 C C の例 ............................................................................................................. 419

C の例 ..................................................................................................................... 420
LOB 処理の C の例 ................................................................................................. 426

32 付録 D Adabas キットのサンプルファイル .............................................................. 437
33 付録 C VAX–11 MACRO の例 ................................................................................... 439
34 付録 D VAX–11 COBOL の例 .................................................................................... 449
35 付録 E VAX–11 PL/I の例 ........................................................................................... 457
36 付録 F VAX–11 FORTRAN の例 ................................................................................ 463
37 付録 G VAX–11 PASCAL の例 ................................................................................... 471
38 付録 H VAX–11 BASIC の例 ...................................................................................... 479
39 付録 I VAX–11 C の例 ................................................................................................ 485

viiコマンドリファレンス

コマンドリファレンス



viii



コマンドリファレンス

このドキュメントでは、Adabas データベースのアクセスおよび更新のための Adabas コマンド
について説明します。コマンドは、一般的に、C などの第 3 世代言語で記述されたアプリケー
ション内からの Adabas コールとして組み込まれます（コールインターフェイスについてはド
キュメント「Adabas の呼び出し」を参照）。

このドキュメントは、Adabas ダイレクトコールを使用してデータベースアプリケーションを開
発するソフトウェア開発者を対象に作成されています。

このドキュメントは次のトピックから構成されています。

「概念および機能」では、使用可能なコマンドの種類の概要、およびマルチユーザー環境でデー
タベースの完全性を維持する方法を説明します。

「Adabas の呼び出し」では、Adabas アプリケーションプログラムとの連携に関する情報を提供
し、Adabas ユーザーコールの標準呼び出し手順について説明します。さらに、Adabas コント
ロールブロック、フォーマットバッファ、レコードバッファ、サーチバッファ、バリューバッ
ファ、ISN バッファの詳細を使用例とともに説明します。

「プログラミングの考慮事項」では、アプリケーションのパフォーマンスを飛躍的に向上させる
ことができる Adabas プログラミング機能を説明します。説明するトピックは、コマンド ID の
使用、ISN リストに基づく特殊処理、単一 Adabas コールで複数レコードを検索するマルチフェッ
チ機能の使用です。

「Adabas コマンド」では、各 Adabas コマンドの詳細について説明します。

「付録 A ファイル定義」には、このマニュアル全体を通じて、例で使用されているファイル定
義およびレコード定義のサマリがあります。

「付録 B サンプルプログラムのファイル定義」には、付録 C のサンプルプログラムで使用され
ているファイル定義が含まれています。

「付録 C」では、Adabas データベースに対するアクセスや更新に Adabas コールを使用する、
C で書かれたアプリケーションプログラムの例を提供します。

「付録 D」には、Adabas キットで提供されるサンプルファイルがリストされています。

付録 C～I では、Adabas データベースをアクセスしたり、更新したりするための Adabas コール
を使用する、各種プログラミング言語で書かれたアプリケーションプログラムの例を提供しま
す。

ix



x



1 表記規則

■ 例に使用されている表記法 ......................................................................................................... 2

1



このドキュメントでは次の構文形式を用います。

{ ...}
中カッコ（{ }）内の項目は必須です。つまり、必ず値を指定する必要があります。

[ ...]
大カッコ（[ ]）内の項目はオプションです。つまり、値を必ずしも指定する必要はありませ
ん。

a | b
垂線（｜）は、2 つの値のどちらか １ つだけを指定できますが、両方は指定できないことを
意味します。つまり、"a | b" の場合は、"a" か "b" のどちらか １ つだけを指定できますが、
両方は指定できません。

,...
コンマの後の省略記号（，...）は、コンマの前の項目を何度でも繰り返すことができること
を示します。後続の繰り返しは、コンマで区切る必要があります。

例に使用されている表記法

このドキュメンテーションで提供している例では、以下の表記法を用いています。

文字列は二重引用符で囲まれます。16 進値には、先頭に 2 つの文字 "0x" ("^X") が付加されます。
文字列内の文字 'b' は空白文字を示します。

文字列は二重引用符で囲まれます。16 進値には、2 つの文字 "^X" が前に付加されます。文字列
内の文字 'b' は空白文字を示します。

コマンドリファレンス2
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表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字
folder.subfolder:service という規則を使用して webMethods Integration Server
上のサービスの保存場所を表します。

モノスペースフォン
ト

キーボードのキーを表します。同時に押す必要があるキーは、プラス記号 (+) で結ん
で表記されます。

大文字

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数を表します。本文で最初
に出現する新しい用語を表します。

斜体

入力する必要があるテキストまたはシステムから表示されるメッセージを表します。
Program code.

モノスペースフォン
ト

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッコの内側
にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文行で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力します。
| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力します。[ ]
記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを示します。情報だけを入力してください。
実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。このサイトでは Empower クレデンシャルが必要です。Empower クレデンシャ
ルがない場合は、TECHcommunity Web サイトを使用する必要があります。

Software AG Empower 製品のサポート Web サイト

もしまだEmpowerのアカウントをお持ちでないのなら、こちらへempower@softwareag.com電
子メールにて あなたのお名前、会社名、会社の電子メールアドレスをお書きの上、アカウント
を請求してください。

いったんアカウントをお持ちになれば、Empower https://empower.softwareag.com/ のeService
セクションにてサポートインシデントをオンラインで開くことができます。

製品情報は、Software AG Empower 製品のサポート Web サイト
(https://empower.softwareag.com) で入手できます。

コマンドリファレンス4

http://documentation.softwareag.com
https://empower.softwareag.com/
https://empower.softwareag.com


機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可用性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実行するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、Knowledge Base の記事を読むには、
Knowledge Center に移動します。

もしご質問があれは、こちらのhttps://empower.softwareag.com/public_directory.asp グローバ
ルサポート連絡一覧の、あなたの国の電話番号を選んで、わたくし共へご連絡ください。

Software AG TECHcommunity

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト
(http://techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実行できます。

■ TECHcommunity クレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

■ 記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする。
■ Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲示板フォーラムを使用して、質問した
り、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AG のテクノロジをどのよう
に使用しているかを学んだりすることが可能です。

■ オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護

Software AG製品は、EU一般データ保護規則(GDPR)を尊重した個人データの処理機能を提供し
ます。 該当する場合、適切な手順がそれぞれの管理ドキュメントに記載されています。

5コマンドリファレンス
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この章では、次のトピックについて説明します。

■ Adabas コマンドの概要
■ ユーザータイプ
■ 競合データベースアクセス

Adabas コマンドの概要

Adabas は、データベースオペレーションを行うパワフルで柔軟なコマンドを提供しています。

ここでは、Adabas コマンドの概要を説明します。

コマンドは、機能ごとに以下のように分類されます。

■ データベース問い合わせ
■ データストレージ読み込み
■ アソシエータ読み込み
■ データベース更新
■ 論理トランザクション処理
■ チェックポイント
■ 特殊処理コマンド

データベース問い合わせ

データベース問い合わせを行うには、S1、S2、および S4 コマンドを使用します。S8 および S9
コマンドは、データベース問い合わせで作成された ISN リストの特殊処理を行います。

S1/S4

S1/S4 コマンドは、指定検索条件を満足するレコードの集合を選択します。検索条件には、1 つ
のフィールド/派生ディスクリプタまたは論理演算記号で結ばれた複数のフィールド/派生ディス
クリプタを使用できます。

S1/S4 コマンドは、指定検索条件を満足するレコードの集合を選択します。検索条件内では、
ディスクリプタと非ディスクリプタの両方を使用できます。ディスクリプタのみを使用する場
合、問い合わせを（データストレージにアクセスせず）インバーテッドリストのみで解決する必
要があります。検索条件にディスクリプタが含まれていない場合、S1/S4 コマンドはファイル内
の各レコードを読み込んで、問い合わせを解決します。

Adabas は S1/S4 コマンドの実行結果として、検索条件を満たすレコードの数と選択レコードの
ISN リストを返します。

オプションとして、実行結果の ISN リスト中の先頭 ISN を持つレコードを同時にデータストレー
ジから読み込むこともできます。
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S4 コマンドを使用すると、ISN リストの先頭にある ISN のレコードをホールド状態にすること
ができます。ホールドされたレコードが解放されるまで、他のユーザーはそのレコードを更新で
きません。

S2

S2 コマンドでは、選択したレコードの ISN をユーザー指定の検索条件のソート順で返すことを
除いて、S1 コマンドに類似しています。また、検索条件には非ディスクリプタフィールドを指
定できます。昇順または降順を指定できます。

S8 および S9

S8 コマンドでは、以前に S1/S4、S8、S9 のいずれかのコマンドで作成した 2 つの ISN リストに
論理演算を実行します。

論理演算として AND（論理積）、OR（論理和）、NOT を使用できます。

AND は、2 つの ISN リストに共通する ISN のリストを作成します。

OR は、2 つの ISN リストのどちらかに入っている ISN のリストを作成します。

NOT は、第 1 ISN リストにあって、第 2 ISN リストに存在しない ISN のリストを作成します。

S9 コマンドは、先に S1/S4、S2、S8 または S9 コマンドで作成された ISN リストをソートしま
す。

ISN リストは、ISN（昇順に限ります）、または 1 個から 3 個のユーザー指定ディスクリプタ
（昇順または降順）でソートできます。

ISN リストは、ISN（昇順のみ）または 1～3 個のユーザー指定ディスクリプタ（昇順または降
順）でソートできます。

上記いずれかの Sx コマンドで作成した ISN リストは、現在のユーザーセッションで後から読み
込めるように Adabas 一時ワークスペースに格納できます。

データストレージ読み込み

L1～L6 コマンドは、データストレージからレコードを読み込むために使用します。
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L1/L4

L1 コマンドは、データストレージから単一レコードを読み込みます。ユーザーは、ファイル番
号、読むレコードの ISN、および値を求めたいフィールドを指定します。Adabas は、要求フィー
ルドの値を要求したフォーマットで返します。

L4 コマンドは、レコードをホールド状態に置くことを除けば、L1 コマンドと同じです。レコー
ドが解放されるまで、他のユーザーはレコードを更新できません。

GET NEXT オプションは、ユーザーが ISN を指定せずに、ISN リスト内の ISN で識別されるレ
コードを順に読み込むために用います。

READ ISN SEQUENCE オプションは、レコードを ISN 順に読み込むのに使用します。ユーザー
指定の ISN が存在する場合は指定 ISN のレコードを読み、ない場合は次に高い ISN のレコード
を読み込みます。

L2/L5

L2 コマンドでは、データストレージに物理的に格納されている順にファイルからレコードを読
み込みます。ユーザーは、ファイル番号と、値を入手したいフィールドを指定します。Adabas
は要求されたフィールドの値を返します。

L5 コマンドは、読み込んだレコードをホールド状態にすることを除けば、L2 コマンドと同じで
す。レコードが解放されるまで、他のユーザーはレコードを更新できません。

L3/L6

L3 コマンドでは、ユーザー指定ディスクリプタの論理順にデータストレージからレコードを読
み込みます。ユーザーは、ファイル番号、順序制御に用いるディスクリプタ、および値を求める
フィールドを指定します。コマンドの開始および/または終了する値、および値を求めるフィー
ルドが返されます。レコードは、指定したディスクリプタの値の昇順または降順で返されます。

L6 コマンドは、読んだレコードをホールド状態にすることを除けば、L3 コマンドと同じです。
レコードが解放されるまで、他のユーザーはレコードを更新できません。

アソシエータ読み込み

L9 および LF コマンドは、アソシエータから直接情報を読み込みます。
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L9

L9 コマンドは、あるディスクリプタのインバーテッドリスト内の各値と、その値をもつレコー
ド数を返します。

ユーザーは、ファイル番号と値を求めたいディスクリプタ、コマンド処理を開始および／または
終了する値を指定します。

値は昇順で返されます。

LF

LF コマンドでは、ファイルのフィールド定義を返します。

ユーザーは、フィールド定義情報を得たいファイルを指定します。

ファイル内の全フィールドのフィールド定義が返されます。各フィールド定義は、フィールド
名、レベル番号、標準フォーマット、標準長、および定義オプションから構成されています。

データベース更新

A1、E1、および N1/N2 コマンドは、データベース更新を行います。A1 で更新するレコードま
たは E1 で削除するレコードは、更新や削除を行う前にホールドされていなければなりません。

A1

A1 コマンドでは、レコード内の 1 つ以上のフィールドの内容を更新します。ユーザーは更新す
るレコードのファイル番号と ISN を指定し、更新するフィールドと更新する値も同時に指定し
ます。

Adabas によって、アソシエータおよびデータストレージに必要な修正が行われます。アソシ
エータ更新が必要になるのは、ディスクリプタを更新する場合に限られます。

E1

E1 コマンドは、レコードの削除を行います。ユーザーは、削除するレコードのファイル番号と
ISN を指定します。

Adabas によって、アソシエータおよびデータストレージに必要な修正が行われます。
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N1/N2

N1/N2 コマンドでは、ファイルに新しいレコードを追加します。ユーザーは、レコードを追加
するファイル番号と使用フィールドとその値を指定します。

Adabas によって、アソシエータおよびデータストレージに必要な修正が行われます。

N1 コマンドを使用する場合、新規レコードの ISN は Adabas によって割り当てられます。N2
コマンドを使用する場合は、ユーザーが ISN を与えます。

論理トランザクション処理

BT、ET、および RE コマンドは、論理トランザクション処理に使用します。論理トランザクショ
ンコマンドを使用する主な目的は、ユーザーまたは Adabas の異常終了時に、正常に処理された
最後のトランザクションの後から、ユーザーが再開できるようにすることです。サブトラクショ
ンのコンセプトにより、完全なトランザクションではない、現在のトランザクション内の業務単
位をバックアウトすることができます。

BT

BT コマンドは、現在処理中のトランザクションまたは 1 つ以上のサブトランザクションをバッ
クアウトします。

トランザクション中に行われた更新、追加、削除のすべての処理は除かれ、トランザクション中
にホールド状態にされた全レコードは解放されます。

ET

ET コマンドは、現在のトランザクションまたはサブトランザクションの終了を示します。

ET コマンドを実行すると、トランザクションに関連したデータプロテクション情報がすべて物
理的に格納されます。トランザクションで実行した更新処理を物理的にデータベースに適用する
前に現在の Adabas セッションが終了した場合、このデータプロテクション情報を使用して、ト
ランザクション中の更新処理が次の Adabas セッション開始時に適用されます。

ET コマンドは、トランザクション中にホールド状態になっていた全レコードを解放します。

また、ET コマンドを使用して、Adabas システムファイルにユーザーデータを格納することも
できます。このデータは OP または RE コマンドで読み込むことができ、ユーザーが再開すると
きに使用できます。
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RE

RE コマンドは、先に CL、または ET コマンドで Adabas システムファイルに格納されたユー
ザーデータを読みます。

チェックポイント

C1 コマンドは、Adabas のチェックポイントまたはユーザーに対して使用します。

C1

C1 コマンドでは、チェックポイントを取得します。

C1 コマンドにより、現在の全データプロテクション情報をデータプロテクションログに物理的
に書き、チェックポイントエントリをデータプロテクションログとシステムチェックポイント
ファイルに書き出します。このチェックポイントエントリは、後続で更新取り消しまたは更新再
適用のための参照ポイントとして必要となります。

特殊処理コマンド

CL

CL コマンドは、ユーザーセッションを終了します。

CL コマンドにより、現在の全データプロテクション情報をデータプロテクションログに書き込
み、現在ユーザーに対しホールド状態にある全レコードを解放し、現在ユーザーに割り当ててい
る全コマンド ID（および対応する ISN リスト）を解放し、また Adabas システムファイルにユー
ザーデータを格納します（オプション）。

C5

C5 コマンドは、ユーザーデータを Adabas プロテクションログに書き込みます。

HI

HI コマンドでは、レコードをホールド状態にします。ユーザーは、ホールド状態にするレコー
ドの ISN とファイル番号を指定します。

レコードがホールド状態になると、解放されるまで他のユーザーは更新できません。
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MC

MC コマンドは、他のコマンドを単一マルチコール内のサブコールとして一緒にまとめます。

MC コマンドは、ACB インターフェイスでのみ使用できます。MC コマンドを ACBX インター
フェイスで実行した場合の結果は未定義です。この動作は、今後のアップデートパッケージの 1
つで変更される可能性があります。

OP

OP コマンドは、ユーザーセッションの開始を示します。OP コマンドは、次のユーザー指定が
必要です。

■ 排他制御更新ユーザー
■ アクセスオンリーユーザー
■ 後続のセッションで読む必要のあるユーザーデータを Adabas システムファイルに格納したい
ユーザー

■ 特別な優先権を割り当てられたユーザー
■ データベースのファイルの一部に限定されたユーザー
■ サブトランザクションを使用するユーザー

RC

RC コマンドは、現在アクティブなコマンド ID（または全コマンド ID）を解放します。

RI

RI コマンドはホールド状態からレコードを解放します。

解放するレコードの ISN とファイル番号を指定します。またユーザーは、ひとつも更新されな
かった、現在ホールド状態にある全レコードを解放することも要求できます。

ユーザータイプ

ユーザーが行うファイルのアクセスおよび更新の種類によって、Adabas はいくつかのユーザー
タイプを認識します。

■ アクセスオンリーユーザー（ユーザータイプ "AC"）
■ ET ロジックユーザー（ユーザータイプ "ET"）
■ 排他制御ユーザー（ユーザータイプ "EX"）
■ 排他制御更新ユーザー（ユーザータイプ "EX,ET"）
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■ ユーティリティユーザー（ユーザータイプ "UT"）

アクセスオンリーユーザー

アクセスオンリーユーザーは、ファイルに対して読み取り専用のアクセスを行います。このユー
ザーはレコードのホールド、更新、削除、追加、および ET または BT コマンドは発行できませ
ん。

注意: 共有ロックは、データの読み込みのみを行うユーザーにも有用なように思われます
が、共有ロックには ET ユーザーでのみサポートされているトランザクションも必要で
す。そのため、レコードを共有または排他的ホールド状態にする L4～6 コマンドおよび
S4 コマンドは、通常、アクセスオンリーユーザーには許可されません。アクセスオンリー
ユーザーは、ダーティリード操作のみを実行できます。

OP コマンドを発行するときに、レコードバッファに ACC パラメータだけを指定すると、この
ユーザーは現セッションでアクセスオンリーユーザーになります（詳細については、OP コマン
ド参照）。

アクセスオンリーユーザーは、ADAOPR DISPLAY=UQ の Type 欄に AC で表示されます。

ET ロジックユーザー

ET ロジックユーザーは、現在のセッションにトランザクションロジックを使用します（詳細に
ついては、「論理トランザクション処理」セクション参照）。これは、トランザクション進行時
に更新される全レコードを、ホールド状態にしておかなければならないことを意味します。トラ
ンザクションは、ET、BT、または CL コマンドで終了しなければなりません。そうしないと、
トランザクション全体が、対応するトランザクション継続タイムリミット（TT）を超えてから
バックアウトされます（詳細については、「タイムリミット」参照）。

ET ロジックユーザーは ET 状態または他の状態になります。ET 状態であるということは、この
ユーザーがホールドしているレコードは １ つもないことを表します。

ユーザーは、次のいずれかの場合に ET ロジックユーザーになります（詳細については、OP コ
マンド参照）。

■ レコードバッファに UPD パラメータを指定して、OP コマンドを発行するとき
■ OP コマンドを指定しないで、セッションを開始するとき（暗黙の OP コマンド）

ET ロジックユーザーは、ADAOPR DISPLAY=UQ の Type 欄に ET で表示されます。
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排他制御ユーザー

排他制御ユーザーは、ファイルをオープンして、読み込みおよび更新を実行します。他のユー
ザーがそのファイルにアクセスする際は、読み取り専用に制限するか、排他制御ユーザーセッ
ションがアクティブな間は一切アクセスできないようにします。

排他制御は、ファイルの競合アクセスや更新を防ぐだけではありません。他のユーザーの動作に
関係なくファイルをリストアできるため、リカバリ手順を単純化できます。

排他制御ユーザーのファイルアクセスには、次の 2 つのタイプがあります。

■ 排他ファイル更新：ファイルを更新するためにオープンします。他のユーザーはファイルを読
み込めますが、更新できません。OP コマンドを発行するときに、レコードバッファに EX U
パラメータを指定すると、このユーザーは、現セッションで排他ファイル更新のできる排他制
御ユーザーになります（詳細については、OP コマンド参照）。

■ 排他ファイルオープン：ファイルを更新するためにオープンします。他のユーザーは、ファイ
ルを読み込むことも更新することもできません。OP コマンドを発行するときに、レコード
バッファに EX Fパラメータを指定すると、このユーザーは、現セッションで排他ファイルオー
プンを実行できる排他制御ユーザーになります（詳細については、OP コマンド参照）。

一般的に、排他制御ユーザーセッションはトランザクションロジックを使用しません（次の「排
他制御更新ユーザー」項目参照）。このセッションでは、開始時に OPEN チェックポイント、
終了時に CLSE チェックポイントが出力されます。

レコードホールドコマンドを使用するかどうかは、現ファイルのオープンモードだけでなく、
ユーザータイプによっても決まります。ET ロジックを操作する排他制御ユーザーは、ファイル
を排他更新モードで開いているかどうかに関係なく、レコードの変更前に、実際のトランザク
ション処理の場合と同じ方法ですべてのレコードをホールド状態にする必要があります。排他制
御ユーザーだけが、ISN ホールドロジックを使用しないで排他モードでオープンされたファイル
のレコードを更新できます。

排他制御ユーザーはファイルリストに更新ファイルを追加できません。しかし、これは排他制御
更新ユーザーにとって可能です（詳細については、次のセクション参照）。

排他制御を実行しているユーザーは、C1 コマンドを使用して書き込みするチェックポイントを
使用することができます。チェックポイント後に適用された更新を取り除いたり、チェックポイ
ント前に適用された更新を再度適用したりするための参照ポイントとして、このチェックポイン
トを後で使用できます。

排他制御ユーザーは、ADAOPR DISPLAY=UQ の Type 欄に EX で表示されます。
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排他制御更新ユーザー

排他制御ユーザーが現セッションでトランザクションロジックを使用したいときに当てはまりま
す。これは、ユーザーがファイルに排他更新したにもかかわらず、トランザクションロジックを
使用して、そのすべての更新を実行することを意味します。OPEN および CLSE チェックポイン
トは、排他制御ユーザーの場合と同様に、セッションの開始と終了に書き出されます。

ET ロジックを操作する排他制御ユーザーは、ファイルを排他更新モードで開いているかどうか
に関係なく、レコードの変更前に、実際のトランザクション処理の場合と同じ方法ですべてのレ
コードをホールド状態にする必要があります。

ユーザーは、次のいずれかの場合に排他制御更新ユーザーになります（詳細については、OP コ
マンド参照）。

■ レコードバッファに排他ファイル更新（EXU）または排他ファイルオープン（EXF）および同
時に起こるファイル更新（UPD）パラメータを指定して、OP コマンドを発行するとき

■ 排他制御ユーザーセッションで ET コマンドを発行するとき

排他制御更新ユーザーは、ファイルリストに更新ファイルを追加できます。これは排他制御ユー
ザーにはできません。

排他制御を実行しているユーザーは、C1 コマンドを使用して書き込みするチェックポイントを
使用することができます。チェックポイント後に適用された更新を取り除いたり、チェックポイ
ント前に適用された更新を再度適用したりするための参照ポイントとして、このチェックポイン
トを後で使用できます。

排他制御更新ユーザーは、ADAOPR DISPLAY=UQ の Type 欄に EX,ET で表示されます。

ユーティリティユーザー

ユーティリティユーザーは、Adabas ユーティリティを使用してセッションを開始する場合に定
義されます。

ユーティリティユーザーは、ADAOPR DISPLAY=UQ の Type 欄に UT で表示されます。

競合データベースアクセス

このセクションでは、競合更新環境でデータ保全性を確保するのに使用される Adabas 機能につ
いて説明します。

競合データベースアクセスは、2 人以上のユーザーが同じ Adabas ファイル（複数可）にアクセ
スするときに発生します。Adabas は、このような状況で発生する可能性がある次の完全性の問
題に対処します。

17コマンドリファレンス

概要



■ 更新トランザクション - 2 人のユーザーが同時に同じレコードを更新したときに、更新が失わ
れてはなりません。

■ 読み込みトランザクション - 同じトランザクションで複数のレコードが更新された結果とし
て、検索トランザクションで見つかったレコードが整合しないことがあってはなりません。こ
の場合、一部のレコードが更新前の状態になっていて、一部のレコードが更新後の状態になり
ます。

このセクションでは、共有ロックと排他的ロックの取得と解除、リソースのデッドロック、およ
び排他制御更新について説明します。

この目的のために、Adabas はレコードの共有ロックまたは読み込み（S）ロック、および排他
的ロックまたは書き込み（X）ロックをサポートしています。

■ レコードの排他的ロックを取得しているユーザーも、レコードの排他的ロックを待機している
ユーザーもいない場合にのみ、レコードの共有ロックを取得できます。同じレコードに対し
て、複数のユーザーが共有ロックを同時に持つことができます。レコードの共有ロックを取得
することを、レコードを共有ホールド状態にするともいいます。

■ ユーザーは、他のユーザーがレコードの共有ロックまたは排他的ロックを持っていない場合に
のみ、レコードの排他的ロックを取得できます。レコードの排他的ロックを取得することを、
レコードを排他的ホールド状態にするともいいます。

■ これらのロックは、必要となるすべての完全性要件を満たすのには不十分です。Adabas は、
まずどのレコードが検索条件を満たすかを判断し、結果のレコードのロックを順次取得しま
す。そのため、レコードの読み込み時に、一部のレコードがすでに検索条件を満たさなくなっ
ている可能性や、すべてのレコードが処理される前に、検索条件を満たす他のレコードが新た
に存在している可能性があります。共有ロックと排他的ロックだけでは不十分な場合は、更新
のためにファイル全体をロックできます。

レコードロックコマンド

FIND WITH HOLD コマンド（S4）、READ WITH HOLD コマンド（L4、L5、L6）、または
HOLD ISN コマンド（HI）を発行すると、レコードはロックされます。また、ET ロジックユー
ザーが N1/N2 コマンドを発行すると、追加されたレコードは排他的ホールド状態になります。
適切なオプションを指定した A1 コマンド、および E1 コマンドでも、レコードが排他的にロッ
クされます。

これらのいずれかのコマンドが正しく完了すると、そのレコード（ISN）は共有ロックまたは排
他的ロックされます。レコードがすでに他のユーザーによってロックされていてロックできない
場合、レコードホールドコマンドを発行したユーザーは、レコードが使用可能になるまで待ち状
態に置かれます。使用可能になった時点で、Adabas はコマンドを再度有効化します。

レコードホールドコマンドに RETURN（R）オプションを付けて発行すると、ホールドしよう
とするレコードが他のユーザーにホールドされている場合、Adabas はユーザーを待機状態にお
かずに、レスポンスコード 145 を返します。
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FIND（S1）または READ（L1、L2、L3）コマンドを発行するユーザーは、レコードが他ユー
ザーにロックされていてもレコードを読み込めます（ダーティリード）。

HI、L4、L5、L6、S4 コマンドを使用したレコードのロック

コマンド HI、L4、L5、L6 および S4 に適切なコマンドオプション 3 を指定して、所定のロック
タイプを指定できます（次の表を参照）。ロックを許可できない場合、Adabas は次の処理を行
います。

■ RETURN オプションを指定して Adabas コマンドを発行した場合、Adabas はレスポンスコー
ド 145 を返します。

■ Adabas がデッドロック状態を検出した場合、Adabas はレスポンスコード 9 を返し、デッド
ロック状態を解決するためにトランザクションをロールバックします。

■ そうでない場合、Adabas は要求したロックモードが許可されるか、トランザクションタイム
リミットを超えるまでコマンドの実行を中断します。

RETURN オプションは、コマンドオプション 1 で指定します。これはマルチフェッチオプショ
ンを使用するかどうかの指定にも使用します。次の表に、コマンドオプション 1、マルチフェッ
チオプションおよび RETURN オプション間のマッピングを示します。

RETURN オプションマルチフェッチオプションコマンドオプション 1

×○M

○○O

○×R

××空白

ロックタイプはコマンドオプション 3 で指定します。このコマンドオプションは、共有ロックが
再度解除されるタイミングも指定します。次の表に、コマンドオプション 3 の使用法を示しま
す。

ロックが解除されるタイミングロック
タイプ

コマンドオプション 3

X空白 ■トランザクションの終了またはバックアウト
■ RI コマンド（レコードが更新されていない場合のみ）

SC（HI では指定不可） ■読み込みコマンドの最後（レコードが別のコマンドによって
まだロックされていない場合のみ）

SQ（マルチフェッチとともに指
定することは不可、L4 はコマ

■この読み込みシーケンスの次の順次読み込みコマンドまたは
RC の開始時。複数のコマンドシーケンスでコマンドオプショ

ンドオプション 2 = N の場合の ン Q を使用して同じレコードが読み込まれた場合、これらの
み、S4 は空白／ゼロ以外の CID すべてのコマンドシーケンスで次のレコードが読み込まれた
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ロックが解除されるタイミングロック
タイプ

コマンドオプション 3

とき、または RC が実行されたときにのみ解放されます。別の
コマンドが同じレコードを排他的にロックしている場合、ま

および ISN バッファ長 4 の場合
のみ、HI では指定不可）

たはコマンドオプション S を使用してレコードが共有ロック
されている場合、レコードは解放されません。

■コマンドオプション S で共有ロックされたレコードを解放す
るいずれかのイベント。

SS ■トランザクションの終了またはバックアウト
■バックアウトサブトランザクション
■ RI コマンド

注意: 

1. S4 コマンドは、最初のレコードのみをホールド状態にします。
2. C オプションは、現在の読み込み処理後、レコードを共有ホールド状態に維持することなく、

ダーティリードを回避します。
3. Q オプションを使用して、同じレコードに対して整合性のある複数の読み込み処理を実行で

きます。読み込みシーケンスの次のレコードが読み込まれると、レコードは再び解放されま
す。次のレコードが読み込まれる前に、現在のトランザクションがコミットまたはロールバッ
クされた場合も、ロックが解除されます。

4. コマンドオプション空白、Q、または S に定義されている時間が経過する前に、RI コマンド
を使用してロックを解除することもできます。ただし、排他的なロックは、レコードが現在
のトランザクションで更新されていない場合にのみ解除されます。

5. コマンドオプション 3 は ACB には含まれていないので、共有ロックは ACBX インターフェ
イスでのみサポートされます。

ホールドオプション使用のレコード更新

ユーザーに対して排他的ホールド状態になっている任意のレコードは、A1 または E1 コマンド
を発行して更新／削除できます。

A1 コマンドは、レコードが排他的ホールド状態にある場合や、H、R、L、T、' のいずれかのオ
プションが指定されている場合にのみ実行されます。これらのいずれのオプションも使用せず、
かつレコードがホールド状態ではない場合は、レスポンスコード 144 が返されます。レコードが
他のユーザーによって現在ロックされていて、かつ R または U オプションが指定されている場
合は、レスポンスコード 145 が返されます。レコードが他のユーザーによって現在ロックされて
いて、かつ H または L オプションが指定されている場合、A1 コマンドはレコードが再び使用可
能になるまで待機します。デッドロックが検出された場合は、レスポンスコード 9 が返されま
す。
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A1 コマンドでの T オプションの使用方法の詳細については、「プログラミングの考慮事項」の
「システム生成フィールド」を参照してください。

このユーザーがホールドしていないレコードに対して E1 コマンドを発行する場合、Adabas は、
他ユーザーがホールドしていなければ、そのレコードをホールド状態にします。レコードが他の
ユーザーによって現在ロックされていて、かつ R オプションが指定されている場合は、レスポ
ンスコード 145 が返されます。R オプションがない場合は、E1 コマンドはレコードが再び使用
可能になるまで待機します。デッドロックが検出された場合は、レスポンスコード 9 が返されま
す。

E1 コマンドの発行前、削除するレコードを読み込んだときに、それをホールド状態にしないと
します。この場合は、E1 コマンドの実行前に、他のユーザーが当該レコードを更新／削除しな
いことは保証されません。

ホールドキューレスポンスコードの概要

Adabas がデッドロック状態を検出し、バックアウトトランザクションを実行してデッドロック
を解決すると、レスポンスコード 9 が返されます。

1 ユーザーがホールドできる最大レコード数（ADANUC および ADAOPRのNISNHQ パラメー
タ）に達すると、レスポンスコード 47 が返ります。

レスポンスコード 144 は、A1 コマンドが発行され、そのレコードがユーザーに対してホールド
状態でないときに返されます。

レスポンスコード 145 は、次の状態が起こるときに返されます。

■ ホールド状態に置くレコードを要求するコマンドが発行され、そのレコードがすでに他のユー
ザーにホールドされていて、かつ RETURN オプション（コマンドオプション 1 に R がセット
されている）がそのコマンドで指定されていたとき。この場合、アディション 2 フィールドに
0 が返ります。

■ A1、E1、または N1/N2 コマンドが発行され、レコードに対する使用可能なエントリがホール
ドキューに存在しなかった場合、アディション 2 フィールドに 16 進値 FFFFFFFF が返ります。

レコードのロック解除

トランザクションをコミットまたはロールバックする ET、BT、CL、または OP コマンドは、
ユーザーがロックしたすべてのレコードのロックを解除します。ET および BT の場合は、レコー
ドのサブセットのロックを維持することもできます。

単一レコードのロックは、RI コマンドでも解除できます。ただし、レコードが現在のトランザ
クションで更新されている場合、ロックは解除されません。

以下の例は、レコードホールドロジックに基づいて、コマンドが待機する方法を示しています。
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USER 1 USER 2 USER 3

S4 with CO3=S:
Find ISN 1 and 2
Shared lock for ISN 1
Read ISN 1

S4 with CO3=C:
Find ISN 1 and 2
Shared lock for ISN 1
Read ISN 1
Release shared lock for ISN 1

S4 with CO3=blank:
Find ISN 1 and 2

L4 with CO3=S: Wait for ISN 1
Shared Lock for ISN 2 ¦
Read next ISN 2 ¦

¦
L4 with CO3=S: ¦
EOF ¦

¦
ET: ¦
Release ISNs 1 and 2 V

Exclusive lock for ISN 1
Read ISN 1

A1:
Update ISN 1

L4 with CO3=blank:
Exclusive lock for ISN 2
Read ISN 2

L4 with CO3=C:
Wait for next ISN 2
¦ A1:
¦ Update ISN 2
¦
¦ ET:
¦ Commit updates
¦ Release ISNs 1 and 2
V
Read ISN 2

L4 with CO3=C:
EOF
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レコードロックのアップグレードとダウングレード

ロックされていないレコードの排他的ロックを取得するコマンドと同じコマンドで、レコード
ロックを共有から排他へとアップグレードできます。

レコードロックは、コマンドオプション 3 = S を指定した RI コマンドで排他から共有にダウング
レードできますが、レコードが現在のトランザクションで更新されていない場合に限ります。

トランザクション終了後もレコードをホールド状態に保つ

通常、トランザクションをコミットまたはロールバックすると、このトランザクションでロック
されていたすべてのレコードがホールド状態から解放されます。ただし、一部またはすべてのレ
コードをホールド状態のままにすることもできます。

■ コマンドオプション 1 = M を指定した ET または BT コマンドを指定した場合は、ISN バッファ
に指定されたレコードのみがホールド状態から解放されます。ユーザーの残りのロックは変更
されません。

■ コマンドオプション 3 = H を指定して ET または BT コマンドを指定した場合、ユーザーによっ
てロックされたすべてのレコードはホールド状態を維持しますが、排他的ロックは共有ロック
にダウングレードされます。

サブトランザクション

サブトラクションのコンセプトにより、完全なトランザクションではない、現在のトランザク
ション内の業務単位をバックアウトすることができます。Adabas では、サブトランザクション
に、サブトランザクションの終了までの一意性チェックおよび参照整合性チェックの遅延が含ま
れます。

ユーザーセッションは、S オプションを指定した OP コマンドによってサブトランザクションで
有効になります。この OP コマンドは、最初のサブトランザクションを開始します。

■ S オプションを指定した後続の ET コマンドは、現在のサブトランザクションを終了し、新し
いサブトランザクションを開始します。セーブポイントが定義されます。セーブポイントは、
このセーブポイントより後に実行されたデータベースのすべての更新を後でバックアウトでき
ることを意味します。各セーブポイントにはセーブポイント ID があり、これは S オプション
を指定した ET コマンドの Adabas コントロールブロックのコマンド ID フィールドに返され
ます。トランザクションの開始は、常にセーブポイント ID 0 になります。通常、セーブポイ
ント ID は新しいサブトランザクションの開始時に 1 ずつ増えますが、前のサブトランザク
ションにロックや更新のアクティビティがない場合は、セーブポイント ID が変わらないこと
があります。

■ S オプションを指定した後続の BT コマンドは、この BT コマンドで指定したセーブポイント
後に実行されたすべての更新をバックアウトします。

注意: ロールバックされたサブトランザクションで RI コマンドを実行した場合、レコー
ドのロックは失われたままになります。その間に他のユーザーがレコードをロックして
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いた可能性があるので、これは必要な動作です。バックアウトサブトランザクションで
ISN のロックがまだ必要な場合は、この ISN に対して RI コマンドは実行しないでくだ
さい。

■ S オプション未指定の後続の BT コマンドは、現在の完全なトランザクションをバックアウト
し、新しいサブトランザクションも開始します。

■ S オプション未指定の後続の ET コマンドは、現在の完全なトランザクションをコミットし、
新しいサブトランザクションも開始します。

例：

この例では、次のコマンドシーケンスを想定しています。

ET=>CID=7… ET-S=>CID=1… ET-S=>CID=2… BT-S(CID=2)… ET-S=>CID=3… BT-S(CID=1)… ET=>CID=8

トランザクション終了時に返される CID と、サブトランザクション終了時に返される CID で
は、内容が異なることに注意してください。

■ トランザクション終了時には、コミットされたトランザクションのトランザクションシーケン
ス番号が返されます。

■ サブトランザクション終了時には、現在のセーブポイント ID が返されます。最初のサブトラ
ンザクションの開始時のセーブポイントは、常にセーブポイント ID 0 になります。したがっ
て、ET 後の最初のサブトランザクション終了時のセーブポイント ID は、セーブポイント ID
1 になります。

最初の BT-S コマンドには CID=2 が指定されていて、最後のサブトランザクション（セーブポイ
ント ID 2）がロールバックされ、ET-S=>CID=2 の後のすべての更新処理がロールバックされま
す。

2 番目の BT-S コマンドには CID=1 が指定されていて、前に開始されたサブトランザクションが
ロールバックされ、最後の ET-S=>CID=1 の後のすべての更新処理がロールバックされます。

つまり、トランザクションには、最終的に、左矢印が下にない右（黒）矢印がマークされた処理
が含まれます。左（赤）矢印はロールバックされた更新処理を示します。
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サブトランザクションまたはトランザクション全体に対して発行される BT コマンドとは無関係
な BT コマンドの場合、以前の BT サブトランザクションですでにロールバックされている処理
を再度ロールバックしてはなりません。

サブトランザクション内では、すべての Adabas コマンドと、それらの変更を WORK に記録す
るすべての Ux コマンドが許可されます。両方のコマンドタイプの組み合わせも使用できます。

注意: レスポンスコード 9 が返された後にサブトランザクションロジックのあるユーザー
セッションが消失した場合、サブトランザクションロジックを続行するには、S オプショ
ンを指定した新しい OP コマンドが必要です。

サブトランザクションの開始とロールバックは、常に WORK と PLOG に記録されます。

参照整合性

ファイルに対して参照整合性制約が定義されているとします。この場合、サブトランザクション
の終了時（サブトランザクションがアクティブ化された場合）、およびファイルの
STORE/UPDATE/DELETE コマンド終了時に参照整合性がチェックされます。参照整合性制約
の定義方法の詳細については、『管理マニュアル』の「FDT のレコード構造」で「参照制約」
を参照してください。

注意: 参照整合性チェックにより、暗黙的なデータベース処理（カスケード削除など）が
多数発生する可能性があります。
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リソースのデッドロック

2 人のユーザーが、相互に他方のユーザーに対して現在ホールド状態にあるレコードを要求して
いるため、両方とも待ち状態にあります。このとき、リソースのデッドロックが発生します。た
だし、Adabas はこの状態を検出し、デッドロックを起こしたユーザーのトランザクションを
バックアウトすることでこれを解決します。

デッドロック検出

USER 1 ADABAS USER 2
READ WITH HOLD (L4)
FILE 1 ISN 1

ISN 1 HELD FOR
USER 1

READ WITH HOLD
(L4) FILE 1 ISN 2

ISN 2 HELD FOR
USER 2

READ WITH HOLD (L4)
FILE 1 ISN 2

USER 1 MUST WAIT...
ISN 2 HELD BY USER 2

READ WITH HOLD
(L4) FILE 1 ISN 1

DEADLOCK DETECTED
THE CURRENT TRANSACTION
OF USER 2 IS BACKED OUT.
USER 2 RECEIVES RESPONSE 9
AND 'DEADLOCK DETECTED' IN
THE ADDITIONS 2 FIELD OF THE
CONTROL BLOCK.

タイムリミット

リソースのデッドロックは、トランザクションタイムリミットによって Adabas が自動的に解決
します。

トランザクション時間の測定は、最初のコマンドがレコードをホールド状態に置いたときに開始
し、プログラムが ET、BT、または CL コマンドを発行したときに終了します。

トランザクションが上記の制限を超えると、Adabas は BACKOUT TRANSACTION(BT) コマン
ドを自動的に生成します。これにより、トランザクション中の更新処理はすべて取り消され、ト
ランザクション中にホールドされた全レコードは解放されます。ユーザーが次に発行するコール
で、レスポンスコード 9 が返されます。

2 種類のタイムリミットを定義します。
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1. トランザクションタイムリミット（TT）、トランザクションを実行しなければならない最大
待ち時間です。トランザクションタイムリミットは、ET ステータスにない ET ユーザーにの
み適用されます。

2. 非アクティビティタイムリミット（TNAx）、ユーザーアクティビティがある一定時間起こら
なかった場合に、アクションが取られるまでの時間です。

上記のタイムリミットの値は OP コール、ADANUC または ADAOPR で設定できます（詳細に
ついては、『Adabas ユーティリティ』を参照）。現在のセッションに対する OP コールに指定
したユーザー定義の値は、ADANUC または ADAOPR で定義した値を上書きします。

これらのタイムリミットの値は、ADANUC または ADAOPR で設定できます（詳細について
は、『Adabas ユーティリティマニュアル』を参照してください）。

ユーザーアクティビティは、ADAOPR の STOP コマンドで止めることができます。

OPTIONS=OPEN_REQUIRED を指定してニュークリアスが稼動しているときにタイムリミット
が超える場合は、次のアクションが行われます（ここで使用している短縮形は後で説明します）。

タイムアウトユーザータイプ
STOPTNAxTT

非 ID ユーザーID ユーザー非 ID ユーザーID ユーザー

CLSUQECLSUQE-アクセスオンリー
CLSUQECLSUQE-ET ステータスの ET ロジック

ユーザー
BT、SUQEBT、SUQEBT、RSP9ET ステータスでない ET ロ

ジックユーザー
CLSE チェックポイント、
SUQE

CLSE チェックポイント、
SUQE

-ET ステータスの ET ロジック
使用排他制御ユーザー

BT、CLSE チェックポイント、
SUQE

BT、CLSE チェックポイント、
SUQE

BT、RSP9ET ステータスでない ET ロ
ジック使用排他制御ユーザー

CLSE チェックポイント、
SUQE

CLSE チェックポイント、
SUQE

-ET ロジック未使用排他制御
ユーザー

CL--ユーティリティユーザー

OPTIONS=OPEN_REQUIRED を指定しないでニュークリアスが稼動しているときにタイムリ
ミットを超えた場合は、次のアクションが行われます。
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タイムアウトユーザータイプ
STOPTNAXTT

CLCL-アクセスオンリー
CLCL-ET ステータスの ET ロジックユーザー
BT、CLBT、CLBT、RSP9ET ステータスでない ET ロジックユーザー
CLCL-ET ステータスの ET ロジック使用排他制御ユーザー
BT、CLBT、CLBT、RSP9ET ステータスでない ET ロジック使用排他制御ユーザー
CLCL-ET ロジック未使用排他制御ユーザー
CL--ユーティリティユーザー

グローバルトランザクションから発生したユーザーキューエレメントの扱いは異なります。詳細
については、『管理マニュアル』の「XA サポート」で「ユーザーキューの取り扱い」を参照し
てください。

SUQE（ユーザーキューエレメントのスクラッチ）：全コマンド ID の解放およびファイルリス
ト、ユーザー ID（存在する場合）、ユーザータイプのスクラッチ。また、次のコールにレスポ
ンス 9 を設定します。次のコールでレスポンス 9 を受け取ると、ユーザーキューエレメントは削
除されます。このユーザーキューエレメントはタイムアウトになりやすい傾向があります（ユー
ザーキューエレメントの詳細については「OP コマンド」を参照）。

BT の意味：Adabas は、ユーザーの現トランザクションをバックアウトします。

CL の意味：Adabas は、ユーザーセッションをクローズします。

RSP9 の意味：Adabas は、次回のユーザーコマンドに対してレスポンスコード 9 を返します。

ID ユーザー：セッションのオープン時に ID を指定したユーザー。後でこのユーザーのアクティ
ビティによって起こるログのエントリをマークするのに使用します。

例

以下の表は、ユーザー 1 が最終的にトランザクションタイムリミットを超過したために、Adabas
がユーザー 1 のトランザクションをバックアウトし、したがってユーザー 2 が処理を再び続ける
ことができるようになった例です。

Adabas は、ユーザー 1 が次のコマンドを発行したときにレスポンスコード 9 を返すことによっ
て、ユーザー 1 の現在のトランザクションがバックアウトされたことを通知します。ユーザー 1
はバックアウトトランザクションを最初から繰り返すか、または別のトランザクションを発行で
きます。

トランザクションタイムリミットは、ET ロジックを用いるプログラムだけに適用されます。
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トランザクションタイムリミット

USER 1 ADABAS USER 2
ISN 1 HELD FOR
USER 1

READ WITH HOLD
(L4) FILE 1 ISN 2

ISN 2 HELD FOR USER 2
READ WITH HOLD
(L4) FILE 1 ISN 2

USER 1 MUST WAIT*
(ISN 2 HELD BY USER 2)

READ WITH HOLD
(L4) FILE 1 ISN 1

USER 2 MUST WAIT*
(ISN 1 HELD BY USER 1)
(BOTH USERS WAITING)
USER 1 HAS EXCEEDED
TRANS. TIME LIMIT.
ADABAS ISSUES BT
FOR USER 1.
ISN 1 RELEASED.
USER 1 NOTIFIED THAT
HIS TRANSACTION HAS
BEEN BACKED OUT
(RESPONSE CODE = 9).
ISN 1 READ AND HELD
FOR USER 2.

USER 1 MAY NEXT COMMAND
REISSUE TRANSACTION
OR ISSUE
ANOTHER TRANSACTION.

(*) READ WITH HOLD コマンドに RETURN オプションを使用すると、ユーザーは待機状態に
置かれず、代わりにレスポンスコード 145 が返されます。
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Transaction and Non-Activity Time Limits

リカバリ／再スタート

ここでは、データプロテクション、リカバリ、およびユーザー再スタートに関する Adabas コマ
ンド機能について説明します。

データベース更新を実行できる Adabas ユーザータイプ（ET ロジックユーザーと排他制御ユー
ザー）、各ユーザータイプのチェックポイント手順、および AUTOBACKOUT 機能について説
明します。

ET ロジックユーザー

論理トランザクションコマンド ET、BT、および RE を使用して、トランザクションの再スター
ト機能を可能にします。トランザクション再スタートとは、前回のユーザーセッションで最後に
正常終了したトランザクション後の最初のトランザクションから始まるユーザーセッションを開
始できる機能です。論理トランザクションコマンドを使用するユーザーを ET ロジックユーザー
と呼びます。
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論理トランザクション

論理トランザクションとは、データベース内の情報が論理的に矛盾のないことを保証するため
に、ひとまとめに実行されなければならない最小の業務（ユーザーが定義した）の単位です。

論理トランザクションは、1 つまたは複数の Adabas コマンドから構成され、論理的な 1 業務単
位を完了するのに必要なデータベースの更新も行います。論理トランザクションは、レコードを
ホールド状態におくコマンドで開始され、ET（BT または CL）コマンド発行時に終了します。

ET コマンド

ET コマンドは、論理トランザクションの終了時点で発行する必要があります。ET コマンドの実
行完了により、トランザクション中に行われた更新処理のすべてが、後続のユーザーまたは
Adabas セッションの中断に関係なく、物理的にデータベースへ適用されることを保証します。

ET コマンドが正常に実行されないと、トランザクション内で行われた更新処理は、Adabas に
よってバックアウトされます。

ET コマンドにより、トランザクション中でホールドされていた全レコードが解放されます。
Adabas は、ユニークなトランザクションシーケンス番号を返します。ユーザーは更新内容の検
証や再スタート時にこのシーケンス番号を使用し、該当トランザクションを識別できます。

また、ET コマンドを使用して、Adabas システムファイルにユーザーデータを格納することも
できます。このデータは再スタートの目的で使用することができ、OP または RE コマンドで読
むことができます。

ET コマンド

USER PROGRAM ADABAS
FIND (S4), UPDATE (A1)

RECORD UPDATED IN ADABAS
BUFFER BUT NOT NECESSARILY
WRITTEN TO THE DATABASE

FIND (S1), HOLD ISN (HI),
UPDATE (A1)

RECORD UPDATED IN ADABAS
BUFFER BUT NOT NECESSARILY
WRITTEN TO THE DATABASE

END TRANSACTION (ET)
DATA PROTECTION INFORMATION
FOR THE TRANSACTION IS WRITTEN
TO THE ADABAS WORK AND LOG

FIND (S4), UPDATE (A1)
RECORD UPDATED IN ADABAS
BUFFER BUT NOT NECESSARILY
WRITTEN TO THE DATABASE

FIND (S1), HOLD ISN (HI),
UPDATE (A1)
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RECORD UPDATED IN ADABAS
BUFFER BUT NOT NECESSARILY
WRITTEN TO THE DATABASE

. . . ADABAS OR USER SESSION INTERRUPTION . . .

次の Adabas セッションの開始時、またはこのユーザーがタイムアウトしたときに、トランザク
ション 1 での更新処理は両方とも物理的にデータベースに書き込まれます（すでに書き込まれて
いなかった場合）。トランザクション 2 での更新処理は、このトランザクションに対して ET コ
マンドが処理されていなかったため、物理的に書き込まれません（またはバックアウトされま
す）。

BT コマンド

BT コマンドは、現在処理中のトランザクション内ですでに行われたすべての更新処理を無効に
するために発行します。これは、プログラムエラーのとき、または全トランザクションを完全に
実行できないと判断したときに必要な機能です。

BT コマンドにより、トランザクション中にホールドされていた全レコードはホールド状態から
解放されます。

コマンドシーケンス

FIND (S4)
UPDATE (A1) (modify field XX to value 20)
FIND (S4)
UPDATE (A1) (modify field YY to value 50)
END TRANSACTION (ET)

FIND (S4)
UPDATE (A1) (modify field XX to value 10)
BACKOUT TRANSACTION (BT)

実行結果は、フィールド XX=20、YY=50 となります。フィールド XX の 2 番目の更新は、BT コ
マンドにより無効になります。

Adabas は、ユーザートランザクションがトランザクションタイムリミット、または非アクティ
ビティタイムリミットを超えると、自動的に BT コマンドを生成します。Adabas は、最後のト
ランザクションがバックアウトされたことをユーザーに示すために、レスポンスコード 9 を返し
ます。バックアウトトランザクション中にホールドされていた全レコードは、ホールド状態から
解放されます。

バックアウトの手続きは、

■ 異常終了したユーザーが発行した不完全なトランザクション内で実行したすべての更新を無効
にします。

■ 2 ユーザー間のリソースのデッドロックを解決します（詳細については、｢リソースのデッド
ロック｣参照）。
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アクティブユーザーに対して論理トランザクションがバックアウトされると、ユーザーはバック
アウトトランザクションを再発行するか、別のトランザクションを発行します。

Adabas によって生成された BT コマンド（ユーザーはアクティブのまま）

FIND (S4)
UPDATE (A1)
FIND (S4)
UPDATE (A1)
END TRANSACTION (ET) (end transaction 1)

FIND (S4)
UPDATE (A1)
FIND (S4)
User must wait (record not available)

-------TRANSACTION TIME LIMIT EXCEEDED

BACKOUT (BT) issued by Adabas; logical transaction
2 backed out; user receives response code 9 for S4
command.

Adabas によって生成された BT コマンド（ユーザーはアクティブでなくなります）

FIND (S4)
UPDATE (A1)
FIND (S4)
UPDATE (A1)

-------USER PROGRAM TERMINATES ABNORMALLY

BACKOUT (BT) issued by Adabas; both updates are
backed out and all held records are released.

自動バックアウト

AUTOBACKOUT は、Adabas ニュークリアスによって Adabas セッションの始めに実行され、
ET ロジックユーザーが発行した不完全なトランザクションでのすべての更新を無効にします。

AUTOBACKOUT（自動バックアウト）は、ET ロジックユーザーだけに実行されます。
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システム生成フィールド

Adabas ファイルには、Adabas 自体によって値が自動的に生成されるフィールドを含めること
ができます。これらのフィールドのことをシステム生成フィールドといいます。

システム生成フィールドは、次の値を含むことができます。

■ レコードの作成日時または最終更新日時を示すタイムスタンプ。
■ レコードを作成したユーザー、またはレコードを最後に更新したユーザーに関する情報。

詳細については、『管理マニュアル』の「FDT のレコード構造」、「定義オプション」にある
「システム生成フィールド」を参照してください。
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ここではアプリケーションプログラムをリンクするのに使用する手順および Adabas コマンドを
実行するために、Adabas をコールするのに使用する手順について説明します。

Adabas でサポートされているコントロールブロックインターフェイスごとに 1 つ、合計 2 種類
の Adabas ダイレクトコールがあります。

■ ACB ダイレクトコールインターフェイスは、Adabas バージョン 6.1 より前の Adabas リリー
スで使用されている従来のダイレクトコールインターフェイスです。このフォーマットのダイ
レクトコールには、従来の Adabas コントロールブロック（ACB）を使用する必要がありま
す。Adabas バージョン 6.1 より前の Adabas リリースを使用している場合は、アプリケーショ
ンによるダイレクトコールで ACB ダイレクトコールインターフェイスが使用されます。

■ ACBX ダイレクトコールインターフェイスは、Adabas 6.1 以降の Adabas リリースから使用さ
れている拡張ダイレクトコールインターフェイスです。この形式のダイレクトコールでは、拡
張版の Adabas コントロールブロック（ACBX）を使用する必要があります。Adabas バージョ
ン 6.1（以降）をインストールしている場合は、アプリケーションでこの形式のダイレクトコー
ルを使用できます。それ以外の場合は、使用できません。

Adabas バージョン 6.1 以降では、ACB ダイレクトコールインターフェイスと ACBX ダイレクト
コールインターフェイスの両方が完全にサポートされています。

■ ACB ダイレクトコールインターフェイスを使用する既存のアプリケーションプログラムは、
変更せずに、従来と同じ方法で実行できます。

■ さらに、ACBX ベースまたは ACB ベースのどちらのダイレクトコールインターフェイスをア
プリケーションプログラムで使用するのかを、コールごとに決めることができます。1 つのプ
ログラムが両方のインターフェイスを使用できます。

コントロールブロックおよび関連バッファには、実行する Adabas コマンド、そのコマンドに必
要な付加情報（パラメータまたはオペランド）を指定します。該当するコントロールブロック
（ACB または ACBX）へのポインタが常に、Adabas コールに指定する最初のオペランドである
必要があります。

この章では、次のトピックについて説明します。

アプリケーションプログラムのリンク

すべてのアプリケーションプログラムが Adabas インターフェイスにリンクされている必要があ
ります。利用できるインターフェイスは次のとおりです。
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Windows での DLL 名UNIX での共有ライブラリ名インターフェイス名

adalnkx.dlllibadalnkx.s[ol]adalnkx

adalnk32.dlllibadalnk.s[ol]adalnk

adalnknc.dlllibadalnknc.s[ol]adalnknc

インターフェイスごとの使用対象について、次の表に示します。

adalnkncadalnkadalnkx

xマルチスレッドアプリケーション
xxxシングルスレッドアプリケーション
xxNet-work 2 サポート

xxNet-work 7 サポート
xxxXA サポート
xxxACB ダイレクトコールインターフェイス

xACBX ダイレクトコールインターフェイス

注意: 

1. Adabas バージョン 5.1 から adalnkx と adalnk の両方で XA がサポートされるため、adalnknc
を使用する必要はなくなりました。adalnknc は Adabas バージョン 3.3 との互換性を保つた
めにのみ提供されています。

2. クライアントアプリケーションにリンクするには、adalnk または adalnkx のいずれかを使用
する必要があります（両方を同時に使用することはできません）。

UNIX プラットフォームでのリンク

アプリケーションは、いくつかの方法で Adabas インターフェイスにリンクできます。

動的リンク
アプリケーションは、Adabas インターフェイスに必要な共有ライブラリとリンクされます。
共有ライブラリが実行時に検出されるように、LD_LIBRARY_PATH に $ACLDIR/lib を含め
る必要があります。

Adabas のインストール時に提案されたとおりに環境を設定した場合は、実行時に共有ライ
ブラリが検出される場所である $ACLDIR/lib がライブラリパスに含まれます。

スタブを介したロード
アプリケーションは、ディレクトリ $ACLDIR/lib 内の Adabas スタブオブジェクト adabasx.o
（adalnkx のロード用）または adabas.o（adalnk のロード用）とリンクされます。次に、実
行時の $ADALNK 環境変数の参照先として、使用する共有ライブラリを指定する必要があ
ります。スタブ adabasx.o とリンクする場合、環境変数 $ADALNKX は共有ライブラリ
libadalnkx.so をポイントしている必要があります。Adabas インターフェイスは $ACLDIR/lib
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ディレクトリから別の共有ライブラリを呼び出すので、LD_LIBRARY_PATH に $ACLDIR/lib
を含める必要があります。

dlopen を介したロード
dlopen を介して Adabas インターフェイスをロードすることもできます。Adabas のインス
トール時に提案されたとおりに環境を設定した場合は、dlopen コールでフルパスを指定する
必要はありません。ライブラリパスには、Adabas インターフェイスが格納されている
$ACLDIR/lib が含まれています。

注意: Adabas インターフェイスが一度しかロードされない場合があります。dlclose
を使用して Adabas インターフェイスを閉じて再ロードすると、エラーが発生する可
能性があります。

注意: アプリケーションに S ビットが設定されているときに Adabas インターフェイスを
使用する場合は、インストールのルートディレクトリーを /opt/softwareag にする必要が
あります。その場合、/opt/softwareag/AdabasClient/lib に含まれている現在の Adabas イ
ンターフェイスを使用して、S ビットが設定されているアプリケーションから Adabas イ
ンターフェイスをロードすることができます。

重要: adalnk/adalnkx には、シグナル SIGUSR1 後にスタックバックトレースを表示する
ことなどを目的としたシグナルハンドラが含まれています。このシグナルハンドラは、環
境変数 SMP_SIGNAL_HANDLING を 0 に設定すると、停止することができます。アプ
リケーションで独自のシグナル処理を行う場合は停止する必要があります。停止しない
と、adalnk/adalnkx シグナルハンドラと競合するため、シグナルがアプリケーションの
シグナルハンドラで予想どおりに処理されなくなる可能性があります。例えば Natural で
は、このシグナルを出力に使用します。Adabas のインストール時に提供される環境変数
設定を使用している場合は、すでに SMP_SIGNAL_HANDLING が 0 に設定されていま
す。
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64 ビット UNIX プラットフォームでの 32 ビットモードアプリケーションのリンク

Adabas バージョン 3 では、64 ビット UNIX プラットフォームで 32 ビットモードアプリケーショ
ンをリンクするために別のインターフェイス（adalnk32）が提供されていましたが、Adabas
バージョン 5.1 以降では、前述のインターフェイスと同じインターフェイスの 32 ビットモード
バージョンが別々のディレクトリに用意されています。Adabas Version 6.1 以降では、32 ビッ
トモード用のインターフェイスが、$ACLDIR/$ACLVERS/lib_32 に格納されています。

注意: インストール時に環境変数 $LD_LIBRARY_PATH の設定が指定されますが、これ
は 64 ビットモード用であり、32 ビットモード用ではありません。64 ビットプラットフォー
ムで 32 ビットモードのアプリケーションを実行するユーザーは、アプリケーションを起
動する前に $LD_LIBRARY_PATH が正しく設定されているかどうか注意する必要があり
ます。

Windows でのリンク

動的リンク

adankx.lib、adalnk32.lib、または adalnknc.lib とリンクされます。この方法では、実行時に対応
する DLL が %PATH% から動的にリンクされます。Adabas のインストール後に %PATH% を
変更していない場合、DLL は %ACLDIR%（32 ビット版）または %ACL64DIR%（64 ビット版）
からロードされます。

注意: 

1. 64 ビット版では、インターフェイス adalnkx のみがサポートされています。
2. 64 ビット版のインターフェイスは、Adabas が 64 ビット版でインストールされているプラッ

トフォームでのみ使用できます。

コンパイルやリンクのオプションなどの詳細については、%ACLDIR%\..\examples\client 内の
makefile および C コードのサンプルを参照してください。
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LoadLibrary または LoadLibraryEx を介したロード

LoadLibrary または LoadLibraryEx を使用して Adabas インターフェイスをロードすることもで
きます。DLL のフルパスを指定しないことをお勧めします。これは、正しい Adabas インター
フェイスが格納されているフォルダは、インストールされている Adabas バージョン、および
Windows オペレーティングシステムとモード（32 ビットまたは 64 ビット）によって異なるた
めです。Adabas のインストール時に、正しい Adabas インターフェイスが検出されるように
PATH が設定されます。

注意: Adabas インターフェイスが一度しかロードされない場合があります。Adabas イン
ターフェイスを Freelibrary または FreeLibraryAndExitThread で解放し、再ロードすると
エラーが発生する可能性があります。

コーリング手順

ユーザーは、使用しているプログラミング言語（VAX–11：MACRO、COBOL、PL/I、
FORTRAN、PASCAL、BASIC、C）で提供される標準コール手順を使用して Adabas を呼び出
します。

USER PROGRAM

.

.

CALL ADABAS USING . . .

.

.

.

CALL ADABAS USING . . .

.

.
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ACB インターフェイスダイレクトコールの指定

ACB インターフェイスを使用してダイレクトコールを行う場合は、次のような構文を使用しま
す（これは COBOL の例です）。

CALL 'ADABAS' USING acb-control-block-name
[format-buffer]
[record-buffer]
[search-buffer]
[value-buffer]
[ISN-buffer]

ACB ダイレクトコールの場合、Adabas はこの構文に示されている順にバッファが指定されてい
るものと見なします。コールに必要なバッファがない場合は、バッファを指定する必要はありま
せん。ただし、フォーマットバッファは必要ないものの、他のバッファのいずれか（例えば、レ
コードバッファ）が必要な場合は、レコードバッファより前にダミー（または空白）のフォー
マットバッファを指定する必要があります。同じく、コールで ISN バッファのみが必要な場合
は、ダミーのフォーマットバッファ、レコードバッファ、サーチバッファ、およびバリューバッ
ファも指定する必要があります。

次の表に示す斜体の文字は、実際の構文では置き換えられる項目です。ACB コントロールブロッ
クのフォーマットおよび Adabas バッファの詳細については、「Adabas コントロールブロック
（ACB）」および「バッファの定義」を参照してください。異なる ABD タイプ間の関係の詳細
については、「バッファタイプ間の関係」を参照してください。

実際に割り当てられる内容置き換えられる文字

コールに使用する Adabas コントロールブロック（ACB）へのポインタ。acb-control-block-name

コールに使用するフォーマットバッファの名前またはポインタ。単一の ACB
ダイレクトコールには、フォーマットバッファを 1 つのみ指定できます。

format-buffer

コールに使用する ISN バッファの名前またはポインタ。単一の ACB ダイレ
クトコールには、ISN バッファを 1 つのみ指定できます。

ISN-buffer

コールに使用するレコードバッファの名前またはポインタ。単一の ACB ダ
イレクトコールには、レコードバッファを 1 つのみ指定できます。

record-buffer

コールに使用するサーチバッファの名前またはポインタ。単一の ACB ダイ
レクトコールには、サーチバッファを 1 つのみ指定できます。

search-buffer

コールに使用するバリューバッファの名前またはポインタ。単一の ACB ダ
イレクトコールには、バリューバッファを 1 つのみ指定できます。

value-buffer
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ACBX インターフェイスダイレクトコールの指定

アプリケーションにダイレクトコールを指定する方法は、新しい ACBX インターフェイスを使
用している場合、従来の ACB インターフェイスとは異なります。また、コールはメインフレー
ムアプリケーションおよびオープンシステムアプリケーションによってさまざまに異なります。
このセクションでは、次のトピックについて説明します。

■ ACBX インターフェイスダイレクトコールの C インターフェイス
■ ACBX インターフェイスダイレクトコールのメインフレームインターフェイス

ACBX インターフェイスダイレクトコールの C インターフェイス

アプリケーションにダイレクトコールを指定する方法は、新しい ACBX インターフェイスを使
用している場合、従来の ACB インターフェイスとは異なります。オープンシステムアプリケー
ションで ACBX インターフェイスを使用してダイレクトコールを行う場合は、次のような構文
を使用します（これは C の例です）。

adabasx(ACBX_pointer, ABD-count, ABD-list-pointer)

各 ABD は、関連するバッファより前に直接記述するか、または各 ABD にそのバッファへのポ
インタを含めます。これでバッファを効率的に表現できます。

ABD は、ACBX インターフェイスダイレクトコールのどの場所にも指定できますが、異なるタ
イプの ABD 同士を対にする必要がある場合には、ABD の対が順番になるように指定します。
例えば、コールの中にフォーマットバッファの ABD とレコードバッファの ABD がそれぞれ 3
つずつ存在する場合、最初のフォーマットバッファの ABD とレコードバッファ ABD が対にな
り、続いて 2 番目、3 番目の ABD 同士が対になります。

指定した ABD の対の数が一致しない場合は、不足分のダミーの ABD（バッファ長はゼロ）が
生成されます。例えば、フォーマットバッファの ABD を 3 つ指定し、レコードバッファの ABD
を 2 つ指定した場合、3 番目のフォーマットバッファの ABD と対になるように、ダミーのレコー
ドバッファの ABD が 1 つ生成されます。ダミーのレコードバッファの ABD と 2 番目のフォー
マットバッファの ABD を対にする必要がある場合は、3 番目のフォーマットバッファと対にな
るレコードバッファの ABD の前にダミーのレコードバッファの ABD を指定する必要がありま
す。

レコードバッファ内のデータを、フォーマットバッファ内のフォーマット指定では記述していな
いコマンドの場合は、フォーマットバッファセグメントの指定は必要ありません。指定した場合
は無視されます。このような指定が可能なコマンドは、OP コマンドの他に数種類しかありませ
ん。

次の表に示す斜体の文字は、実際の構文では置き換えられる項目です。拡張 Adabas コントロー
ルブロック（ACBX）のフォーマット、Adabas バッファ記述（ABD）、および Adabas バッファ
の詳細については、「拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）」、「Adabas バッファ記述

コマンドリファレンス42

Adabas の呼び出し



（ABD）」、および「バッファの定義」を参照してください。異なるバッファタイプ間の関係
の詳細については、「バッファタイプ間の関係」を参照してください。

説明パラメータ

コールに使用する拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）に対するポインタ。ACBX_pointer

ダイレクトコールの ABD リストに含まれている ABD ポインタの数。ABD-count

ダイレクトコールの ABD リストへのポインタ。ABD リストには、ACBX ダイレク
トコールが使用するすべての ABD へのポインタ参照が含まれています。ABD リス
トの詳細については、「ABD リスト」を参帯してください。

ABD-list-pointer

これらの adabasx パラメータは次の図で示されています。

重要: ACBX および ABD は、最初の Adabas コールの前に、それぞれ
SETACBX(ACBX_pointer) および SETABD(ABD_pointer) のコールによって初期化する必
要があります。

ACBX インターフェイスダイレクトコールのメインフレームインターフェイス

アプリケーションにダイレクトコールを指定する方法は、新しい ACBX インターフェイスを使
用している場合、従来の ACB インターフェイスとは異なります。メインフレームアプリケー
ションで ACBX インターフェイスを使用してダイレクトコールを行う場合は、次のような構文
を使用します（これは COBOL の例です）。

CALL 'ADABAS' USING acbx-control-block-name
reserved-fullword
reentrancy-token

[format-buffer-ABD record-buffer-ABD [multifetch-buffer-ABD]]...
[search-buffer-ABD]
[value-buffer-ABD]
[ISN-buffer-ABD]
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[performance-buffer-ABD]
[user-buffer-ABD]

各 ABD は、関連するバッファより前に直接記述するか、または各 ABD にそのバッファへのポ
インタを含めます。これでバッファを効率的に表現できます。

ABD は、ACBX インターフェイスダイレクトコールのどの場所にも指定できますが、異なるタ
イプの ABD 同士を対にする必要がある場合には、ABD の対が順番になるように指定します。
例えば、コールの中にフォーマットバッファの ABD とレコードバッファの ABD がそれぞれ 3
つずつ存在する場合、最初のフォーマットバッファの ABD とレコードバッファ ABD が対にな
り、続いて 2 番目、3 番目の ABD 同士が対になります。

指定した ABD の対の数が一致しない場合は、不足分のダミーの ABD（バッファ長はゼロ）が
生成されます。例えば、フォーマットバッファの ABD を 3 つ指定し、レコードバッファの ABD
を 2 つ指定した場合、3 番目のフォーマットバッファの ABD と対になるように、ダミーのレコー
ドバッファの ABD が 1 つ生成されます。ダミーのレコードバッファの ABD と 2 番目のフォー
マットバッファの ABD を対にする必要がある場合は、3 番目のフォーマットバッファと対にな
るレコードバッファの ABD の前にダミーのレコードバッファの ABD を指定する必要がありま
す。

レコードバッファ内のデータを、フォーマットバッファ内のフォーマット指定では記述していな
いコマンドの場合は、フォーマットバッファセグメントの指定は必要ありません。指定した場合
は無視されます。このような指定が可能なコマンドは、OP コマンドの他に数種類しかありませ
ん。

次の表に示す斜体の文字は、実際の構文では置き換えられる項目です。拡張 Adabas コントロー
ルブロック（ACBX）のフォーマット、Adabas バッファ記述（ABD）、および Adabas バッファ
の詳細については、「拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）」、「Adabas バッファ記述
（ABD）」、および「バッファの定義」を参照してください。異なるバッファタイプ間の関係
の詳細については、「バッファタイプ間の関係」を参照してください。

実際に割り当てられる内容置き換えられる文字

コールに使用する拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）に対する
ポインタ。

acbx-control-block-name

コールに使用するフォーマットバッファセグメントを定義するフォーマッ
トバッファ ABD の名前またはポインタ。各フォーマットバッファセグメ

format-buffer-ABD

ントは、ピリオドで終了し、単独のフォーマットバッファとして完結した
有効なものである必要があります。単一の ACBX ダイレクトコールには、
複数のフォーマットバッファ ABD を指定できます。
コールに使用する ISN バッファセグメントを定義する ISN バッファ ABD
の名前またはポインタ。単一の ACBX ダイレクトコールには、ISN バッ
ファ ABD を 1 つのみ指定できます。

ISN-buffer-ABD

コールに使用するマルチフェッチバッファセグメントを定義するマルチ
フェッチバッファ ABD の名前またはポインタ。単一の ACBX ダイレクト

multifetch-buffer-ABD

コールには、複数のマルチフェッチバッファ ABD を指定できます。現在、
オープンシステム上の Adabas ではサポートされていません。
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実際に割り当てられる内容置き換えられる文字

パフォーマンスバッファセグメントを定義するパフォーマンスバッファ
ABD の名前またはポインタ。現在、オープンシステム上の Adabas ではサ
ポートされていません。

performance-buffer-ABD

コールに使用するレコードバッファセグメントを定義するレコードバッ
ファ ABD の名前またはポインタ。単一の ACBX ダイレクトコールには、
複数のレコードバッファ ABD を指定できます。

record-buffer-ABD

ADALNK リエントランシートークン。これは、ADALNK がスタティッ
クなデータエリアのアドレスを格納するコール元プログラムのストレージ

reentrancy-token

のフルワードです。このフルワードは、最初の Adabas コールの前にゼロ
に設定しておく必要があります。フルワードの値は、プログラムの実行
中、どのダイレクトコールでも変わりません。
バイナリのゼロが含まれているフルワード。このフルワードは、Adabas
用に予約されており、最初の Adabas コールの前にバイナリのゼロに設定
しておく必要があります。

reserved-fullword

コールに使用するサーチバッファセグメントを定義するサーチバッファ
ABD の名前またはポインタ。単一の ACBX ダイレクトコールには、サー
チバッファ ABD を 1 つのみ指定できます。

search-buffer-ABD

コールに使用するユーザーバッファセグメント（拡張）を定義するユー
ザーバッファ ABD の名前またはポインタ。ACBX ダイレクトコールには、
単一のユーザーバッファ ABD を指定できます。

user-buffer-ABD

コールに使用するバリューバッファセグメントを定義するバリューバッ
ファ ABD の名前またはポインタ。単一の ACBX ダイレクトコールには、
バリューバッファ ABD を 1 つのみ指定できます。

value-buffer-ABD

Adabas が ACB ダイレクトコールと ACBX ダイレクトコールを区別する方法

すべてのアプリケーションプログラムは、ACB および ACBX のどちらのダイレクトコールも行
えます。コントロールブロック（ACB または ACBX）は、ACB または ACBX インターフェイス
のどちらを使用しても、Adabas コールの最初のパラメータです。Adabas は、コントロールブ
ロックのオフセット 2 にある文字 "F" で始まる値の有無に基づいて、コールに使用するコント
ロールブロックを特定します。ACB のオフセット 2 はコマンドコードフィールド（ACBCMD）
ですが、有効な F* Adabas コマンドがないので、ACB を使用する有効なダイレクトコールでは
オフセット 2 に文字 "F" で始まる値が含まれません。ACBX 内のオフセット 2 は、新しい ACBX
を識別する新しいバージョンのフィールド（ACBXVER）です。

オフセット 2 上の "F" の有無により、Adabas がどのようにダイレクトコールを解釈するかが決
定されます。オフセット 2 に "F" が指定されている場合、Adabas は、コントロールブロックと
残りのダイレクトコールパラメータを ACBX コールとして解釈します。オフセット 2 に "F" が
指定されていない場合、Adabas は、コントロールブロックと残りのダイレクトコールパラメー
タを ACB コールとして解釈します。何らかの理由で残りのコントロールブロックフィールドお
よびダイレクトコールパラメータが、オフセット 2 の "F" の有無で示されたコールタイプに正し
く指定されない場合は（ACB パラメータが ACBX コールに指定された場合など）、エラーとな
るか、コールの結果が予想どおりにならないことがあります。
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ACB ダイレクトコールと ACBX ダイレクトコールの混在

同じアプリケーションに ACB ダイレクトコールと ACBX ダイレクトコールを自由に混在させる
ことができます。

Adabas コントロールブロックの構造（ACB および ACBX）

Adabas では 2 種類のコントロールブロックがサポートされています。

■ Adabas コントロールブロック（ACB）は、Adabas バージョン 6.1 より前の Adabas リリース
で使用されている従来のコントロールブロックです。Adabas バージョン 6.1 より前の Adabas
リリースを使用している場合、アプリケーションによるダイレクトコールには ACB が使用さ
れます。Adabas バージョン 6.1（以降）でも ACB が完全にサポートされている点に注意して
ください。Adabas バージョン 6.1 をインストールしても既存のアプリケーションを更新する
必要はありません。

■ Adabas バージョン 6.1 以降のリリースでは、拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）を
使用できます。ACBX は、Adabas 6.1 から増量されたバッファサイズと、Adabas 8 で導入さ
れたセグメントバッファに対応しています。Adabas バージョン 6.1（以降）がインストール
されている場合、アプリケーションからのダイレクトコールに ACBX を使用できます。それ
以外の場合は、使用できません。

今後の Adabas リリースとユーザープログラムとの互換性を確保するため、特定のコマンドに
よって使用されていないすべてのコントロールブロックフィールドは、そのフィールドタイプに
応じてゼロまたは空白に設定する必要があります。

コントロールブロック内の各フィールドの位置は固定です。また、コントロールブロックの値は
すべて、フィールドに定義されているデータタイプで入力する必要があります。例えば、ISN
フィールドはバイナリ形式であるため、このフィールドの値はバイナリ形式で入力する必要があ
ります。

注意: 

1. Adabas など Software AG プログラム製品は一部のコントロールブロックフィールドを内部で
使用しており、ユーザーには意味のないフィールド値を返すことがあります。このような
フィールドの使用法および値は、リリースに応じて異なるため、ユーザープログラムでは使
用しないでください。このマニュアルで説明しているフィールドおよび値のみを使用するこ
とをお勧めします。また、未使用のコントロールブロックフィールドは、それぞれのフィー
ルドタイプに応じてゼロまたは空白で初期化しておく必要があります。

2. Adabas 依存の Software AG 製品の中には、レスポンスコードやサブコードなどのコントロー
ルブロック値を返すものがあります。製品固有のコントロールブロック値の説明については、
該当する製品のマニュアルを参照してください。

コマンドリファレンス46

Adabas の呼び出し



このセクションでは、次のトピックについて説明します。

■ Adabas コントロールブロック（ACB）
■ 拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）
■ ACB と ACBX の相違点

Adabas コントロールブロック（ACB）

Adabas コントロールブロック（ACB）の長さは 80 バイトです。このセクションでは、次のト
ピックについて説明します。

■ ACB フォーマット
■ ACB フィールド

ACB フォーマット

次の表は、ACB のフォーマットの説明です。ダイレクトコールが開始される前に、未使用の
ACB フィールドにバイナリのゼロを設定することをお勧めします。

フォーマット長さ（バイ
ト）

オフセットコントロールブロック
の位置

Field名前

バイナリ1001コールタイプACBTYPE

バイナリ1012（予約）予約
英数字2023-4コマンドコードACBCMD

バイナリ4045-8コマンド IDACBCID

バイナリ2089-10File NumberACBFNR

バイナリ20A11-12Response CodeACBRSP

バイナリ40C13-16ISNACBISN

バイナリ41017-20ISN 下限ACBISL

バイナリ41421-24ISN 数ACBISQ

バイナリ21825-26フォーマットバッファ長ACBFBL

バイナリ21A27-28レコードバッファ長ACBRBL

バイナリ21C29～30サーチバッファ長ACBSBL

バイナリ21E31～32バリューバッファ長ACBVBL

バイナリ22033-34ISN バッファ長ACBIBL

英数字12235コマンドオプション 1ACBCOP1

英数字12336コマンドオプション 2ACBCOP2

英数字／バイナリ82437-44アディション 1ACBADD1

英数字／バイナリ42C45-48アディション 2ACBADD2

英数字83049-56アディション 3ACBADD3

英数字83857-64アディション 4ACBADD4
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フォーマット長さ（バイ
ト）

オフセットコントロールブロック
の位置

Field名前

英数字／バイナリ84065-72アディション 5ACBADD5

バイナリ44873-76コマンドタイムACBCMDT

該当なし44C77-80ユーザーエリアACBUSER

ACB フィールド

コントロールブロックフィールドおよびバッファの内容は、Adabas コマンド（コール）を発行
する前にセットしておく必要があります。また、Adabas は各コマンドの実行後、特定のフィー
ルドおよびバッファに 1 つ以上の値またはコードを返します。

ダイレクトコールが開始される前に、未使用の ACB フィールドにバイナリのゼロを設定するこ
とをお勧めします。

ACB の各フィールドについては、このセクションで説明します。ACB フォーマットの表示順に
記載されています。この説明は、ほとんどの Adabas コマンドに当てはまりますが、一部の
Adabas コマンドでは、この説明とは異なる目的でコントロールブロックフィールドが使用され
ます。これらのフィールドが各 Adabas コマンドによってどのように使用されるかの詳細につい
ては、「コマンド」を参照してください。

コールタイプ（ACBTYPE）

Adabas コントロールブロック（ADACB）の先頭バイトは、Adabas API がどの処理を実行する
かを判断するのに使用されます。

論理要求の値は次のとおりです。

説明16 進数

1 バイトファイル番号（ファイル番号 1～255）または DBID00

2 バイトファイル番号（ファイル番号 1～65535）または DBID30

ADACB の先頭バイトのうち、上記以外の値はすべて、Software AG 用に予約されています。

アプリケーションでは ADACB の先頭バイトの値を各コールでリセットできるため、単一のア
プリケーションに 1 バイトファイル番号と 2 バイトファイル番号（DBID）要求を混在させるこ
とができます。この場合、コールタイプごとに ADACB のファイル番号（ACBFNR）とレスポ
ンスコード（ACBRSP）のフィールドを適切に構成する必要があります。詳細については、これ
らのフィールドの説明を参照してください。

2 バイトファイル番号を使用するアプリケーションでは、ADACB の先頭バイトに 16 進の 30、
ACBRSP フィールドに論理データベース ID、ACBFNR フィールドにファイル番号を設定するこ
とをお勧めします。そうすることによって、アプリケーションは、使用中のファイル番号の値に
関係なく、2 バイトのバイナリ整数としてデータベース ID とファイル番号の両方を処理するこ
とができます。
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Software AG の Natural 言語でアプリケーションを作成すると、Natural が適切な値を指定する
ため、Adabas ACB の 1 バイト目にこの値を指定する必要はありません。

コマンドコード（ACBCMD）

コマンドコードは、実行するコマンドを定義し、OP、A1、BT のように 2 文字の英数字で構成
されます。

コマンド ID（ACBCID）

コマンド ID フィールドは、後続のコマンドで使用する論理読み込み順序、検索結果、およびデ
コードされたフォーマットバッファ（オプション）を識別するために、多くの Adabas コマンド
によって使用されます。用途に応じて英数字またはバイナリのコマンド ID を使い分けたり、新
しいバイナリコマンド ID が生成されるように Adabas に要求することができます。コマンド ID
の詳細については、「コマンド ID の使用」を参照してください。ET、CL および一部の OP コ
マンドの場合、バイナリのトランザクションシーケンス番号がコマンド ID フィールドに返され
ます。

注意: 多くの場合、コマンド ID フィールドには英数字の値が格納されますが、内部的に
は、このフィールドはバイナリとして扱われます。プラットフォーム間のコールの場合、
これは、EBCDIC - ASCII 変換がないこと、およびクライアントプラットフォームとニュー
クリアスプラットフォームで整数の計算が異なる場合にバイトがスワップされることを意
味します。しかし、ユーザーが英数字値を指定する場合、4 バイトの空白値もバイナリ 0
値と同様に空白のコマンド ID とみなされます。これは、ASCII と EBCDIC の両方の空白
で有効です。以下では、ASCII の空白（0x20202020）と EBCDIC の空白（0x40404040）
の両方が空白の ID 値とみなされます。

ファイル番号（ACBFNR）

ファイル番号は 1 または 2 バイトです。

1～255（1 バイト）のファイル番号に対応するアプリケーションプログラムから Adabas コマン
ドを発行する場合は、コントロールブロックを次のように作成します。

対処位置

ADACB の先頭バイトに 16 進の 30 を配置します。1

ADACB の ACBFNR フィールドの下位バイトにファイル番号を配置します。ACBFNR フィールド
の上位バイトは、論理（データベース）ID または番号を格納するために使用します。

9

Adabas は、論理要求で 255 より大きなファイル番号を使用できます。256～5000（2 バイト）の
ファイル番号に対応するアプリケーションプログラムから Adabas コマンドを発行する場合は、
コントロールブロックを次のように作成します。
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対処位置

ADACB の先頭バイトに 16 進の 30 を配置します。1

ファイル番号に ACBFNR の 2 バイトを使用し、データベース（論理）ID に ACBRSP の 2 バイトを
使用します。

9

レスポンスコード（ACBRSP）

レスポンスコードフィールドには、2 バイトのデータベース ID が使用されます。

また、Adabas コマンドの完了時に必ず値が設定されます。通常、正常終了はゼロのレスポンス
コードで示されます。レコードシーケンスまたは ISN シーケンスを処理する繰り返し可能なコ
マンドの場合には、レスポンスコードはエンドオブファイルまたはエンドオブ ISN リストを示
します。ゼロ以外のレスポンスコードは、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』に定
義されています。

ISN（ACBISN）

フィールドコマンドに応じて 4 バイトの ISN 値を指定します。Adabas は、該当する場合に、コ
マンドが生成した ISN リストの先頭 ISN か、またはコマンドが読み込んだレコードの ISN を返
します。

ISN 下限（ACBISL）

ISN 下限には、処理の開始位置となる ISN リストの開始点または範囲を指定します。OP コマン
ドでは、オプションとしてユーザー指定の非アクテビティタイムアウトの値を、このフィールド
に指定できます。また、OP コマンドはこのフィールドに Adabas リリース情報も返します（ア
ディション 5 フィールドの説明を参照）。

ISN 数（ACBISQ）

コマンドから返される ISN のカウントです。カウントは、ISN リストの ISN 数を合計した値、
またはこの操作で大規模な ISN プールから ISN バッファ内に入る ISN 数の合計値です。OP コ
マンドは、このフィールドを使用してオプションのユーザー指定トランザクションタイムリミッ
トを指定し、ISN 数フィールドにシステム情報やコールタイプ情報のフラグを返します（アディ
ション 5 フィールドの説明を参照）。
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バッファ長：フォーマット、レコード、サーチ、バリュー、および ISN（ACBFBL、ACBRBL、
ACBSBL、ACBVBL、および ACBIBL）

フォーマット、レコード、サーチ、バリュー、ISN の各バッファ長フィールドには、関連する
バッファのサイズを指定します。バッファサイズは通常、トランザクション全体で同じサイズに
維持されます。一部の ISN 関連操作では、ISN バッファサイズの値によって、コマンドによる
ISN の処理方法が決まります。例えば、ISN バッファ長をゼロにすると、ISN 結果リストが
Adabas ワークエリアに格納されます。バッファが不要な Adabas コマンドの場合は、対応する
バッファ長の値にゼロを設定する必要があります。また、バッファ長が制限されている場合もあ
ります（例えば、マルチフェッチオプション）。詳細については、それぞれのコマンドの説明を
参照してください。

コマンドオプション 1 およびコマンドオプション 2（ACBCOP1 および ACBCOP2）

コマンドオプション 1 フィールドおよびコマンドオプション 2 フィールドには、処理オプション
を指定できます（ISN ホールド、コマンドレベルのプリフェッチ制御、返される ISN など）。

アディション 1（ACBADD1）

ISN リストを作成するディスクリプタの分類など、その他のコマンド関連パラメータをアディ
ション 1 フィールドに指定することが必要な場合があります。

アディション 2（ACBADD2）

アディション 2 フィールドは、An、Ln、Nn、S1/2/4 のどのコマンドに対しても、最後の 2 バイ
トに圧縮レコード長を返し、先頭の 2 バイトにレコードバッファで選択されたフィールドの非圧
縮長を返します。OP（オープン）および RE（ET データの読み込み）コマンドでは、このフィー
ルドにトランザクションシーケンス番号が返されます。Entire Net-Work がインストールされて
いる場合は、一部のレスポンスコードで、アディション 2 フィールドの最後の 2 バイトに、障害
が発生した Entire Net-Work ノードのノード ID が返されます。

コマンドの結果がニュークリアスレスポンスコードである場合は、アディション 2 フィールドの
先頭の 2 バイト（47 と 48）にレスポンスコードの原因を識別する 16 進のサブコードが返される
ことがあります。レスポンスコードとサブコードについては、『Adabas メッセージおよびコー
ドマニュアル』を参照してください。
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アディション 3（ACBADD3）

アディション 3 フィールドには、パスワードで保護されたファイルにアクセスするのに必要な
ユーザーのパスワードを設定します。ファイルが実際にパスワードで保護されている場合、コマ
ンドの実行中にフィールド内のパスワードがスペース（空白）に置き換えられた後、ユーザープ
ログラムに制御が戻されます。

アディション 4（ACBADD4）

メインフレームでは、コマンドが暗号化された（サイファー） Adabas ファイルのレコードを読
み込むか書き込む場合、アディション 4 フィールドは、ファイルのサイファーコードに設定され
る必要があります。UNIX および Windows プラットフォームでは、このフィールドは使用され
ません。

アディション 5（ACBADD5）

フォーマットバッファ ID としてコマンド ID を使用する代わりに、アディション 5 を使用して
コマンドのフォーマットバッファ ID を個別に格納することができます。詳細については、
「フォーマットバッファ ID の使用」を参照してください。

コマンドタイム（ACBCMDT）

コマンドタイムフィールドは、ニュークリアスがコマンドを処理するのに要した経過時間を返す
ために、Adabas が使用します。メインフレームとは異なり、このフィールドには常に、Adabas
がデータを入力します。オープンシステムプラットフォームでは、コマンドロギングがオンに
なっている場合、または環境変数 ADA_CMD_TIME が設定された状態で（値は無関係）ニュー
クリアスが開始された場合にのみ、このフィールドが使用されます。

ユーザーエリア（ACBUSER）

ユーザーエリアフィールドは、ユーザープログラムで使用できるように予約されています。論理
ユーザーコールを発行しても、Adabas はユーザーエリアを読み書きしません。

今後の Adabas リリースとの互換性のため、未使用のコントロールブロックフィールドには、
フィールドデータタイプに合わせた空値を設定しておくことをお勧めします。
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拡張 Adabas コントロールブロック（ACBX）

拡張 Adabas コントロールブロック ACBX は、Adabas コマンドのバッファサイズの増量に対応
しています。ACB では 80 バイトでしたが、192 バイトに増えています。既存の非拡張 Adabas
コントロールブロック（ACB）も引き続きサポートされ、既存のアプリケーションも機能しま
すが、Adabas バージョン 6.1（以降）で導入された拡張機能を活用する場合には、新しい ACBX
を使用する必要があります。特に、Adabas バージョン 6.1 で導入された長い（32K を超える）
バッファまたはセグメント化されたバッファ（フォーマットバッファとレコードバッファの複数
ペア、またはフォーマット、レコードおよびマルチフェッチの 3 つのバッファの複数セット）機
能を使用している場合、ACBX を使用する必要があります。

ACBX を使用しない場合は、お使いのアプリケーションプログラムは既存のダイレクトコールイ
ンターフェイス（ACB）を使用した Adabas コールと新しいインターフェイス（ACBX）を使用
したコールを自由に切り替えることができます。

■ ACBX フォーマット
■ ACBX フィールド

ACBX フォーマット

次の表は、ACBX のフォーマットの説明です。ダイレクトコールが開始される前に、未使用の
ACBX フィールドにバイナリのゼロを設定することをお勧めします。

フォーマット長さ
（バイ
ト）

オフセッ
ト

コントロールブ
ロックの位置

Field名前

バイナリ1001コールタイプACBXTYP

バイナリ1012予約 1ACBXRSV1

バイナリ2023-4バージョンインジケータACBXVER

バイナリ2045-6ACBX 長ACBXLEN

英数字2067-8コマンドコードACBXCMD

バイナリ2089-10予約 2ACBXRSV2

バイナリ20A11-12Response CodeACBXRSP

バイナリ40C13-16コマンド IDACBXCID

数値41017-20データベース IDACBXDBID

数値41421-24File NumberACBXFNR

バイナリ81825～32ISNACBXISN

バイナリ82033-40ISN 下限ACBXISL

バイナリ82841-48ISN 数ACBXISQ

英数字13049コマンドオプション 1ACBXCOP1

英数字13150コマンドオプション 2ACBXCOP2

英数字13251コマンドオプション 3ACBXCOP3
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フォーマット長さ
（バイ
ト）

オフセッ
ト

コントロールブ
ロックの位置

Field名前

英数字13352コマンドオプション 4ACBXCOP4

英数字13453コマンドオプション 5ACBXCOP5

英数字13554コマンドオプション 6ACBXCOP6

英数字13655コマンドオプション 7ACBXCOP7

英数字13756コマンドオプション 8ACBXCOP8

英数字／バイナリ83857-64アディション 1ACBXADD1

バイナリ44065-68アディション 2ACBXADD2

英数字／バイナリ84469-76アディション 3ACBXADD3

英数字84C77-84アディション 4ACBXADD4

英数字／バイナリ85485-92アディション 5ACBXADD5

英数字／バイナリ85C93～100アディション 6ACBXADD6

バイナリ464101～104予約 3ACBXRSV3

バイナリ868105～112バッファ内のエラーオフセットACBXERRA

英数字270113-114エラー文字フィールドACBXERRB

バイナリ272115-116エラーサブコードACBXERRC

英数字174117エラーバッファ IDACBXERRD

バイナリ175118予約済みACBXERRE

バイナリ276119～120エラーバッファシーケンス番号ACBXERRF

バイナリ278121～122サブコンポーネントレスポンスコー
ド

ACBXSUBR

バイナリ27A123～124サブコンポーネントレスポンスサ
ブコード

ACBXSUBS

英数字47C125～128サブコンポーネントエラーテキス
ト

ACBXSUBT

バイナリ880129～136圧縮レコード長ACBXLCMP

バイナリ888137-144非圧縮レコード長ACBXLDEC

バイナリ890145-152コマンドタイムACBXCMDT

該当なし1698153～168ユーザーエリアACBXUSER

操作不可24A8169～193予約 4ACBXRSV4
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ACBX フィールド

コントロールブロックフィールドおよびバッファの内容は、Adabas コマンド（コール）を発行
する前にセットしておく必要があります。また、Adabas は各コマンドの実行後、特定のフィー
ルドおよびバッファに 1 つ以上の値またはコードを返します。

ダイレクトコールが開始される前に、未使用の ACBX フィールドにバイナリのゼロを設定する
ことをお勧めします。

ACBX の各フィールドについては、このセクションで説明します。ACBX フォーマットの表示順
に記載されています。この説明は、ほとんどの Adabas コマンドに当てはまりますが、一部の
Adabas コマンドでは、この説明とは異なる目的でコントロールブロックフィールドが使用され
ます。

コールタイプ（ACBXTYP）

Adabas コントロールブロック（ADACBX）の先頭バイトは、Adabas API がどの処理を実行す
るかを判断するのに使用されます。

Adabas コマンドを発行するときに、このフィールドをバイナリのゼロに設定します。これは、
論理ユーザーコールが実行されることを示します（ACBXUSER EQU 文）。

Natural が適切な値を指定するため、Software AG の Natural 言語で作成されたアプリケーショ
ンは、Adabas ACBX の 1 バイト目にこの値を指定する必要はありません。

予約 1（ACBXRSV1）

このフィールドは予約されています。このフィールドにはゼロを設定します。

バージョンインジケータ（ACBXVER）

バージョンインジケータは、Adabas コントロールブロックが新しい ACBX フォーマットを使用
するのか、または従来の ACB フォーマットを使用するのかを示します。このフィールドを文字
"F" で始まる値（例えば "F2"）に設定すると、Adabas コントロールブロックは ACBX フォーマッ
トで指定されているものとして扱われます。このフィールドをそれ以外の値に設定すると、
Adabas コントロールブロックは従来の ACB フォーマットで指定されているものとして扱われ
ます。
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ACBX 長（ACBXLEN）

ACBX 長フィールドは、Adabas に渡される ACBX 構造の長さ（ACBXQLL と同じく現時点では
192）にセットする必要があります。

コマンドコード（ACBXCMD）

コマンドコードは、実行するコマンドを定義し、OP、A1、BT のように 2 文字の英数字で構成
されます。

予約 2（ACBXRSV2）

このフィールドは予約されています。このフィールドにはゼロを設定します。

レスポンスコード（ACBXRSP）

このフィールドには、Adabas コマンドの完了時に値が設定されます。通常、正常終了はゼロの
レスポンスコードで示されます。レコードシーケンスまたは ISN シーケンスを処理する繰り返
し可能なコマンドの場合には、レスポンスコードはエンドオブファイルまたはエンドオブ ISN
リストを示します。ゼロ以外のレスポンスコードは、『Adabas メッセージおよびコードマニュ
アル』に定義されています。

コマンド ID（ACBXCID）

コマンド ID フィールドは、後続のコマンドで使用する論理読み込み順序、検索結果、およびデ
コードされたフォーマットバッファ（オプション）を識別するために、多くの Adabas コマンド
によって使用されます。用途に応じて英数字またはバイナリのコマンド ID を使い分けたり、新
しいバイナリコマンド ID が生成されるように Adabas に要求することができます。コマンド ID
の詳細については、「コマンド ID の使用」を参照してください。ET、CL および一部の OP コ
マンドの場合、バイナリのトランザクションシーケンス番号がコマンド ID フィールドに返され
ます。

注意: 多くの場合、コマンド ID フィールドには英数字の値が格納されますが、内部的に
は、このフィールドはバイナリとして扱われます。プラットフォーム間のコールの場合、
これは、EBCDIC - ASCII 変換がないこと、およびクライアントプラットフォームとニュー
クリアスプラットフォームで整数の計算が異なる場合にバイトがスワップされることを意
味します。しかし、ユーザーが英数字値を指定する場合、4 バイトの空白値もバイナリ 0
値と同様に空白のコマンド ID とみなされます。これは、ASCII と EBCDIC の両方の空白
で有効です。以下では、ASCII の空白（0x20202020）と EBCDIC の空白（0x40404040）
の両方が空白の ID 値とみなされます。
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データベース ID（ACBXDBID）

このフィールドを使用して、データベース ID を指定します。Adabas コールは、ここで指定さ
れたデータベースに送られます。

このフィールドは 4 バイトのバイナリフィールドですが、現時点では 2 バイトのデータベース
ID のみがサポートされています。したがって、データベース ID はフィールドの下位部分に指定
し、その前にバイナリのゼロを付加する必要があります。

ファイル番号（ACBXFNR）

このフィールドを使用して、Adabas コールの対象となるファイル番号を指定します。

このフィールドは 4 バイトのバイナリフィールドですが、ファイル番号はフィールドの下位部分
に指定し、先頭にバイナリのゼロを付加する必要があります。

ISN（ACBXISN）

ISN フィールドにはコマンドで必要な Adabas ISN 値を指定し、必要に応じてコマンドが読み込
んだレコードの ISN か、またはコマンドが生成した ISN リストの最初の ISN が返されます。

ACBXISN フィールドは未使用の 8 バイトのフィールドです。ただし、4 バイト値のみ使用可能
です。ACBXISN フィールドの上位部分には、バイナリのゼロが含まれている必要があります。

ISN 下限（ACBXISL）

ISN 下限フィールドには、処理の開始位置となる ISN リストの開始点または範囲を指定します。

OP コマンドでは、オプションとしてユーザー指定の非アクテビティタイムアウトの値を、この
フィールドに指定できます。また、OP コマンドはこのフィールドに Adabas リリース情報を返
します。

ACBXISL フィールドは未使用の 8 バイトのフィールドです。ただし、4 バイト値のみ使用可能
です。ACBXISL フィールドの上位部分には、バイナリのゼロを設定します。

ISN 数（ACBXISQ）

ISN 数フィールドは、検索（Sx)）コマンドが返した ISN のカウントです。このカウントは、ISN
リストの ISN 数を合計した値、またはこの操作で大規模な ISN プールから ISN バッファセグメ
ントに入る ISN 数の合計値です。

OP コマンドの場合、オプションとしてユーザー固有のトランザクションタイムリミットをこの
フィールドに指定できます。OP コマンドは、このフィールドにシステム情報およびコールタイ
プ情報を返します。

ACBXISQ フィールドは未使用の 8 バイトのフィールドです。ただし、4 バイト値のみ使用可能
です。ACBXISQ フィールドの上位部分には、バイナリのゼロを設定します。
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1 から 8 までのコマンドオプション（ACBXCOP1～ACBXCOP8）

コマンドオプション 1 からコマンドオプション 8 までのフィールドには、処理オプションを指定
できます（ISN ホールド、コマンドレベルのプリフェッチ制御、返される ISN など）。Adabas
バージョン 6.1 では、コマンドオプション 1 フィールドとコマンドオプション 2 フィールドのみ
がサポートされています。それ以外のコマンドオプションフィールドは、今後の Adabas リリー
スでの拡張のために用意されています。

アディション 1（ACBXADD1）

ISN リストを作成するディスクリプタの分類、またはカップリングした対のファイルの 2 番目の
ファイル番号など、その他のコマンド関連パラメータをアディション 1 フィールドに指定するこ
とが必要な場合があります。

アディション 2（ACBXADD2）

OP（オープン）および RE（ET データの読み込み）コマンドでは、このフィールドにトランザ
クションシーケンス番号が返されます。

ACB のアディション 2 の説明で記述されているように、アディション 2 はその他の値を含むこ
ともできますが、ACBX の場合は、それらの値に使用するためのフィールドが用意されていま
す。ACBX インターフェイスでこれらの値にアクセスする場合は、新しいフィールドを使用する
ことをお勧めします。

アディション 3（ACBXADD3）

アディション 3 フィールドには、パスワードで保護されたファイルにアクセスするのに必要な
ユーザーのパスワードを設定します。このフィールドは、コマンドの実行中、常に空白にリセッ
トされます。

アディション 4（ACBXADD4）

メインフレームでは、コマンドが暗号化された（サイファー） Adabas ファイルのレコードを読
み込むか書き込む場合、アディション 4 フィールドは、ファイルのサイファーコードに設定され
る必要があります。UNIX および Windows プラットフォームでは、このフィールドは使用され
ません。
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アディション 5（ACBXADD5）

フォーマットバッファ ID としてコマンド ID を使用する代わりに、アディション 5 を使用して
コマンドのフォーマットバッファ ID を個別に格納することができます。詳細については、
「フォーマットバッファ ID の使用」を参照してください。

アディション 6（ACBXADD6）

このフィールドは現時点では使用されません。バイナリのゼロに設定する必要があります。

予約 3（ACBXRSV3）

このフィールドは予約されています。このフィールドはバイナリのゼロに設定する必要がありま
す。

バッファ内のエラーオフセット（ACBXERRA）

バッファ内のエラーオフセットが存在する場合は、これが、ダイレクトコール中にエラーが検出
されたバッファのオフセットを示します。

ACBXERRx フィールドは、レスポンスコードがダイレクトコールから返されたときにのみ設定
されます。ACBXERRA、ACBXERRD、および ACBXERRE フィールドは、レスポンスコードが
バッファ処理に関連しているときにのみ設定されます。

エラー文字フィールド（ACBXERRB）

このフィールドは、エラー検出時に処理されていたフィールドがあれば、そのフィールドの 2 バ
イトの Adabas ショートネームを示します。

ACBXERRx フィールドは、レスポンスコードがダイレクトコールから返されたときにのみ設定
されます。

エラーサブコード（ACBXERRC）

このフィールドには、ダイレクトコール処理中に発生したエラーのサブコードが格納されます。

ACBXERRx フィールドは、レスポンスコードがダイレクトコールから返されたときにのみ設定
されます。Entire Net-Work がインストールされている場合、レスポンスコードによってはこの
フィールドに障害が発生したノードのノード ID が返されます。
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エラーバッファ ID（ACBXERRD）

このフィールドには、ACBXERRA フィールドが参照するバッファの ID（ABDID フィールドか
ら取得したもの）が格納されるため、複数のバッファが関与している場合にも、エラーが発生し
ているバッファを特定できます。

ACBXERRx フィールドは、レスポンスコードがダイレクトコールから返されたときにのみ設定
されます。ACBXERRA、ACBXERRD、および ACBXERRE フィールドは、レスポンスコードが
バッファ処理に関連しているときにのみ設定されます。

エラーバッファシーケンス番号（ACBXERRF）

このフィールドには、ACBXERRA および ACBXERRD フィールドによって参照されるバッファ
のシーケンス番号が含まれます。

ACBXERRx フィールドは、レスポンスコードがダイレクトコールから返されたときにのみ設定
されます。ACBXERRA、ACBXERRD、および ACBXERRE フィールドは、レスポンスコードが
バッファ処理に関連しているときにのみ設定されます。

サブコンポーネントレスポンスコード（ACBXSUBR）

このフィールドには、Adabas アドオン製品が Adabas コマンドをインターセプトしたときに発
生したエラーからのレスポンスコードが入ります。

サブコンポーネントレスポンスサブコード（ACBXSUBS）

このフィールドには、Adabas アドオン製品が Adabas コマンドをインターセプトしたときに発
生したエラーからのレスポンスサブコードが入ります。

サブコンポーネントエラーテキスト（ACBXSUBT）

このフィールドには、Adabas アドオン製品が Adabas コマンドをインターセプトしたときに発
生したエラーのエラーテキストが入ります。

圧縮レコード長（ACBXLCMP）

このフィールドには、レコード読み書き時の圧縮レコード長が返されます。

これは、正常に完了した Adabas コールが処理した圧縮データの長さです。論理データストレー
ジレコードが複数の物理データレコードにスパンしている場合、関連する物理レコードをすべて
結合した長さがわからなくなることがあります。この場合、Adabas はこのフィールドの下位
ワードに高い値を返します。
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非圧縮レコード長（ACBXLDEC）

このフィールドには、非圧縮レコード長が返されます。これは、正常に完了したコールが処理し
た非圧縮データの長さです。複数のレコードバッファセグメントを指定した場合は、バッファセ
グメントをすべて合計した長さになります。

コマンドタイム（ACBXCMDT）

コマンドタイムフィールドは、ニュークリアスがコマンドを処理するのに要した経過時間を返す
ために、Adabas が使用します。メインフレームとは異なり、このフィールドには常に、Adabas
がデータを入力します。オープンシステムプラットフォームでは、コマンドロギングがオンに
なっている場合、または環境変数 ADA_CMD_TIME が設定された状態で（値は無関係）ニュー
クリアスが開始された場合にのみ、このフィールドが使用されます。

ユーザーエリア（ACBXUSER）

ユーザーエリアフィールドは、ユーザープログラムで使用できるように予約されています。論理
ユーザーコールを発行しても、Adabas はユーザーエリアを読み書きしません。

予約 4（ACBXRSV4）

このフィールドは、Adabas での使用のために予約されています。ユーザープログラムでは、こ
の ACBX を使用して、最初の Adabas コールを実行する前にこのフィールドをバイナリのゼロ
に設定し、その後は同じ値のままにしておく必要があります。

ACB と ACBX の相違点

ACBX は多くの点で ACB と異なります。ACBX には、ACB にないフィールドがいくつかあり、
一部の ACBX フィールドのサイズが ACB の同じフィールドよりも大きくなっています。ACBX
におけるこれらの拡張は、基本的な構造を長期間にわたって変更することなく、将来行われる予
定の Adabas への機能強化に対応できるように、ACBX 構造に十分な柔軟性を持たせるために行
われました。

このセクションでは、ACB と ACBX の相違点について説明します。

■ コントロールブロック長
■ バッファ長フィールド
■ コマンドオプションフィールド、アディションフィールド、および予約フィール
ド
■ フィールド長の相違
■ ACBX に追加されたフィールド
■ ACB 多目的フィールドの変化
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■ 構造およびオフセットの相違点

コントロールブロック長

ACBX の長さは 192 バイト、ACB の長さは 80 バイトです。

バッファ長フィールド

バッファ長フィールドは ACB に含まれていますが ACBX には含まれていません。ACBX ダイレ
クトコールインターフェイスを使用している場合は、このフィールドは個々の Adabas バッファ
記述（ABD）に用意されます。したがって、ACBX には、ACB に含まれる ACBFBL、ACBIBL、
ACBRBL、ACBSBL および ACBVBL に対応するバッファフィールドが含まれません。コールに
関連付けられた ABD が代わりに使用されます。1 つの ABD は、単独の Adabas バッファセグメ
ントを表します。詳細については、「Adabas バッファ記述」を参照してください。

コマンドオプションフィールド、アディションフィールド、および予約フィールド

ACBX の方が、コマンドオプション、アディション、予約済みコントロールブロックのフィール
ドの数が多くなっています。

■ ACBX には、8 個のコマンドオプションフィールドが含まれていますが、ACB では 2 個です。
■ ACBX には、6 個のアディションフィールドが含まれていますが、ACB では 5 個です。
■ ACBX には、4 個の予約フィールドが含まれていますが、ACB では 1 個です。

予約された ACBX フィールドはバイナリのゼロに設定する必要があります。予約された 4
フィールド（ACBXRSV4）は、バイナリのゼロに初期化する必要があり、常にその状態を保
つようにします。

フィールド長の相違

多くのコントロールブロックフィールドの長さは、ACB より ACBX の方が長くなっています
が、サポートされている値の長さは実際のフィールドの長さより短い点に注意してください。こ
れは、インターフェイスを変更せずに将来の Adabas バージョンで大きな値を扱えるようにする
ためです。次の表は、これらの変更点を要約したものです。

Lengthフィールドタイトル
ACBXACB

値Field

242（コールタイプ 0x30 の場合はファイル番号フィールド）File Number

242（コールタイプ 0x30 の場合はレスポンスコードフィールド）データベース ID

484ISN

484ISN 下限
484ISN 数
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Lengthフィールドタイトル
ACBXACB

値Field

282（アディション 2 内）圧縮レコード長
482（アディション 2 内）非圧縮レコード長
884コマンドタイム
48（ABD 内）2フォーマットバッファ長
48（ABD 内）2レコードバッファ長
48（ABD 内）2サーチバッファ長
48（ABD 内）2バリューバッファ長

ACBX に追加されたフィールド

ACBX には次のフィールドが追加されています。

説明ACBX 名

アディション 6ACBXADD6

コマンドオプション 3ACBXCOP3

コマンドオプション 4ACBXCOP4

コマンドオプション 5ACBXCOP5

コマンドオプション 6ACBXCOP6

コマンドオプション 7ACBXCOP7

コマンドオプション 8ACBXCOP8

データベース ID です。ACB では、データベース ID は 16 進 30 コールではレスポンスコー
ドフィールド（ACBRSP）内、その他の論理コールでは ACBFNR の 1 バイト目に格納され
ます。

ACBXDBID

バッファ内へのエラーオフセット（32 ビット）です。ACBXERRA

エラー文字フィールド（フィールド名）です。ACBXERRB

エラーサブコードです。ACBXERRC

複数のバッファが関連する場合のエラーバッファ ID です。ACBXERRD

複数のバッファが関連する場合のエラーバッファシーケンス番号です。ACBXERRE

バッファ内へのエラーオフセット（64 ビット）です。このフィールドは現在サポートされ
ていません。

ACBXERRG

圧縮レコード長（レコード全体が読み込まれていない場合はレコードの一部）です。ACB
では、圧縮レコード長はアディション 2 フィールド（ACBADD2）に格納されます。

ACBXLCMP

非圧縮レコード長です。ACB では、非圧縮レコード長はアディション 2 フィールド
（ACBADD2）に格納されます。

ACBXLDEC

ACBX の長さ（現在 192）です。ACBXLEN

予約済みです。このフィールドの値はゼロに設定されている必要があります。ACBXRSV2

63コマンドリファレンス

Adabas の呼び出し



説明ACBX 名

予約済みです。このフィールドの値はゼロに設定されている必要があります。ACBXRSV3

Adabas が使用するように予約済みです。ACBXRSV4

Adabas アドオン製品により使用されるサブコンポーネントレスポンスコードです。ACBXSUBR

Adabas アドオン製品により使用されるサブコンポーネントレスポンスサブコードです。ACBXSUBS

Adabas アドオン製品により使用されるサブコンポーネントエラーテキストです。ACBXSUBT

F2 にセットした場合、このフィールドは新しい拡張 ACB（ACBX）が使用されていること
を Adabas に示します。

ACBXVER

ACB 多目的フィールドの変化

複数の用途を持つ ACB フィールドが、ACBX の追加のフィールドに分割されているケースが多
く見られます。

■ ACB では、16 進 30 コールのデータベース ID を格納するためにレスポンスコードフィールド
（ACBRSP）が使用されます。その他の論理コールの場合、1 バイトのデータベース ID は、
ファイル番号フィールド（ACBFNR）の 1 バイト目に格納されていました。ACBX では、こ
の目的のためにデータベース ID フィールド（ACBXDBID）が提供されています。

■ ACB では、特定の Adabas レスポンスコードのエラー情報を保持するために ACBADD2 フィー
ルドが使用されます。ACBX では、この目的でエラー情報フィールド（ACBXERR* の一連の
フィールド）が用意されています。

■ ACB では正常にコールを行うために、処理されたデータの圧縮および非圧縮レコード長を返
すために ACBADD2 フィールドが使用されます。ACBX では正常にコールを行うために、圧
縮レコードフィールド（ACBXLCMP）に、Adabas により処理された圧縮データの長さが含
まれます。また非圧縮レコードフィールド（ACBXLDEC）には、非圧縮データの長さが含ま
れます。

構造およびオフセットの相違点

次の表に示すように、ACBX フィールドのオフセットおよびシーケンスは、対応する ACB フィー
ルドとは全般的に異なります。

ACBX フィールド名ACB フィールド名オフセット

ACBXTYPE（コールタイプ）ACBTYPE（コールタイプ）00

ACBXRSV1（予約 1）予約01

ACBXVER（ACBX バージョンインジケータ）ACBCMD（コマンドコード）02

ACBXLEN（ACBX 長）ACBCID（コマンド ID）04

ACBXCMD（コマンドコード）（ACBCID の続き）06

ACBXRSV2（予約 2）ACBFNR（ファイル番号）08

ACBXRSP（レスポンスコード）ACBRSP（レスポンスコード -- X'30' コー
ルでデータベース ID に使用される）

0A
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ACBX フィールド名ACB フィールド名オフセット

ACBXCID（コマンド ID）ACBISN（ISN）0C

ACBXDBID（データベース ID）ACBISL（ISN 下限）10

ACBXFNR（ファイル番号）ACBISQ（ISN 数）14

ACBXISN（8 バイト ISN）ACBFBL（フォーマットバッファ長）18

ACBRBL（レコードバッファ長）1A

ACBSBL（サーチバッファ長）1C

ACBVBL（バリューバッファ長）1E

ACBXISL（8 バイト ISN 下限）ACBIBL（ISN バッファ長）20

ACBCOP1（コマンドオプション 1）22

ACBCOP2（コマンドオプション 2）23

ACBADD1（アディション 1）24

ACBXISQ（8 バイト ISN 数）（ACBADD1 の続き）28

ACBADD2（アディション 2）2C

ACBXCOP1（コマンドオプション 1）ACBADD3（アディション 3）30

ACBXCOP2（コマンドオプション 2）（ACBADD3 の続き）31

ACBXCOP3（コマンドオプション 3）（ACBADD3 の続き）32

ACBXCOP4（コマンドオプション 4）（ACBADD3 の続き）33

ACBXCOP5（コマンドオプション 5）（ACBADD3 の続き）34

ACBXCOP6（コマンドオプション 6）（ACBADD3 の続き）35

ACBXCOP7（コマンドオプション 7）（ACBADD3 の続き）36

ACBXCOP8（コマンドオプション 8）（ACBADD3 の続き）37

ACBXADD1（アディション 1）ACBADD4（アディション 4）38

ACBXADD2（アディション 2）ACBADD5（アディション 5）40

ACBXADD3（アディション 3）（ACBADD5 の続き）44

（ACBXADD3 の続き）ACBCMDT（コマンドタイム）48

ACBXADD4（アディション 4）ACBUSER（ユーザーエリア）4C

ACBXADD5（アディション 5）---54

ACBXADD6（アディション 6）---5C

ACBXRSV3（予約 3）---64

ACBXERRG（バッファ内のエラーオフセット、64
ビット -- 現在サポートされていません）

---68

ACBXERRA（バッファ内のエラーオフセット、32
ビット）

---6C

ACBXERRB（エラー文字フィールド）---70

ACBXERRC（エラーサブコード）---72

ACBXERRD（エラーバッファ ID）---74

ACBXERRE（エラーバッファシーケンス番号）---75
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ACBX フィールド名ACB フィールド名オフセット

ACBXSUBR（サブコンポーネントレスポンスコー
ド）

---78

ACBXSUBS（サブコンポーネントレスポンスサブ
コード）

---7A

ACBXSUBT（サブコンポーネントエラーテキスト）---7C

ACBXLCMP（圧縮レコード長）---80

ACBXLDEC（非圧縮レコード長）---88

ACBXCMDT（コマンドタイム）---90

ACBXUSER（ユーザーエリア）---98

ACBXRSV4（予約 4）---A8

Adabas バッファ記述（ABD）

ACBX インターフェイスを使用して、バッファ指定を必要とする Adabas コールを行う場合は、
Adabas バッファ記述（ABD）の使用が必須です。従来の ACB インターフェイスを使用して
Adabas コールを指定する場合は、ABD を使用しないでください。ACB インターフェイスを使
用して、バッファ指定が必要な Adabas コールを行う場合は、Adabas コール自体に直接バッファ
またはバッファへのポインタを指定します。ACBX と ACB のインターフェイスダイレクトコー
ルの詳細については、「Adabas の呼び出し」を参照してください。

ACBX インターフェイスでセグメントバッファ（フォーマットバッファとレコードバッファの複
数ペア、またはフォーマット、レコード、マルチフェッチの 3 つのバッファの複数セット）をサ
ポートしているため、ACBX コールのバッファの総数は固定されておらず、制限もありません。
個別のバッファは ACBX のフィールド自身により記述されなくなりました（ACB ではバッファ
長は ACB で定義されます）。その代わり、各バッファは独自の Adabas バッファ記述（ABD）
構造を持ちます。ABD には、バッファの種類、場所、サイズ、およびその他の関連情報が記述
されます。

UNIX および Windows アプリケーションでは、ABD のアドレスを、コールに関連付けられた
ABD リストで指定します。メインフレームアプリケーションでは、ABD のアドレスを Adabas
コール内で直接指定します。

このセクションでは、ABD および ABD リストの構造について説明します。

■ 使用可能な ABD タイプ
■ ABD の構造
■ ABD フィールドの説明
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■ ABD リスト

使用可能な ABD タイプ

ACBX インターフェイスダイレクトコールで ABD を使用すると、ダイレクトコールで連続した
バッファおよび連続していないバッファを使用できます。次の種類のバッファについて ABD を
定義できます。

■ フォーマットバッファ
■ レコードバッファ
■ マルチフェッチバッファ
■ サーチバッファ
■ バリューバッファ
■ ISN バッファ

各 Adabas バッファセグメントは単一の ABD で表されますが、同一のプログラムで 1 つの種類
に対して複数の ADB を定義できます。各 ABD のオフセット 4（ABDID）は、ABD で定義され
たバッファの種類を識別します。

ACBX インターフェイスコールでは、ABD とバッファ指定とが 1 対 1 で対応します。つまり、
指定するバッファごとに対応する ABD が必要です。バッファは、ABD 自体に指定したり、間
接参照で参照したりできます。

ABD は、ACBX インターフェイスダイレクトコールのどの場所にも指定できますが、異なるタ
イプの ABD 同士を対にする必要がある場合には、ABD の対が順番になるように指定します。
例えば、コールの中にフォーマットバッファの ABD とレコードバッファの ABD がそれぞれ 3
つずつ存在する場合、最初のフォーマットバッファの ABD とレコードバッファ ABD が対にな
り、続いて 2 番目、3 番目の ABD 同士が対になります。

指定した ABD の対の数が一致しない場合は、不足分のダミーの ABD（バッファ長はゼロ）が
生成されます。例えば、フォーマットバッファの ABD を 3 つ指定し、レコードバッファの ABD
を 2 つ指定した場合、3 番目のフォーマットバッファの ABD と対になるように、ダミーのレコー
ドバッファの ABD が 1 つ生成されます。ダミーのレコードバッファの ABD と 2 番目のフォー
マットバッファの ABD を対にする必要がある場合は、3 番目のフォーマットバッファと対にな
るレコードバッファの ABD の前にダミーのレコードバッファの ABD を指定する必要がありま
す。

レコードバッファ内のデータを、フォーマットバッファ内のフォーマット指定では記述していな
いコマンドの場合は、フォーマットバッファセグメントの指定は必要ありません。指定した場合
は無視されます。このような指定が可能なコマンドは、OP コマンドの他に数種類しかありませ
ん。

異なるバッファタイプ間の関係の詳細については、「バッファタイプ間の関係」を参照してくだ
さい。
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ABD の構造

次の表は、ABD の構造の説明です。

フォーマット長さ（バイ
ト）

オフセッ
ト

コントロール
ブロックの位
置

Field名前

バイナリ2001-2ABD の長さABDLEN

バイナリ2023-4バージョンインジケータABDVER

英数字1045バッファタイプ IDABDID

バイナリ1056予約 1ABDRSV1

英数字／バイナリ1067バッファロケーションフラグABDLOC

バイナリ1078予約 2ABDRSV2

バイナリ4089予約 3ABDRSV3

バイナリ40C13予約 4ABDRSV4

バイナリ81017-24バッファサイズ（割り当てられた
長さ）

ABDSIZE

バイナリ81825～32送信データ長ABDSEND

バイナリ82033-40受信データ長ABDRECV

バイナリ42841-44予約 5ABDRSV5

英数字42C45-48間接アドレスポインタ
（ABDLOC= C'I' の場合）

ABDADR

該当なしユーザー定
義

3049～nバッファ（ABDLOC=C' ' または
X'00' の場合）

---

ABD フィールドの説明

ABD の各フィールドについては、このセクションで説明します。ABD 構造に表示される順に記
載されています。

ABD 長（ABDLEN）

必須。このフィールドは、ABD の長さを指定するのに使用します。現時点では、このフィール
ドの値は 48 にする必要があります。
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バージョンインジケータ（ABDVER）

必須。このフィールドは、ABD 構造のバージョンを表します。このフィールドの値が C'G2' の
場合、バッファ定義が新しい拡張 ABD 構造であることを示します。

バッファタイプ ID（ABDID）

必須。このフィールドは、次の表に示すように、ABD で記述されるバッファのタイプを表すの
に使用します。

バッファのタイプID 設定

フォーマットC'F'

ISNC'I'

マルチフェッチC'M'

レコードC'R'

サーチC'S'

値C'V'

予約 1（ABDRSV1）

このフィールドは予約フィールドで、バイナリの 0 に設定されている必要があります。

バッファロケーションフラグ（ABDLOC）

必須。このフィールドは、バッファの位置を間接アドレスで定義するか、または ABD 自体の末
尾に定義するかを表すのに使用します。このフィールドを "I" (C'I') に設定した場合、間接アドレ
スが指定され、間接アドレスポインタフィールドに指定されているアドレス（ABDADDR）が
使用されると見なされます。この場合、バッファはプライマリアドレススペース内の 31 ビット
アドレス可能ストレージに存在する必要があります。

このフィールドを空白（C' '）にするか、またはこのフィールドに 16 進数の 0 を含める場合は、
バッファを ABD の直後に置く必要があります。

予約 2（ABDRSV2）

このフィールドは予約フィールドで、バイナリの 0 に設定されている必要があります。

69コマンドリファレンス

Adabas の呼び出し



予約 3（ABDRSV3）

このフィールドは予約フィールドで、バイナリの 0 に設定されている必要があります。

予約 4（ABDRSV4）

このフィールドは予約フィールドで、バイナリの 0 に設定されている必要があります。

バッファサイズ（ABDSIZE）

必須。このフィールドは、割り当てられているとおりに、バッファのサイズ（バイト単位）を指
定するのに使用します。サイズを 0 にすると、ダミーバッファとなり、バッファを指定しなかっ
た場合と同じように扱われます。

送信データ長（ABDSEND）

必須。このフィールドは、Adabas に送信するデータの長さ（バイト単位）を指定するのに使用
します。このフィールドには、バッファサイズフィールド（ABDSIZE）を超える値を設定する
ことはできません。バッファが Adabas に送信されるのは、そのバッファが、発行されるコマン
ドのタイプに合った入力バッファである場合のみです。

注意: 現時点では、このフィールドには最大バッファサイズ（ABDXSIZE フィールド）に
指定するのと同じ値を指定する必要があります。このことは Adabas バージョン 6.1 での
一時的な制限であり、将来のリリースで解決される予定です。

受信データ長（ABDRECV）

このフィールドには、Adabas に返すデータの長さ（バイト単位）を指定します。Adabas ルー
ターは、コール処理の最後にこの値を設定します。このフィールドには、バッファサイズフィー
ルド（ABDSIZE）を超える値を設定することはできません。Adabas からバッファを受信するの
は、そのバッファが、発行されるコマンドのタイプに合った出力バッファである場合のみです。

予約 5（ABDRSV5）

このフィールドは予約フィールドで、バイナリの 0 に設定されている必要があります。
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間接アドレスポインタ（ABDADR）

バッファロケーションフラグフィールド（ABDLOC）を C'I'（間接バッファ）に設定した場合
は、このフィールドに実際のバッファのアドレスを指定します。現在、32KB を超えるデータを
Adabas バッファに指定できます。

実際のバッファ

バッファロケーションフラグフィールド（ABDLOC）を C' '（空白）に設定した場合は、この
フィールドに実際のバッファが含まれている必要があります。ACBX インターフェイスを使用す
ると、32KB を超えるデータを Adabas バッファに指定できます。バッファの定義の詳細につい
ては、「バッファの定義」を参照してください。

ABD リスト

ABD リストは、ダイレクトコールに使用する Adabas バッファ記述（ABD）へのポインタ参照
が記載されているファイルです。ABD リストは、オープンシステム ACBX ダイレクトコールに
のみ使用されます。ABD リストでは、ダイレクトコールに必要なバッファセグメントごとに
ABD ポインタが 1 つ必要です。

ABD リストには、フォーマット、レコード、マルチフェッチ、サーチ、バリュー、ISN の各タ
イプのバッファの ABD を指すポインタを含めることができます。ABD リストに同じタイプの
ABD を複数指定できます。

リストに指定する ABD の順番には、特に決まりはありません。異なるタイプの ABD 同士を対
にする必要がある場合には、ABD の対が順番になるように指定します。例えば、3 つのフォー
マット ABD と 3 つのレコード ABD をリストに記載した場合、リストの最初のフォーマット
ABD はリストの最初のレコード ABD に、2 番目のフォーマット ABD は 2 番目のレコード ABD
に、3 番目のフォーマット ABD は 3 番目のレコード ABD に対応します。リストで対応関係に
ある ABD の数が等しくない場合（例えば、フォーマット ABD が 3 つあるのにレコード ABD が
2 つしかない場合）、Adabas は、欠如している ABD についてダミーの ABD を生成します（こ
の例の場合、ダミーのレコード ABD が生成されます）。

それぞれのタイプの ABD またはバッファ間の関係については、「バッファタイプ間の関係」を
参照してください。

バッファの定義

ダイレクトコールで ACB ダイレクトコールインターフェイスを使用する場合、フォーマット、
レコード、サーチ、バリュー、ISN の計 5 種類のバッファを定義できます。これらのバッファは
それぞれアプリケーションの別の場所で指定され、ACB ダイレクトコールで（ポインタ参照に
より）間接的に参照されます。
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ダイレクトコールで ACBX ダイレクトコールインターフェイスを使用する場合、Adabas バッ
ファ記述（ABD）を使用してフォーマット、レコード、マルチフェッチ、サーチ、バリュー、
および ISN の各タイプのバッファセグメントと、それに関連付けるバッファ定義を定義できま
す。各 Adabas バッファセグメントは単一の ABD で表されますが、ABD のタイプによっては同
じプログラム内に複数の ABD を定義できます（例えば、同じプログラムで使用する複数のフォー
マット ABD を定義できます）。各 ABD には、単一のバッファ定義が関連付けられます。この
場合、ポインタ参照によって間接的に関連付けられるか、または ABD 自体で直接関連付けられ
ます。ABD（構造も含む）の詳細については、「Adabas バッファ記述（ABD）」を参照してく
ださい。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

さまざまなバッファタイプおよび各バッファ間の関係、および関連
する ABD 間の関係について説明します（ACBX インターフェイス
ダイレクトコールを行う場合）。

バッファタイプ間の関係

フォーマットバッファとレコードバッファ、およびそれらの構文に
ついて、例を交えて説明します。

フォーマットバッファとレコード
バッファ

マルチフェッチバッファおよびその構文について説明します。マルチフェッチバッファ
サーチバッファとバリューバッファ、およびそれらの構文につい
て、例を交えて説明します。

サーチバッファとバリューバッファ

ISN バッファおよびその構文について説明します。ISN バッファ

バッファタイプ間の関係

次の構文は、ダイレクトコールに指定できる各種バッファ間の関係を表しています。この構文
は、どのバッファ指定が他のバッファ指定の存在に依存しているかを把握するのに役立ちます。

注意: 

1. ACBX インターフェイスダイレクトコールを指定している場合は、対応する Adabas バッファ
記述（ABD）も指定する必要があります。また、ACBX インターフェイスダイレクトコール
で、あるバッファ指定に他のバッファ指定が必要になる場合（例えば、フォーマットバッファ
にはレコードバッファが必要です）、バッファは指定した順番でペアになります（例えば、
最初に指定したフォーマットバッファ ABD は最初に指定したレコードバッファ ABD とペア
になります）。次の構文は、コールまたは ABD リストに ABD をどの順番で指定するか判断
するのに役立ちます。

2. ACB インターフェイスダイレクトコールを指定している場合、この構文のマルチフェッチバッ
ファは適用されません。また、フォーマット、レコード、サーチ、バリュー、ISN の順にバッ
ファを指定する必要があります。この順番の中で前に位置するバッファが必要でなく、後に
位置するバッファが必要である場合、必要なバッファの前にあるバッファは、たとえ空白で
あっても、指定する必要があります。例えば、ACB インターフェイスダイレクトコールで
ISN バッファが必要であり、それ以外のバッファは必要でない場合は、ISN バッファの前に
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フォーマット、レコード、サーチ、バリューのダミーバッファをそれぞれ指定する必要があ
ります。

[format-buffer record-buffer... [multifetch-buffer]]...
[search-buffer value-buffer]
[ISN-buffer]

次の表では、この構文のエレメントについて説明します。

条件説明エレメント

Adabas 読み込みコマンドまたは更新コマンドの実行中
に処理するフィールドを指定する必要がある場合にの
み必須です。

必須の場合、ACBX インターフェイスダイレクトコー
ルに複数のフォーマットバッファを指定できます。ACB

コールに使用するフォー
マットバッファセグメント
です。各フォーマットバッ
ファセグメントは、ピリオ
ドで終了し、単独のフォー
マットバッファとして完結

format-buffer

インターフェイスダイレクトコールには、1 つのフォー
マットバッファのみ指定できます。

した有効なものである必要
があります。

コールにフォーマットバッファを指定する場合は、対
応するレコードバッファも指定する必要があります。

ACBX インターフェイスダイレクトコールの場合は、
対応するマルチフェッチバッファを指定することもで
きます。
ストレージ内に ISN を格納するためのエリアを確保す
る必要がある場合、または（ACB インターフェイスダ

コールに使用する ISN
バッファセグメントです。

ISN-buffer

イレクトコールでは）マルチフェッチしたレコードの
レコードディスクリプタエレメント（RDE）を格納す
るためのエリアを確保する必要がある場合にのみ必須
です。

必須の場合、コールに ISN バッファを 1 つのみ指定し
ます。
ACBX インターフェイスダイレクトコールでのみ使用
されます。また、マルチフェッチしたレコードのレコー

ACBX インターフェイス
コールに使用するマルチ

multifetch-buffer

ドディスクリプタエレメント（RDE）を格納するためフェッチバッファセグメン
のエリアをストレージ内に確保する必要がある場合に
のみ必須です。

ト。このバッファは、
ACBX インターフェイス

必須の場合、ACBX インターフェイスダイレクトコー
ルに複数のマルチフェッチバッファを指定できます。

ダイレクトコールにのみ使
用できます。

マルチフェッチバッファを指定した場合は、対応する
フォーマットバッファおよびレコードバッファも指定
する必要があります。
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条件説明エレメント

コールに必要なレコードデータまたはコール用に収集
したレコードデータを格納するためのエリアをストレー
ジに確保する場合にのみ必須です。

必須の場合、ACBX インターフェイスダイレクトコー
ルに複数のレコードバッファを指定できます。ACB イ

コールに使用するレコード
バッファセグメントです。

record-buffer

ンターフェイスダイレクトコールには、1 つのレコード
バッファのみ指定できます。

コールにレコードバッファを指定する場合は、対応す
るフォーマットバッファも指定する必要があります。

ACBX インターフェイスダイレクトコールの場合は、
対応するマルチフェッチバッファを指定することもで
きます。
コール対象レコードの選択時に検索条件が必要な場合
にのみ必須です。

コールにサーチバッファを指定する場合は、対応する
バリューバッファも指定する必要があります。単一の

コールに使用するサーチ
バッファセグメントです。

search-buffer

ダイレクトコールに指定可能なサーチバッファとバ
リューバッファのペアの数は 1 つだけです。
コール対象レコードの選択時に検索条件が必要な場合
にのみ必須です。

コールにバリューバッファを指定する場合は、対応す
るサーチバッファも指定する必要があります。単一の

コールに使用するバリュー
バッファセグメントです。

value-buffer

ダイレクトコールに指定可能なサーチバッファとバ
リューバッファのペアの数は 1 つだけです。

フォーマットバッファとレコードバッファ

フォーマットバッファは、Adabas 読み込み／更新コマンドの実行中に読み込み／更新するフィー
ルドを指定します。

読み込みコマンドの場合、フォーマットバッファに指定したフィールドの値がレコードバッファ
に返されます。
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Format Buffer AA,BB. names of the fields to be read

Record Buffer value(AA) value(BB) field values returned by Adabas

追加／更新コマンドの場合、フォーマットバッファに指定したフィールドの新しい値は、ユー
ザーがレコードバッファに指定します。

Format Buffer XX,YY. names of the fields to be updated

Record Buffer value(XX) value(YY) field values provided by user

フォーマットバッファ構文

このセクションでは、フォーマットバッファの構成に使用する構文について説明します。

このセクションのすべての例は、このマニュアルの付録 A にあるファイル定義に基づいていま
す。

注意: フォーマットバッファにはいくつかの制限があります。詳細については、『メッ
セージおよびコードマニュアル』の「ニュークリアスレスポンスコード」の「RESPONSE
41」を参照してください。

基本フォーマットバッファ形式

{[{nX|'literal'}, ...] field_definition [segment | {,length}] [,format] ↩
[,edit_mask][,#'char_set']}, ... .

隣接するエントリは、コンマを使用して区切らなければなりません。各エントリ間に 1 つ以上の
空白があってもかまいません。最後のエントリの後には、コンマを付けないでください。フォー
マットバッファはピリオドで終了する必要があります。

次のオプションが可能です。値に C. を含むフォーマットバッファは、レコードバッファに圧縮
レコードを返します。

フォーマットバッファの構文に使用できる項目は、nX、literal、field_definition、segment、
length、format、edit_mask、#'char_set' です。それぞれについて、以下に説明します。

nX

読み込みコマンドに対して、nX は、次のフィールド値の直前に Adabas が n 個のスペースをレ
コードバッファに挿入することを指定します。使用できる n の最大値は 253 です。
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Format Buffer AA,5X,BB. 5 blanks are to be inserted between
values for fields AA and BB

更新コマンドで nX を使用すると、レコードバッファの n バイトが Adabas で無視されます。

Format Buffer AA,5X,BB. 5 positions between values for fields
AA and BB are to be ignored

Record Buffer value(AA) 5 bytes value(BB)

'literal'

読み込みコマンドに対して、引用符内に含まれる文字列が、次のフィールド値の直前にレコード
バッファに挿入されます。指定可能な文字列は、1 から 254 バイトの長さであり、引用符を除く
任意の英数字です。

Format Buffer AA,'text',BB. 'text' is to be inserted between
values for AA and BB

Record Buffer value(AA)text value(BB)

field_definition

field_definition フィールドは、使用するエレメンタリフィールド、マルチバリューフィールド、
ピリオディックグループを表します。隣接するエレメンタリフィールドの範囲も指定できます。
マルチバリューフィールド（MU）およびピリオディックグループ（PE）においては、インデッ
クス範囲を指定できます。使用できる組み合わせを以下に示します。フィールド名は name で表
されます。

name [mu_pe_index]
name A [mu_pe_index]
name [pe_index]C
name S
name-name
name L[mu_pe_index]
name D[mu_pe_index]

ここで、mu_pe_index は次のいずれかです。

mu_index
pe_index
pe_and_mu_index

mu_index は、MU フィールドの MU インデックスまたは MU インデックスの範囲を指定しま
す。pe_index は PE の PE インデックスまたは PE インデックスの範囲を指定します。mu_index
と pe_index には、次の値を指定できます。
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i
MU フィールドの MU インデックスまたは PE の PE インデックス

i-j
MU インデックスまたは PE インデックスの範囲

X
MU フィールドの最高 MU インデックスまたは PE の PE インデックス

1-N
すべての MU インデックスまたは PE インデックスの範囲（更新コマンドでは使用できませ
ん）

注意: 1-N を指定し、値が存在しない場合、ピリオディックグループまたはマルチプ
ルバリューフィールドが空になり、オカレンスは表示されません。これはメインフ
レームと矛盾する点であり、メインフレームでは少なくとも 1 つのオカレンスが表示
されます。

pe_and_mu_index は、PE インデックスまたは PE インデックスの範囲と、PE の MU フィール
ドの MU インデックスまたは MU インデックスの範囲を指定します。次の値を指定できます。

i(m)
i = PE インデックス、m = PE の MU フィールドの MU インデックス

i(m-n)
i = PE インデックス、m-n = PE の MU フィールドの MU 値の範囲

i(N)
i = PE インデックス、N = PE の MU フィールドの最高 MU インデックス

i(1-N)
i = PE インデックス、PE の MU フィールドのすべての MU インデックスの範囲（更新コマ
ンドでは使用できません）

N(m)
N = 最高 PE インデックス、M = PE の MU フィールドの MU インデックス

N(m-n)
N = 最高 PE インデックス、m-n = PE の MU フィールドの MU インデックスの範囲

N(N)
PE の MU フィールドの最高 PE インデックスと最高 MU インデックス

N(1-N)
最高 PE インデックス、PE の MU フィールドのすべての MU 値の範囲（更新コマンドでは
使用できません）

i-j(m)
i-j = PE インデックスの範囲、m = PE の MU フィールドの MU インデックス

i-j(m-n)
i-j = PE インデックスの範囲、m-n = PE の MU フィールドの MU インデックスの範囲
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i-j(N)
i-j = PE インデックスの範囲、N = PE の MU フィールドの最大 MU インデックス

i-j(1-N)
i-j = PE インデックスの範囲、1-N = PE の MU フィールドのすべての MU 値の範囲（更新コ
マンドでは使用できません）

MU インデックスと PE インデックスの両方に範囲を指定すると、レコードバッファエレメント
の対応するシーケンスは、最も低い PE インデックスが指定されたすべてのエレメントから始ま
り、最も高い PE インデックスが指定されたすべてのエレメントで終了します。

例：

AA1(3),AA1(4),AA2(3),AA2(4) と同等です。AA1-2(3-4)

これらの組み合わせについては、以下で詳しく説明します。

name [mu_pe_index]

name [mu_pe_index] では、次の組み合わせが許可されています。

■ name

値（複数指定も可）の要求先、または新規の値（複数指定も可）の設定先にするフィールド
（またはグループ）の名前。

指定する名前は、長さが 2 文字で、読み込む／更新するファイルのフィールド定義テーブルに
なければなりません。

この名前でエレメンタリフィールド、グループまたはマルチプルバリューフィールドを参照で
きます。フィールドまたはグループは、ピリオディックグループに属していてはいけません。
MU インデックスなしのマルチプルバリューフィールドの最初のオカレンスは、マルチプルバ
リューフィールドの最初の値を参照します。2 番目のオカレンスはマルチプルバリューフィー
ルドの 2 番目の値を参照します。同一マルチプルバリューフィールドは、MU インデックスが
ない状態や、同一フォーマットバッファ内に MU インデックスがある状態では指定しないよ
うにする必要があります。このようなフォーマットバッファを使用した場合、コマンドの結果
は未定義になります。

ディスクリプタの親フィールドがマルチプルフィールドまたはピリオディックグループ内の
フィールドでない場合は、サブディスクリプタ名またはスーパーディスクリプタ名を読み込
み、コマンドに指定できます。フォネティックまたはハイパーディスクリプタは使用しないで
ください。L9 コマンドでは、フォネティックディスクリプタ以外のすべてのディスクリプタ
を使用できます。

この名前でエレメンタリフィールド、マルチプルバリューフィールド、グループ、またはピリ
オディックグループを参照できます。
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ここで注意すべき点は、MU がマルチプルバリューフィールドの場合の MU,MU です。この
場合、MU,MU は MU1,MU2 を意味します。

サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、またはフォネティックディスクリプタを参照
する名前は使用できません。例外については、L9 コマンドを参照してください。

更新コマンドでは、（以下の例と同じマルチプルバリューフィールドの場合を除く）同一の名
前を 2 回以上は使用できません。

グループを名前に指定すると、グループ内の全フィールドが参照されます。

グループ GA を表します（AA,AB と指定したことと同じ）。GA

グループにマルチプルバリューフィールドが含まれている場合、そのグループ名を使用するこ
とはできません。

グループ名を使用すると、コマンドを処理するのに必要な時間を大幅に短縮できます。

インデックスなしの UPDATE コマンドでマルチプルバリューフィールドを指定すると、すべ
ての古いマルチプルバリューフィールド値を、フォーマットバッファに指定されたフィールド
の数だけ置き換えることができます。このようにして、NU オプションのない MU フィール
ドのマルチプルバリューフィールド数を再び減らすことができます。

■ name mu_or_pe_index

次のいずれかを参照する場合、どのオカレンスを参照するかを指定する必要があります。
■ ピリオディックグループ
■ ピリオディックグループ内の、マルチプルバリューフィールドではないフィールド
■ マルチプルバリューフィールド
■ ピリオディックグループ内のフィールドを親フィールドとするサブディスクリプタまたは
スーパーディスクリプタ。これらは、マルチプルバリューフィールドを親フィールドとして
持ちません。

■ マルチプルバリューフィールドを親フィールドとするサブディスクリプタまたはスーパー
ディスクリプタ。これらは、ピリオディックグループ内のフィールドを親フィールドとして
持ちません。

これは、名前に数値の添え字（先行ゼロは指定可）を付加して行われます。

注意: Adabas バージョン 5.1 未満では、ピリオディックグループ内のフィールドまたは
フォーマットバッファ内の親フィールドとしてのマルチプルバリューフィールドを持つ
サブディスクリプタまたはスーパーディスクリプタはサポートされていません。
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ピリオディックグループ GB の 3 番目のオカレンスが参照されます（フィールド BA3、BB3、
BC3）。

GB3

ピリオディックグループ GB の 6 番目のオカレンスのフィールド BB が参照されます。BB6

マルチプルバリューフィールド MF の 2 番目のオカレンスが処理されます。MF02

N は、読み込みコマンドの場合はピリオディックグループの最後のオカレンス、ピリオディッ
クグループの最後のオカレンス内のフィールド、またはマルチプルバリューフィールドを参照
し、更新コマンドの場合は新規オカレンスが追加加されます。ピリオディックグループにマル
チプルバリューフィールドが含まれている場合は、そのピリオディックグループ名を使用しな
いでください。

ピリオディックグループ（またはピリオディックグループ内のフィールド）のオカレンスの範
囲は、名前の後に処理対象の最初と最後のオカレンス番号を（ハイフンで結んで）指定すれば
処理できます。マルチプルバリューフィールドも参照できます。下限の方が上限よりも大きい
範囲の指定はできません。ピリオディックグループにマルチプルバリューフィールドが含まれ
ている場合は、そのピリオディックグループ名を使用しないでください。

ピリオディックグループ GB の 2 番目から 4 番目までのオカレンスが処理されます
（BA2、BB2、BC2、BA3、BB3、BC3、BA4、BB4、BC4）。

GB2-4

BA と BC の 2 番目から 4 番目までのオカレンスが処理されます（BA2、BA3、BA4、
BC2、BC3、BC4）。

BA2-4,BC2-4

マルチプルバリューフィールドの最初の 3 つの値が参照されます。MF1-3

無効で正しくない構文です。GB2-GB4

誤り、降順の範囲GB4-2

名前 1-N は、フィールドに存在する最初から最後までのオカレンスを意味します。
■ name mu_and_pe_index

ピリオディックグループ内に含まれるマルチプルバリューフィールド、または親フィールドが
ピリオディックグループ内のフィールドで、親フィールドがマルチプルバリューフィールドで
あるサブディスクリプタまたはスーパーディスクリプタ（これらは同じ可能性があります - ピ
リオディックグループ内のマルチプルバリューフィールド）を参照する場合は、ピリオディッ
クグループのオカレンス番号 (i) に続けて、目的のマルチプルバリューフィールド値 (m) また
は値の範囲 (m-n) を指定する必要があります。

注意: Adabas バージョン 5.1 未満では、ピリオディックグループ内のフィールドまたは
フォーマットバッファ内の親フィールドとしてのマルチプルバリューフィールドを持つ
サブディスクリプタまたはスーパーディスクリプタはサポートされていません。
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ピリオディックグループ GC の 2 番目のオカレンスにあるマルチプルバリューフィールド
CB の 5 番目のオカレンスが処理されます。

CB2(5)

ピリオディックグループ GC の 2 番目のオカレンスにあるマルチプルバリューフィールド
CB の最初から 5 つのオカレンスが処理されます。

CB2(1-5)

N は、ピリオディックグループ内のエレメントの最後のオカレンス、またはマルチプルバ
リューフィールドの最後のオカレンス、あるいはその両方を意味します。更新コマンドでは、
オカレンスの付加を意味します。

ピリオディックグループのオカレンスの一定範囲内にあるマルチプルバリューフィールドのオ
カレンスの一定範囲を処理する場合は、ピリオディックグループのオカレンスの範囲 (i-j)、そ
の後にマルチプルバリューフィールドのオカレンスの範囲 (m-n) を指定しなければなりませ
ん。

ピリオディックグループ GC の最初のオカレンスにあるマルチプルバリューフィールド
CB の最初から 4 つのオカレンスが処理され、その後で、GC の 2 番目のオカレンスで CB
の最初から 4 つのオカレンスが処理されます。

CB1-2(1-4)

name A [mu_pe_index]

エレメンタリフィールド、マルチプルバリューフィールド、ピリオディックグループ内のフィー
ルド、またはピリオディックグループ内のマルチプルバリューフィールドの名前に A を付加し
て、追加オプションを指定します。許可されている組み合わせは、name [mu_pe_index] の場合
と同じです。

このオプションを使用すると、フィールド内の値をオーバーレイする代わりに、その値をフィー
ルドに追加できます。これによって、Adabas コールを節約できます。例えば、シーケンス L4-
A1 を 1 つの A1 コールに削減できます。

フォーマットはアンパック（U）、パック（P）、固定小数点（F）、浮動小数点（G）をサポー
トします。

A1 以外のすべてのコマンドでは、末尾の A が無視されます。

name [pe_index]C

ピリオディックグループの最大オカレンス番号、マルチプルバリューフィールドの既存の値の
数、または PE の単一オカレンスやオカレンス範囲での PE のマルチプルバリューフィールドの
既存の値の数は、ピリオディックグループ名またはマルチプルバリューフィールド名にリテラル
C を追加して取得できます。
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ピリオディックグループ GB の最大オカレンス番号が返されます。GBC

マルチプルバリューフィールド MF の既存の値の数が参照されます。MFC

UPDATE コマンドでは C 要素が無視され、レコードバッファ内で対応するカウントがスキップ
されます。

ユーザーが明示的に長さ、形式のいずれかまたは両方を指定しないかぎり、カウントは 1 バイト
の 2 進数（長さおよび形式パラメータを参照）としてレコードバッファに返されます。

ピリオディックグループ内のマルチプルバリューフィールドの既存の値の数は、1～2 桁のイン
デックスでピリオディックグループのオカレンスを指定して、マルチプルバリューフィールド名
の直後にリテラル C を指定することで取得できます。

ピリオディックグループ GC の 4 番目のオカレンスにあるマルチプルバリューフィールド CB のオ
カレンス数が返されます。

CB4C

UPDATE コマンドでは C 要素が無視され、レコードバッファ内で対応するカウントがスキップ
されます。これは、長さの変更なしで指定したカウントフィールドの 1 バイトです。

ユーザーはマルチプルバリューフィールドおよびピリオディックグループカウントフィールドの
内容を直接更新できません。これらカウントフィールドは、マルチプルバリューフィールドおよ
びピリオディックグループのオカレンスが追加または更新されたときに、Adabas によって更新
されます。

ピリオディックグループの最大オカレンスにあるマルチプルバリューフィールドの最後のオカレン
スカウントが返されることを指定します。

MFNC

name S

SQL 空値をサポートするフィールドの SQL 空値属性を読み込んだり、更新したりするときに、
S エレメント を使用します。S エレメントは、フィールド名にリテラル S を付けて作成します。

このエレメントは、NC オプション（SQL 空値）が指定された、ピリオディックグループ内にな
いエレメンタリフィールドにのみ適用できます。上書きが指定されない場合、このエレメントの
長さは 2 バイトで、固定小数点形式です。

UPDATE コマンドにおいて、SQL 空値は、レコードバッファの対応する値が -1 である場合に
フィールドに格納されます。これ以外の負の値はすべてレスポンス 52 になります。正の値およ
び 0 は無視されます。

エレメンタリフィールドが空値に変わる場合に、S は UPDATE コマンドに対してだけ必要です。
これ以外の場合には S エレメントは不要ですが、使用してもかまいません。S エレメントと名前
は、フォーマットバッファ内のどこにでも指定できます。S エレメントがフィールドの値を空値
に更新するときは、後に続く名前が無視されます。
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同じフィールドを参照するフォーマットバッファのいくつかのエレメントは、UPDATE コマン
ドのフォーマットバッファに入れることはできません。

READ コマンドの場合、次の情報が S エレメントに返されます。

説明S エレメントの値

フィールドに SQL 空値が含まれています。-1

フィールドは有効で、値は切り捨てられていません。0

フィールドは有効で、値が切り捨てられています。値の長さが S エレメントに収まり
ません（例えば、デフォルトフォーマット F、デフォルト長 2：値の長さが 32767 超）。

1

フィールドは有効で、値が切り捨てられています：値の長さ。>1

読み込みコマンドの場合、NC オプションフィールドの名前エレメントを含むフォーマットバッ
ファは、対応する S エレメントも含む必要があります。

注意: 次の例では、フィールド ZZ が NC オプションで定義されていることを前提にして
います。フィールド ZZ は、付録 A のサンプルリストには含まれていません。

読み込み／更新に有効ZZS.

読み込み／更新に有効ZZS,ZZ.

読み込みにのみ有効ZZS,ZZ,ZZS.

更新にのみ有効ZZ.

レスポンスコード 44ZZ,ZZS,ZZ.

レスポンスコード 44ZZ,ZZ.

name-name

フィールド定義テーブルの並び順どおりに、連続したフィールドをまとめて指定する場合には、
name-name という表記を使用することができます。この場合、最初と最後のフィールド名をハ
イフンでつなぎます。この範囲内には、マルチプルバリューフィールドおよびピリオディックグ
ループが含まれないようにする必要があります。また、長さもフォーマットも指定することはで
きません。

グループ名は最初または最後の名前としては指定できませんが、指定範囲内にグループが含まれ
ていてもかまいません。

この範囲内の全フィールドに、標準の長さとフォーマットが適用されます。
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フィールド AA、AB、および AC が参照されます。AA-AC

マルチプルバリューフィールドまたはピリオディックグループを含むことはできません。AA-GC

グループで開始／終了できません。GA-AC

長さや形式の上書きは、この表記法では許可されません。AA,5,U,-AD

name L[mu_pe_index]

フォーマットバッファインジケータ L を使用すると、マルチプルバリューフィールドまたはピ
リオディックグループ内のフィールドである任意の英数字または Unicode フィールド値の実際
の長さを取得または指定できます。このフォーマットバッファエレメントは、長さインジケータ
と呼ばれます。

長さインジケータは、フィールド名に続いて文字 L を使用して指定します。例えば、FB='ACL.'
と指定すると、AC フィールドの長さが返されます。デフォルトでは、圧縮フィールド長は、4
バイトのバイナリフォーマットで返されます。

MU/PE フィールドにおける長さインジケータの使用

長さインジケータを MU または PE フィールドで使用する場合、オカレンスインデックスを指定
する必要があります。オカレンスインデックスの範囲を指定することもできます。

以下に例を示します。

1. 次の例では、ピリオディックグループの 2 番目のオカレンスにあるマルチプルバリューフィー
ルド CB の 5 番目の値の長さが返されます。

FB='CBL2(5).'

2. 次の例では、マルチプルバリューフィールド MF の最初の 10 個の値の長さが返されます。

FB='MFL1-10.'

3. 次のマルチプルバリューフィールド MF の例は正しくありません。長さインジケータはオカ
レンスインデックスのない MU フィールドをサポートしません。

FB='MFL.'

name D[mu_pe_index]

フォーマットバッファでの D エレメント（夏時間インジケータ）の使用は、DT および TZ オプ
ションが指定されたフィールドでのみ許可されます。これは、日付／時刻の値に対して夏時間が
有効であったかどうかを示します。D エレメントのデフォルトのフォーマットは F で、長さは
2 バイトです。この値は、現在のローカルタイムを取得するために標準時間に追加される秒数で
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す。通常、夏時間が有効でない場合は 0、夏時間が有効な場合は 3600 です。更新フォーマット
バッファの場合、標準時間を取得するために、レコードバッファのフィールドに指定された値か
ら D エレメントの値が減算されます。D エレメントを使用して、夏時間を再度オフにする時間
の時間値を指定することもできます。この時間（D エレメントのない追加／更新コマンドで 2 回
発生する）に日付／時刻の値を指定すると、標準時刻に属する値だと見なされます。各 D エレ
メントの追加／更新コマンドでは、D エレメントと、対応する日付／時刻の編集マスクエレメン
トは 1:1 の関係になっている必要があります。フォーマットバッファに D エレメントが含まれて
いる場合、その値は、指定された時間に対して有効な、正しい夏時間インジケータ値となってい
る必要があります。そうでない場合は、サブコード 31 が付いたレスポンスコード 55 が返されま
す。

追加および更新コマンドでは、標準時間または夏時間が終了するタイミングを、標準時間と夏時
間の両方の値として指定できますが、そのような値を再度読み込むと、常に新しい期間の始まり
として表示されます。

次の例では、ローカルタイムゾーンは MET（中央ヨーロッパ時間）であり、編集マスク
E(DATETIME) で定義されたフィールドのフィールド値が読み取られます。

D エレメントの値編集マスク E(DATETIME) のフィールド値内部値（UTC）

02008012114500020080121135000

36002009102502300020091025003000

020091025023000（1）20091025013000

（1）追加または更新コマンドでは、D エレメント 3600 で 20091025030000 を指定することもで
きます。

長さ、フォーマット

長さパラメータとフォーマットパラメータは、フィールドの標準とは異なる長さやフォーマット
でフィールド値を返したり、指定したりする場合に使用します。

指定する長さは、そのフォーマットで値が入るだけの大きさで、かつ許容最大長を超えない値に
する必要があります（次の図を参照）。

アスタリスク（*）を使った長さ表記

英数字および Unicode フィールドでは、フォーマット要素に長さではなくアスタリスク（*）を
指定できます。アスタリスクは、レコードバッファのフィールド値に使用できるスペースが可変
となり、フィールドの実際の値によって異なることを示します。ただし、長さゼロの指定とは異
なり、レコードバッファではフィールド値の前に 4 バイト長フィールドは存在しません。フォー
マット要素に対応するレコードバッファエリアには、フィールドの値のみが含まれます。実際の
フィールド値の長さは、読み込みコマンドで取得する必要があり、新しいフォーマットバッファ
長インジケータ L を使用して更新コマンドで指定する必要があります。長さインジケータの詳
細については、このマニュアルの「長さインジケータ（L）」を参照してください。
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次の例では、LB フィールド L1 のレコードバッファには L1 フィールドの値のみが含まれます。
次に 10 バイトが割り当てられた AA フィールドの値が続きます。

FB='L1,*,AA,10,A.'

次の例では、LB マルチバリューフィールド L2 のレコードバッファには、L2 フィールドの最初
の 10 個の値が含まれます。

FB='L21-10,*.'

レコードバッファは、そのフォーマット要素のアスタリスクの長さ設定が含まれている場合は、
フィールド全体が使用する十分な空きスペースが確保されるため、必ずしも必要ではありませ
ん。ただし、読み込みコマンドの処理中に次の両方の条件が合致した場合は、フィールド値が切
り捨てられます。

■ レコードバッファの空きスペースがフィールド値に対して不十分である。
■ アスタリスク表記付きのフィールドがフォーマットバッファの最後に指定されている。

これらの条件に合致する場合は、エラーが返されません。上記の 2 番目の例（FB='L21-10,*.'）
でこの条件が合致した場合、Adabas は読み取る 10 個の値を、対応するレコードバッファセグ
メントの長さに合わせて切り捨てます（右から左へと切り捨てられます。つまり、最後の値が最
初に切り捨てられ、まだ残りの空きスペースが不十分な場合、最後から 2 番目が切り捨てられ、
以下同様に続きます）。極端な例として、このフィールド用にまったく空きスペースがない場合
は、値はゼロバイトまで切り捨てられます。

上記の最初の例（FB='L1,*,AA,10,A.'）では、レコードバッファセグメントが非常に短い場合、
固定長が指定されたフィールドまたは長さがゼロ（0）のフィールドでは切り捨てが許可されて
いないため、切り捨ては発生しません。切り捨ては発生しませんが、ニュークリアスからレスポ
ンスコード 53（レコードバッファが非常に小さい）が返されます。

Adabas ニュークリアスにより実行される読み取りコマンドでのみ、アスタリスク表記が指定さ
れた値が切り落とされます。更新コマンドでは切り落としは発生しません。さらに、ADACMP
ユーティリティは、アスタリスク表記が指定された値を切り落としません。

指定する形式は、フィールドの標準形式と互換性がなければなりません（次の図を参照）。フォー
マット変換の処理ルールはこのセクションで後述します。

これらのパラメータは、エレメンタリフィールドまたはマルチプルバリューフィールドにのみ指
定できます。

長さパラメータまたはフォーマットパラメータを省略した場合、フィールドの標準の長さやフォー
マットに従ってフィールド値が返されます。また、標準の長さやフォーマットに従ってフィール
ド値を指定する必要があります。長さゼロを指定するか、名前が可変長フィールド（標準長がな
い）として定義されているフィールドを参照すると、Adabas によって返される値の先頭には、
（長さインジケータを含めた）その値の長さを持つバイナリフィールドが付きます。更新コマン
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ドでは、ユーザーがこの長さインジケータを指定しなければなりません。長さインジケータの長
さは以下のようになります。

■ 4 バイト（フィールドに L4 オプションがある場合）
■ 2 バイト（フィールドに LA オプションがある場合）
■ 1 バイト（フィールドに上記のどのオプションもない場合）

変換後の
フォーマット

説明最大長ソース
フォー
マット

A英数字16381（フィールドにオプション L4 または LA
があり、フィールドがディスクリプタではない

A

場合）、または 1114（フィールドに L4 または
LA オプションがあり、フィールドがディスクリ
プタの場合）、その他の場合は 253。

A、F、P、U2 進数（符号なし）126B

A、B、P、U固定小数点（符号あり）8F

G浮動小数点8G

A、B、F、Uパック 10 進数。
符号あり。+ = nA, nC, nE, nF
– = nB または nD（最下位バイ
ト）。
nは、与えられた値の最下位桁の
数字

15P

A、B、F、Pアンパック 10 進数。
符号あり。+ = 3n（最下位バイ
ト）。
– = 7n（最下位バイト）。
nは、与えられた値の最下位桁の
数字（ゾーン形式）

29U

WUnicodeUTF-8 で格納される内部値の場合：16381
（フィールドにオプション L4 または LA があ

W

り、かつフィールドがディスクリプタではない
場合）、1114（フィールドにオプション L4 また
は LA があり、かつフィールドがディスクリプ
タの場合）、その他の場合は 253。フィールドに
オプション LA または L4 がある場合は、異なる
エンコーディングを使用できる外部値はより大
きいこともありますが、これらのオプションの
いずれも使わない外部値も 253 バイトに制限さ
れます。

すべての長さはバイト単位です。P および U 形式の符号は、ニブルまたはバイトの 16 進数で
す。
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バイナリからの変換は 0 から 2**64 - 1 までの値に限定されます。バイナリへの変換は 0 から 2**80
-1 までの値に限定されます。

固定小数点形式から、または固定小数点形式への変換は、-(2**63) から 2**63-1 までの値に限定
されます。

バイナリからまたはバイナリへの変換は 0 から 2**63 – 1
（9,223,372,036,854,775,807）までの値に限定されます。

数値形式から英数字への変換は、リーディングゼロではなく、空白を含んだ左詰のアンパック値
になります。例えば、3 バイトのパック値 10043F は 3130303433202020 に変換されます。変換の
ときに、値の桁落ちが発生する場合があります。浮動小数点フィールド（G フォーマット）を別
のフォーマットに変換することはできません。4 バイトの G フォーマットと 8 バイトの G フォー
マットを相互に変換することはできません。

注意: Adabas バージョン 6.3 SP2 以降では、ソースフォーマット U の場合、ASCII に変
換された EBCDIC マシンの符号バイトも、符号バイトの入力として許可されています（次
の表を参照）。

ASCII、16 進数表示EBCDIC、16 進数桁

7B{C0+0

41AC1+1

42BC2+2

43CC3+3

44DC4+4

45EC5+5

46FC6+6

47GC7+7

48HC8+8

49IC9+9

7D}D0-0

4AJD1-1

4BKD2-2

4CLD3-3

4DMD4-4

4EXD5-5

4FOD6-6

50PD7-7

51QD8-8

52RD9-9
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読み込みコマンドにおける長さインジケータおよびアスタリスクインジケータの使用

読み込みコマンドのフォーマットバッファ内のフィールドに長さインジケータを指定する場合、
レコードバッファにフィールド値を格納するために必要なバイト数（パディングがなく、長さに
関する情報を含まないバイト数）が、レコードバッファ内の対応するフィールド位置に返されま
す。レコードバッファに必要なスペースは、フィールドフォーマット、データベース、ファイル
およびユーザーの UES に関連する定義により異なります。

Unicode フィールドの場合、現在の仕様では長さインジケータは常に内部的な長さ、つまり UTF-
8 エンコードにおける値の長さを返します。これは将来のバージョンの Adabas では、他のエン
コードでの値の長さが返されるように変更される可能性があります。したがって、現在 W フィー
ルドの読み込みに長さインジケータを使用するのは、Adabas セッションのデフォルトエンコー
ドが UTF-8 で、対応するアスタリスク長さを含むフォーマットバッファ要素にエンコードが指
定されていない場合のみに限定することを強くお勧めします。それ以外の場合、将来のバージョ
ンの Adabas で結果が変わってしまう可能性があります。

文字 LB フィールド L1（フォーマット A）が 40,000 バイトの値を含んでいる場合を次の例に示
します。

1. L1 のフォーマットバッファ指定が次のようであると仮定します。

FB='L1L,4,B.'

レコードバッファには、4 バイトバイナリ長の L1 フィールドの値が含まれます。

0x00009C40

2. L1 のフォーマットバッファ指定が次のようであると仮定します。

FB='L1L,4,B,L1,*,A.'

レコードバッファには 4 バイトバイナリ長の L1 フィールドの値がレコードバッファエリアの
先頭に含まれ、次に、40,000 文字の実際の L1 データが含まれます。

フォーマットバッファ内のフィールドが、対応する長さインジケータを使用して指定されていて
（例えば FB='L1L,4,B,L1,*.' など）、かつフィールドが空白圧縮の対象外になっている（NB
オプションが FDT 内のフィールドに指定されている）場合、返される長さは、値が格納された
ときに指定されたバイト数となります。ただし、フィールドが空白圧縮の対象となっている場
合、返される長さは左端から意味を持つバイト数のみが返され、それ以上の値は空白で埋められ
ます。

フォーマットバッファ内のフィールドが、対応する長さインジケータを使用して指定されていて
（例えば FB='L1L,4,B,L1,*.' など）、かつフィールドが空値省略（FDT 内でこのフィールドに
NB オプションが指定されている）でフィールド値が完全に空白の場合、返されるフィールド値
の長さはゼロになります。フィールドが空値省略ではない場合、返されるフィールド値の長さ
は、1 つの空白の長さ（英数字フィールドおよび UTF-8 Unicode フィールドで 1 バイト）になり
ます。
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格納／更新コマンドにおける長さインジケータおよびアスタリスク長さインジケータの使用

更新コマンドのフォーマットバッファに長さインジケータが指定されている場合、レコードバッ
ファの対応する値がレコードバッファ内のフィールドの実際の値の長さを表します。基本フィー
ルドの長さインジケータ 1 個のみが指定でき、このインジケータはフォーマットバッファでアス
タリスク（*）表記を伴う必要があります。

長さインジケータは、レコードバッファに可変長を指定するどのフォーマット要素（アスタリス
ク表記または長さゼロ表記による）より先にフォーマットバッファセグメント内で出現する必要
があります。つまり、長さインジケータの場所は常に同じで、このフォーマットで指定されるど
のフィールドの値からも影響を受けません。

また、MU または PE フィールドの同一のフォーマットバッファ内で、長さインジケータとアス
タリスク長さ表記による値の要求を組み合わせる場合、値の要求には長さの要求に対応する範囲
を使用する必要があります。長さの要求と値の要求は同一のフォーマットバッファセグメントで
も、異なるフォーマットバッファセグメントのどちらで指定しても構いません。例として、XX
が、MU オプション付きの LA または LB フィールドである場合を以下に示します。

1. 次の有効な例では、XX フィールドの最初の 2 個の値の長さと実際の値を要求しています。

FB='XXL1-2,XX1-2,*.'

FB='XXL1,XXL2,XX1,*,XX2,*.'

2. 次の無効な例では、XX フィールドの最初の 2 個の値の長さと実際の値を要求しようとしてい
ます。ただしこの例では、MU フィールドに対して長さと値の要求に指定した範囲が、対応
する形式で指定されていないため、無効となります。

FB='XXL1,XXL2,XX1-2,*.'

FB='XXL1-2,XX1,*,XX2,*.'

3. 次の 2 つのフォーマットバッファは、XX フィールドの 3 番目および 4 番目の値の長さとその
実際の値を要求しています。

FB='XXL3,XXL4.'

FB='XX3,*,XX4,*.'

4. 次の無効なフォーマットバッファは、XX フィールドの 3 番目および 4 番目の値の長さと、そ
の実際の値を要求していますが、長さと値の要求に指定した範囲が、対応するフォーマット
で指定されていないので、エラーになります。
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FB='XXL3,XXL4.'

FB='XX3-4,*.'

フォーマットバッファ：セグメント

長さの代わりにセグメントを指定すると、フィールドの一部のみを処理できます。これは、LOB
フィールドに特に有用です。セグメントは、フォーマット A で定義されたフィールドに対して
のみ指定できます。セグメントの構文は次のとおりです。

(byte_number, length [, length2])

PE の MU フィールドでは、PE インデックスと MU インデックスの両方が指定されている場合
にのみセグメントを指定できます。セグメントが指定されていない場合は、フィールド全体が処
理されます。

byte_number は、処理するフィールドセグメントの最初のバイトのバイト番号を指定します。
byte_number は、数字または ‘*’ のいずれかです。

数字を指定した場合、処理するセグメントの開始場所となる、値内のバイトの位置を示します。
値の最初（左端）にあるバイトのバイト番号は 1 です。

byte_number = ‘*’ を指定した場合、それは *-position と呼ばれます。*-position を指定した場合
は、セグメントが現在位置から開始されることを意味します。コマンドオプション 2=‘L’ が指定
された L1、L4、または A1 コマンドの場合、現在位置は、処理するセグメントの前のバイト数
として、コントロールブロックの ISN LOWER LIMIT フィールドに指定します。*-position を指
定することで、同じフォーマットバッファを使用してフィールドの異なるセグメントを処理でき
ます。他のコマンドの場合、現在位置は常にフィールド値の最初（左端）のバイトです。読み込
みコマンドでは、*-position で処理できるフィールド値は 1 つだけです。そのため、*-position
を指定した複数のフォーマットバッファエレメントをフォーマットバッファに指定してはいけま
せん。

注意: 

1. 現在位置が値の末尾を超えている場合は、L オプションが指定された L1 および L4 コマンド
に対して、レスポンスコード 3 が返されます。それ以外の場合は、ISN LOWER LIMIT フィー
ルドに古い現在位置と長さが返されます。これは、コントロールブロックとフォーマットバッ
ファを変更することなく、レスポンスコード 3 が返されるまで、一連の L1 または L4 コマン
ドで値全体を処理できることを意味します。

2. ISN LOWER LIMIT フィールドに指定する現在位置は、同一セグメントのフォーマットバッ
ファに指定する明示的なバイト数よりも 1 つ小さい値です。例：L1(1,1000) は、ISN LOWER
LIMIT 0 を指定した L1(*,1000) と同等で、L1(1001,1000) は、ISN LOWER LIMIT 1000 を指定
した L1(*,1000) と同等です。

length は、処理するフィールドセグメントのバイト単位の長さです。指定したバイト数を、レ
コードバッファの対応する位置に指定する必要があります。
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length2 はオプションであり、更新（A1）コマンドにのみ関係します。他のコマンドの場合、
length2 は無視されます。これは新しいセグメントで置き換えられる古い値のエリアの長さを指
定します。指定する場合、現時点では、length 2 の値は length の値と等しくなければなりませ
ん。指定しない場合、位置 byte_number から始まる古いフィールド値の残りのすべてのデータ
が、レコードバッファ内のデータで置き換えられます。

注意: 

1. 読み込まれたセグメントにフィールド値の終わりを超えるバイトが含まれている場合、これ
らのバイトは空白で埋められます。

2. セグメントが N1/N2 コマンドの最初のバイトで開始されていない場合、フィールド値はセグ
メントの前に空白が付けられて構成されます。フィールドに NB オプションがない場合、結
果の値は圧縮されます。

3. セグメントが A1 コマンドの古い値の終わりを超えて開始されている場合、新しい値は、古い
値を空白で埋め、レコードバッファからセグメントを追加することによって構成されます。
フィールドに NB オプションがない場合、結果の値は圧縮されます。

4. A1 コマンドのセグメントの開始が古い値の終わりを超えておらず、古い値の終わりを超えて
終了する場合、セグメントの前の古い値の部分の後にセグメントを追加して値が作成されま
す。フィールドに NB オプションがない場合、結果の値は圧縮されます。

5. A1 コマンドのセグメントが古い値の終わりの前に終了する場合、結果の値は length2 に応じ
て異なります。指定した場合、古い値の length2 バイトがセグメントによって置き換えられま
す。指定しない場合、古い値の残りの部分が削除され、フィールドに NB オプションがない
場合は、結果の値が圧縮されます。

フォーマットバッファ：edit_mask

edit_mask は次のいずれかです。

numeric_edit_mask
E(date_time_edit_mask_name)

フォーマットバッファ：numeric_edit_mask

数値編集マスクは、COBOL プログラミング言語の標準編集マスク規則に従って使用します。

数値編集マスクは、数値として定義されたフィールドに対してのみ指定できます。Adabas が編
集してフィールドに入れる値は、フィールドの標準形式にかかわらず、すべてアンパック 10 進
数に変換されます。編集フィールドに返せる最大桁数（編集文字以外）は 15 桁です。

編集を指定するフィールドの長さパラメータは、フィールド値と編集文字全部が入るだけの大き
さを持っていなければなりません。十分な大きさがないと、Adabas はレスポンスコードを返し
ます。
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生成される数値編集マスク最大長デフォルト長フォーマット

ZZZZZZZZZZZZZZZ15E1

zzzzzzzzzzzzzz9-16E2

zzzzzzzzz99.99.9917E3

zzzzzzzzz99/99/9917E4

z.zzz.zzz.zzz.zzz,zz20E5

z,zzz,zzz,zzz,zzz,zz20E6

z,zzz,zzz,zzz,zz9.99-21E7

z.zzz.zzz.zzz.zz9.99-21E8

*,***,***,***,**9.99-21E9

*.***.***.***.**9.99-21E10

予約済み-E11

予約済み-E12

予約済み-E13

予約済み-E14

予約済み-E15

数値編集マスク使用例：

Format Buffer Field Value Edited Value

XC,15,E1. 009877 bbbbbbbbbbb9877
XC,8,E4. 301177 30/11/77
XB,5,E7. -366 3.66-
XB,7,E9. 542 **5.42b

フォーマットバッファ：E(date_time_edit_mask_name)

日付／時刻編集マスクで定義された日付／時刻フィールドの場合、日付／時刻編集マスクを指定
できます。数値編集マスクは読み込みコマンドでのみ使用できるのに対して、日付／時刻編集マ
スクは更新コマンドでも使用できます。この編集マスクは、ファイル定義で使用される編集マス
クと同じです。フィールド定義での編集マスクとフォーマットバッファでの編集マスクの次の組
み合わせが許可されています（列 = フォーマットバッファ、行 = FDT）。

XTIMESTAMPUNIXTIMENATDATENATTIMETIMESTAMPDATETIMETIMEDATE

F/TF/TC/CF/TF/TF/T-/-A/ADATE

-/--/--/--/--/--/-A/A-/-TIME

F/TC/CT/FF/TF/TA/AX/-T/FDATETIME

C/CT/FT/FT/FA/AT/FX/-T/FTIMESTAMP

F/TT/FT/FA/AF/TT/FX/-T/FNATTIME

F/TF/TA/AF/TF/TF/T-/-C/CNATDATE
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F/TA/AT/FF/TF/TC/CX/-T/FUNIXTIME

A/AT/FT/FT/FC/CT/FX/-T/FXTIMESTAMP

最初の値は読み込みコマンドでの動作を指定し、2 番目の値は更新コマンドでの動作を指定しま
す。

説明値

許可されていません。-/-

許可されています。変換は必要ありません。A

変換が必要です。ソースとターゲットの値は同じ精度です。C

値を 0 で埋めます。ターゲット値がより高い精度になります。編集マークによっては、追加の変換が
必要な場合があります。

F

値を切り捨てます。ターゲット値がより低い精度になります。編集マークによっては、追加の変換が
必要な場合があります。

T

読み込み処理の値から時間コンポーネントを抽出します。ターゲット値には日付情報が含まれませ
ん。編集マークによっては、追加の変換が必要な場合があります。読み込み処理にのみ許可されま
す。

X/-

注：

■ Adabas では、フォーマット B、F、P、および U の既存フィールドのフィールド定義に、日付
／時刻編集マスクを追加できます。これにより、データベース内の値が、この日付／時刻編集
マスクに対して適切でない値になる可能性があります。

■ フォーマットバッファでの日付／時刻編集マスクの使用には、次の規則が適用されます。
■ フォーマットバッファで、TZ オプションなしのフィールドに日付／時刻編集マスクを指定
しなかった場合、日付／時刻変換およびそのチェックは実行されません。

■ フォーマットバッファで、TZ オプションありのフィールドに日付／時刻編集マスクを指定
しなかった場合、フォーマットバッファは、指定したフィールド定義の日付／時刻編集マス
クとして扱われます。

■ フォーマットバッファで、日付／時刻編集マスクとともに長さまたはフォーマットを指定し
なかった場合は、フィールドのデフォルトのフォーマットまたは長さが使用されます。デ
フォルトの値が、指定した日付／時刻編集マスクと一致しない場合は、長さまたはフォー
マットを指定してください。

■ 指定した日付／時刻編集マスクが、フィールド定義の日付／時刻編集マスクと互換性がない
場合は、レスポンスコード 41 が返されます。

■ DT オプションなしで定義されているフィールドの日付／時刻編集マスクを指定した場合
は、値がこの編集マスクに対して有効かどうかがチェックされます。有効でない場合は、レ
スポンスコード 55 が返されます。

■ 更新または追加コマンドのフォーマットバッファに、読み込みコマンドにのみ許可される日
付／時刻編集マスクを指定した場合は、レスポンスコード 44 が返されます。
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■ 更新または追加コマンドのフォーマットバッファに日付／時刻編集マスクを指定した場合
は、値が正しい日付／時刻値かどうかを確認するチェックが行われます。編集マスクと互換
性がない値の場合は、レスポンスコード 55 が返されます。

■ 読み込みコマンドのフォーマットバッファに日付／時刻編集マスクを指定し、かつフィール
ドに無効な日付／時刻値が含まれているか、フィールドの長さが値を格納するのに十分でな
い場合は、レスポンスコード 55 が返されます。

#'char_set'

このフォーマットバッファ要素は、W フィールドにのみ指定可能で、レコードバッファ内の対
応するフィールドの文字セットを指定するために使用されます。
http://www.iana.org/assignments/character-sets にリストされるエンコーディング名を指定しな
ければなりません。そのリストにある文字セットのほとんどは ICU によってサポートされてお
り、Adabas は、これを使用して国際化をサポートします。

文字セット指定例

#'UTF-16BE'

フォーマットバッファ例

ここでは、フォーマットバッファおよびレコードバッファの例を示します。ここでの例はすべ
て、付録 A のサンプル Adabas ファイルを参照しています。

例 1：エレメンタリフィールドを使用（標準長および標準フォーマット）

Format Buffer : AA,5X,AB.

Record Buffer : AA value(8 bytes alphanumeric)
5 spaces
AB value(2 bytes packed)

例 2：エレメンタリフィールドを使用（長さとフォーマットは変更）

Format Buffer : AA,4,5X,AB,3,U,W1,50,#'UTF-16BE'.

Record Buffer : AA value (4 bytes alphanumeric)
5 spaces
AB value (3 bytes unpacked)
W1 value (50 bytes = 25 characters in UTF-16BE encoding)
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例 3：ピリオディックグループを参照

Format Buffer : GB1.

Record Buffer : BA1 value (1 byte binary)
BB1 value (5 bytes packed)
BC1 value (10 bytes alphanumeric)

例 4：ピリオディックグループ GB の最初の 2 つのオカレンスを参照

Format Buffer : GB1-2.

Record Buffer : BA1 value (1 byte binary)
BB1 value (5 bytes packed) GB1
BC1 value (10 bytes alphanumeric)
BA2 value (1 byte binary)
BB2 value (5 bytes packed) GB2
BC2 value (10 bytes alphanumeric)

例 5：マルチプルバリューフィールド MF の 6 番目の値を参照

Format Buffer : MF6.

Record Buffer : MF value 6 (3 bytes alphanumeric)

例 6：マルチプルバリューフィールド MF の最初から 2 つの値を参照

Format Buffer : MF01-02.

Record Buffer : MF value 1 (3 bytes alphanumeric)
MF value 2 (3 bytes alphanumeric)

例 7：ピリオディックグループ GC の最高オカレンス番号と、マルチプルバリューフィールド
MF に存在する値の数を参照

Format Buffer : GCC,MFC.

Record Buffer : Highest occurrence count for GC (1 byte binary)
Value count for MF (1 byte binary)

例 8：SQL 空値対応フィールドからデータを読み込み

注意: 次の例では、フィールド ZZ が NC オプション付きの 5 バイト長の英数字フィール
ドであることを前提にしています。フィールド ZZ は、付録 A のサンプルリストには含ま
れていません。
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Data Storage:  Contains null value
Format Buffer: ZZS, ZZ, 3.

Data returned in Record Buffer:
The first two bytes contain the value –1, and the contents of the next three bytes ↩
are undefined.

Data Storage:  "ABCDE"
Format Buffer: ZZS, ZZ, 3.

Data returned in Record Buffer:
The first two bytes contain the value 5 (=length of untruncated field), and the ↩
next three bytes are "ABC".

Data Storage:  "ABCDE"
Format Buffer: ZZS, 4, U, ZZ.

Data returned in Record Buffer:
The first four bytes contain the value 0 in unpacked format (=field is non–null and ↩
is not truncated), and the next 5 bytes are "ABCDE".

例 9：SQL 空値対応フィールドを空値に更新

注意: 次の例では、例 8 に示されている ZZ フィールドを使用しています。

Format Buffer: ZZS, ZZ.
Record Buffer: Contains the value –1 in the first two bytes, followed by a 5 byte ↩
character string. The character string will be ignored, since the field is being ↩
updated to contain the null value.

Data Storage:  The field ZZ will be updated to contain the null value.

フォーマットバッファのパフォーマンスに関する考慮事項

フォーマットバッファの作成時、次の事項を考慮すると、効率を上げることができます。

■ 基本フィールドを個別に参照するのではなく、できる限りグループ名を使用します。グループ
名を使うと、Adabas がフォーマットバッファを解釈するために必要な時間が削減されます。
フィールド範囲指定を使用するとパフォーマンスが向上されません。フィールド範囲指定は、
Adabas により一連の基本フィールドに変換されるためです。

■ 長さとフォーマットは必要な場合にのみ指定します。オーバーライドを実行すると、フォー
マットバッファ解釈時およびフィールド処理時に余分な処理時間が必要になります。

■ レコード内の同一フィールドを読み込んで更新する場合は、読み込みおよび更新コマンドで同
一フォーマットバッファを使用します。

97コマンドリファレンス

Adabas の呼び出し



レコードバッファ

レコードバッファは、主に読み込みコマンド（L1-L6、L9 および読み込みオプション付 S1/S2/S4）
と更新コマンド（A1、N1/N2）で使用します。

読み込みコマンドでは、Adabas はこのバッファに要求フィールドの値を返します。フィールド
値は、フォーマットバッファに指定された順で返されます。値はフォーマットバッファにユー
ザーが長さおよび/またはフォーマットを指定しない限り、標準の長さとフォーマットで返され
ます。値が空値である場合は、フィールドのフォーマットに応じて次のように返されます。

空値フォーマットフォーマット

空白ALPHANUMERIC

バイナリのゼロBINARY

バイナリのゼロFIXED POINT

バイナリのゼロ浮動小数点
アンパック 10 進数のゼロUNPACKED DECIMAL

パック 10 進数のゼロPACKED DECIMAL

Adabas は、要求されたすべてのフィールドの合計長（標準長または指定された長さ）に等しい
バイト数を返します。

レコードを更新するときは、レコードバッファに新しい値を指定しなければなりません。空値を
提供する場合には、上記のフィールドフォーマットに応じて提供しなければなりません。

レコードバッファは、以下に示されているコマンドでのユーザープログラムと、Adabas 間の情
報転送にも使用されます。

■ エンドトランザクション（ET）、またはユーザーセッションのクローズ（CL）。ユーザーは、
Adabas システムファイルに格納するデータを提供します。上記コマンドでのユーザーデータ
の格納はオプションです。

■ ET データの読み込み（RE）。Adabas は、Adabas システムファイルに格納されているユー
ザーデータを返します。

■ プロテクションログへのユーザーデータの書き込み（C5）。ユーザーは、Adabas データプロ
テクションログに書き込むデータを提供します。

■ ユーザーセッションのオープン（OP）。ユーザーは、実行する更新タイプ（排他制御または
ET ロジック）をアクセス／更新するファイルとともに指定します。Adabas システムファイ
ルに格納されているユーザーデータが Adabas によって返されます（オプション）。

■ フィールド定義の読み込み（LF）。Adabas はファイルのフィールド定義を返します。
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サーチバッファとバリューバッファ

サーチバッファとバリューバッファは、FIND コマンド（S1、S2、S4）でレコードの集合を選択
するための検索条件を定義する際に、対で使用します。これらは、ファイルの順次読み込みの開
始値を示すために、論理順に読み込む（L3/L6）コマンド、ディスクリプタ値を読み込む（L9）
コマンドとともに使用します。

ユーザーは、サーチバッファに検索式（複数可）を、バリューバッファには複数の検索式に対応
する値を指定します。

サーチバッファとバリューバッファは、レコードの更新（A1）およびレコードの削除（E1）コ
マンドでも使用されます。これらのコマンドのサーチバッファ構文については、「Adabas コマ
ンド」を参照してください。

サーチバッファとバリューバッファは、ファイルの順次読み込みの開始値を示すために、論理順
に読み込み（L3/L6）コマンド、ディスクリプタ値の読み込み（L9）コマンドとともに使用しま
す。コマンドのサーチバッファ構文については｢Adabas コマンド｣を参照してください。

S1/S2/S4 コマンドのサーチバッファ構文

S1、S2 および S4 コマンドで使用するサーチバッファは、以下の形式に従います。

search expression [,connecting operator, search expression]... .

サーチバッファエントリはすべて、コンマで区切らなければなりません。各エントリ間に 1 つ以
上の空白があってもかまいません。最後のエントリの後にコンマがあってもかまいません。サー
チバッファはピリオドで終了しなければなりません。

検索式

{[name[i]D[,length][,format],] name[i][,length] [,format] ↩
[,E(date_time_edit_mask_name)] [,C]
 [,#'char_set'][,comparator]} | {nameS[,length] [,format]} | (command_id) 

この構文に使用する項目は、次のセクションで説明します。

name[i|S]

検索式で使用するフィールドまたは派生したディスクリプタの名前です。名前は、フィールド、
サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、照合ディスクリプタ、ハイパーディスクリプ
タ、またはフォネティックディスクリプタです。

ピリオディックグループ内のフィールド、ピリオディックグループ内のフィールドから派生した
スーパーディスクリプタや照合ディスクリプタ、または PE オプション付きのハイパーディスク
リプタを検索する場合は、特定オカレンスの値だけを検索するために、名前に添字（先行ゼロ
可）をつけることが可能です。添字をつけないと、全オカレンスの値が検索されます。

99コマンドリファレンス

Adabas の呼び出し



マルチプルバリューフィールド、マルチプルバリューフィールドから構成されるサブディスクリ
プタ、スーパーディスクリプタ、照合ディスクリプタを検索する場合、フィールドのすべての値
が検索の対象となります。このフィールドには添字は付けられません。

フィールドが NU オプション（空値省略）と定義されている場合は、空値はインバーテッドリ
ストに格納されません。したがって、空値を持つレコードを検索すると、（データストレージの
中には空値のフィールドを持つレコードがある場合でも）結果は検出レコードなしとなります。
このルールは、サブディスクリプタまたは照合ディスクリプタについても適用されます。スー
パーディスクリプタの場合は、スーパーディスクリプタを構成するフィールドのうち少なくとも
1 つのフィールドが NU オプションと定義され、そのフィールドが空値である場合、スーパー
ディスクリプタ値は格納されません。

フィールドが、NC オプション（SQL 空値）または NU オプション（空値省略、Adabas 空値を
SQL 空値として解釈）付きで定義されている場合は、フィールド名に大文字 S を付加すること
によって、SQL 空値を持つすべてのレコードを検索対象にできます。

length
format

バリューバッファに指定するディスクリプタ値の長さとフォーマットは、このパラメータで明示
できます。長さおよび／またはフォーマットを省略した場合は、そのフィールドの標準長と標準
フォーマットで値を指定しなければなりません。

注意: スーパーディスクリプタの場合は一般的に、全長を明示的に指定するか、デフォル
トの長さを使用する必要があります。この例外は、例えば、英数字の親フィールドだけを
持つスーパーディスクリプタです。

注意: スーパーディスクリプタの場合は一般的に、全長を明示的に指定するか、デフォル
トの長さを使用する必要があります。デフォルト長より短い長さを指定した場合はレスポ
ンス 61 が返されます。この例外は、例えば、英数字の親フィールドだけを持つスーパー
ディスクリプタです。

使用可能なフォーマットおよび各フォーマットに適用する処理ルールを示す 2 つの図が、この
セッションの最後にあります。

E(date_time_edit_mask_name)

日付／時刻編集マスクは、フォーマットバッファでの日付／時刻編集マスクと同じ方法で使用で
きます。詳細については、フォーマットバッファでの日付／時刻編集マスクの説明を参照してく
ださい。

name[i]D

夏時間インジケータを使用して日付／時刻の値を指定する場合は、夏時間インジケータを最初に
指定し、その後に日付／時刻の編集マスクを含むフィールド指定を指定する必要があります。名
前と夏時間インジケータの PE インデックス（指定する場合）は、次の日付／時刻フィールド仕
様と同じである必要があります。夏時間インジケータのデフォルトの長さとフォーマットは 2,F
です。
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C

C オプションは、照合ディスクリプタ で HE オプションを使用していない場合にのみ指定でき
ます。オプションが指定されると、バリューバッファ内の対応する値は照合キーではなく、親
フィールドの値となります。

ICU を使用して自分で作成した照合キーを指定するため、HE オプションなしの照合ディスクリ
プタに C オプションを指定しない場合は、Adabas が使用する ICU のバージョンが 3.2 である点
に注意してください。他の ICU バージョンで作成した ICU キーは、Adabas が使用する照合キー
と互換性がない場合があります。

#'char_set'

このサーチバッファ要素は、Wフィールドにのみ指定可能で、バリューバッファ内の対応する
フィールドの文字セットを指定するために使用されます。
http://www.iana.org/assignments/character-sets にリストされるエンコーディング名を指定しな
ければなりません。そのリストにある文字セットのほとんどは ICU によってサポートされてお
り、Adabas は、これを使用して国際化をサポートします。

文字セット指定例

#'UTF-16BE'

comparator

値演算子は、手前に指定するディスクリプタとバリューバッファ内の対応する値との間に行う論
理演算を示すために検索式の最後に用います。

次の演算子が指定できます。

説明値演算子

等しいEQ

等しくないNE

より大きいまたは等しいGE

より大きいGT

より小さいまたは等しいLE

より小さいLT

S 演算子の第 1 オペランドには、値演算子 GE と GT だけを指定できます。EQ も GE と同様に受
け入れられ、処理されます。S 演算子の第 2 オペランドには、値演算子 LE と LT だけを指定で
きます。EQ も LE と同様に受け入れられ、処理されます。

値演算子を指定しない場合は、EQUAL TO 演算とみなされます。
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例：

AA がバリューバッファ内の指定値と等しい。AA.

AA がバリューバッファ内の指定値より小さい。AA,LT.

AA がバリューバッファ内の指定値より大きいか等しい。AA,GE.

Command_id

検索式は、SAVE ISN LIST オプション指定の直前にある Sx コマンドの実行結果である ISN リス
トを示すコマンド ID（カッコで囲む）を指定できます。S8 または S9 コマンドによって作成さ
れた ISN リストも使用することができます。

結合演算子

結合演算子は、検索式を結合するのに使用します。以下のような結合演算子を使用できます。

例説明結合演
算子

2 つの検索式の結果を論理和（OR）演算で結合することを
示します。

R AA,R,AB.

2 つの検索式の結果を論理積（AND）演算で結合します。D AA,D,AB.

2 つの検索式の結果を論理和（OR）演算で結合することを
示します。O 演算子は、同一ディスクリプタ使用の検索式
を結合するときのみ使用できます。

O AA,O,AA. Valid

AA,O,AB. Invalid

2 つの検索式の FROM/TO 範囲（初めと終わりも含めて）
を示します。この 2 つの検索式は、同一ディスクリプタで
なければなりません。オペランドに定義された値演算子に
依存して、フィールド値が下限または上限と等しいレコー
ドは、検索結果に含めるか、除外することができます。

S AA,S,AA.      
AA,GE,S,AA,LE.

Range including start and ↩
end values

AA,GT,S,AA,LT.

Range excluding start and ↩
end values
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例説明結合演
算子

直前の FROM/TO 範囲からある値または値の範囲を除外し
ます。この演算子は必ず、S 演算子とともに指定します。

X AA,S,AA,N,AA. Valid
AA,S,AA,N,AB. Invalid
AA,S,AA,N,AA,S,AA. Valid
AA,S,AA,N,AA,N,AB. Invalid

範囲指定

A から Z までの NAME のような範囲を指定するには、次の 2 つの方法があります。

1. NAME は A より大きいか等しい、かつ（AND）、NAME は Z より小さいか等しい。

SB := NA,1,GE,D,NA,1,LE.
VB := AZ

2. NAME は A から Z

SB := NA,1,S,NA,1.
VB := AZ

結合演算子の優先順位

1 つのサーチバッファ内に異なる結合演算子が複数あると、演算子は（ある場合は）次の順で処
理されます。

■ すべての O/S/N 演算子を評価する
■ D 演算子を評価する
■ R 演算子を評価する

例：サーチバッファ：AA,S,AA,N,AA,O,AA,D,BB,R,CC,D,FF

次のように評価されます：(((((AA,S,AA),N,AA),O,AA),D,BB),R,(CC,D,FF))

サーチバッファの形式（ソフトカップリング使用）

ソフトカップリングを使用して検索を行うサーチバッファは、以下の形式に従います。

(mfile, mfield, sfile, sfield [,mfile, mfield, sfile, sfield],...)
/file/search expression [,operator, search-expression],... .

mfile
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主ファイル。このファイルは、Adabas コントロールブロックのファイル番号フィールドに指定
されている必要があります。最終的に返される ISN リストは、主ファイルに存在する ISN リス
トです。

mfield

ソフトカップリングのリンクフィールドとして使用される主ファイルのフィールド。このフィー
ルドは、ディスクリプタ、サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタまたはハイパーディス
クリプタでなければなりません。ピリオディックグループ内のフィールドを含むディスクリプタ
は指定できません。

sfile, sfield

（検索条件に従って）s ファイルから選択された各 ISN に関して、s フィールドに指定したフィー
ルドが読み込まれます。このフィールド値を使用すると、主ファイルのどの ISN に一致する値
があるかを特定できます。

sfield は、非ディスクリプタまたはディスクリプタのいずれかのフィールドになっている必要が
あります。サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、ハイパーディスクリプタ、照合ディ
スクリプタまたはフォネティックディスクリプタであってはいけません。m フィールドのフォー
マットと同じでなければなりません。標準長は異なっていてもかまいません。

ピリオディックグループ内のフィールドは指定できません。

最高 42 までのソフトカップリング条件が指定できます。

ソフトカップリング検索条件の例については、「サーチ／バリューバッファの例」を参照してく
ださい。

L3/L6/L9 コマンドのサーチバッファ構文

L3、L6 および L9 コマンドで使用するサーチバッファは、以下のフォーマットに従って構成し
ます。

{L3_SB_element [,comparator].} | {L3_SB_element,S, L3_SB_element.}

バリューバッファに処理順序の開始値または終了値のみが含まれる場合は、サーチバッファの 1
番目の形式が使用されます。コマンドオプション 2 のエントリと比較演算子を使用して、バリュー
バッファに指定した値が開始ディスクリプタ値になるのか、または終了ディスクリプタ値になる
のかを決定します。

バリューバッファに処理順序の開始値と終了値の両方が含まれる場合は、サーチバッファの 2 番
目の形式が使用されます。バリューバッファの最初の値は範囲の下限を指定し、2 番目の値は範
囲の上限を指定します。開始値を指定する下限値と終了値を指定する上限値のどちらであるかに
よって、昇順と降順のどちらが指定されたかが決まります。これによりアプリケーションプログ
ラムでは、コントロールブロックのコマンドオプション 2 フィールドのエントリを変更するだけ
で、処理の方向を変更できるようになります。
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L3_SB_element の構文形式は以下のとおりです。

[name [i] D [,length] [,format] ,] name [i]  [,length] [,format] , [,C] ↩

上記式内の各項目の意味は次のとおりです。

名前 D
夏時間インジケータを使用して日付／時刻の値を指定する場合は、夏時間インジケータを最
初に指定し、その後に日付／時刻の編集マスクを含むフィールド指定を指定する必要があり
ます。

名前
順序制御に使用するディスクリプタの名前。指定名はアディション 1 フィールドに指定した
名前と同じである必要があります。

i
値を求めたいディスクリプタがピリオディックグループに属する場合は、特定のオカレンス
数を指定できます。コントロールブロックの ISN フィールドに指定した値は、サーチバッ
ファおよびバリューバッファともに指定されている場合には無視されます。インデックスの
指定がない場合は、指定した値のすべてのオカレンスが返ります。

注意: このオプションは L9 コマンドでのみ使用できます。

長さ
バリューバッファに指定した値の長さ。長さを指定しない場合、FDT で指定されたディスク
リプタのデフォルト長に応じて値が指定されます。

format
バリューバッファに指定した値のフォーマット。フォーマットを指定しない場合、FDT で指
定されたディスクリプタのデフォルトフォーマットに応じて値が指定されます。

comparator
比較演算子 GE（同等かより大きい）、GT（より大きい）、LE（同等かより小さい）、LT
（より小さい）を使用できます。比較演算子を指定しない場合、GE が指定されます。

C
C オプションは、照合ディスクリプタ で HE オプションを使用していない場合にのみ指定で
きます。このオプションを指定すると、バリューバッファ内の対応する値は照合キーではな
く、親フィールドの値になります。

ICU を使用して自分で作成した照合キーを指定するため、HE オプションなしの照合ディス
クリプタに C オプションを指定しない場合は、Adabas が使用する ICU のバージョンが 3.2
である点に注意してください。他の ICU バージョンで作成した ICU キーは、Adabas が使用
する照合キーと互換性がない場合があります。
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バリューバッファ

サーチバッファに指定した各ディスクリプタの値をバリューバッファに指定します。

指定する各値は、サーチバッファに指定した各検索式と同じ順序にする必要があります。

指定するすべての値は、サーチバッファの標準長と標準フォーマットを明示的に指定していない
限り、サーチバッファ内の関連するディスクリプタの標準長と標準フォーマットに一致していな
ければなりません。

フォネティックディスクリプタと HE オプションを指定したハイパーディスクリプタについて
は、内部サーチバッファではなく、対応する親フィールドを指定しなければなりません。

検索式がコマンド ID から成っている場合は、バリューバッファにその対応値が作成されませ
ん。ただし、0 でないバリューバッファ長は指定しなければなりません。

検索式にフィールド名 FN が含まれ、その後に S オプションが指定されている場合、バリュー
バッファには 16 進数の FFFF（フィールド FN 内の空値を持つ全レコードを選択）または 16 進
数の 0000（フィールド FN 内の空値以外の値を持つ全レコードを選択）のいずれかの値が含ま
れていなければなりません。

間に空白を入れたり、他のコンマなどの文字をバリューバッファ内の値の間に挿入したりしない
でください。バリューバッファの終わりにピリオドは不要です。

サーチ／バリューバッファの例

ここでは、サーチバッファとバリューバッファの構成例を示します。すべての例は、付録 A の
サンプル Adabas ファイルを参照しています。バリューバッファの値は、文字および／または
16 進数で表示します。

例：単一の検索式を使用する検索。

Search Buffer : AA.
Value Buffer : 12345bbb

0x3132333435202020

Search Buffer : AA.
Value Buffer : 12345bbb

^X3132333435202020

結果：この検索により、フィールド AA の値が 12345 であるファイル 1 内のすべての ISN が返
されます。サーチバッファに「AA,5.」と指定し、バリューバッファに値「12345」（末尾の空
白なし）を指定しても、同じ検索が実行されます。
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例：2 つの検索式を AND（論理積）演算子で結合して検索します。

Search Buffer : AA,D,AB.
Value Buffer : 0x3132333435363738002C

Search Buffer : AA,D,AB.
Value Buffer : ^X3132333435363738002C

結果：この検索により、フィールド AA の値が 12345678 で、かつフィールド AB の値が +2 であ
るファイル 1 内の全レコードの ISN が返ります。

Search Buffer : AA,D,AB,3,U.
Value Buffer : 12345678002

0x3132333435363738303032

Search Buffer : AA,D,AB,3,U.
Value Buffer : 12345678002

^X3132333435363738303032

結果：この検索は、上記の検索と同じ結果となります。これは、サーチバッファに長さとフォー
マットを指定した例です。

例：3 つの検索式を OR（論理和）演算子で結合して検索します。

Search Buffer : XB,3,U,O,XB,3,U,O,XB,3,U.
Value Buffer : 284285290

0x323834323835323930

Search Buffer : XB,3,U,O,XB,3,U,O,XB,3,U.
Value Buffer : 284285290

^X323834323835323930

結果：この検索により、フィールド XB の値が 284、285、または 290 であるファイル 2 内の全レ
コードの ISN が返ります。また長さとフォーマットが標準長を変更しています。

例：2 つの検索式を FROM/TO（範囲）演算子で結合して検索します。

Search Buffer : XB,S,XB.
Value Buffer : 0x020C030C

Search Buffer : XB,S,XB.
Value Buffer : ^X020C030C

結果：この検索により、フィールドXBの値が +20 から +30 の範囲にあるファイル 2 内の全レコー
ドの ISN が返ります。
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例：3 つの検索式を FROM-TO（範囲）演算子と BUT-NOT（除外）演算子で結合して検索しま
す。

Search Buffer : XB,S,XB,N,XB.
Value Buffer : 0x020C030C027C

Search Buffer : XB,S,XB,N,XB.
Value Buffer : ^X020C030C027C

結果：この検索により、フィールド XB の値が、+27 を除く +20 から +30 の範囲にあるファイル
2 内の全レコードの ISN を返します。

例：OR 演算子によってディスクリプタ値の 2 つの範囲が結合されている検索。

Search Buffer : XB,S,XB,O,XB,S,XB.
Value Buffer : 0x001C200C500C600C

Search Buffer : XB,S,XB,O,XB,S,XB.
Value Buffer : ^X001C200C500C600C

結果：この検索により、フィールド XB の値が、+1 から +200 または +500 から +600 までの範囲
にあるファイル 2 内の全レコードの ISN を返します。

例：マルチプルバリューディスクリプタを使用して検索します。

Search Buffer : MF.
Value Buffer : ABC

0x414243

Search Buffer : MF.
Value Buffer : ABC

^X414243

結果：この検索によって、マルチプルバリューフィールド MF のいずれかの値が｢ABC｣である
ファイル 1 内の全レコードの ISN が返ります。

Search Buffer : MF2. Invalid.
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例：ピリオディックグループ内のディスクリプタを使用して検索します。

Search Buffer : BA.
Value Buffer : 0x04

Search Buffer : BA.
Value Buffer : ^X04

結果：この検索により、ディスクリプタ BA（ピリオディックグループに属している）のいずれ
かのオカレンスの値が 4 であるファイル 1 内の全レコードの ISN を返します。

Search Buffer : BA3.
Value Buffer : 0x04

Search Buffer : BA3.
Value Buffer : ^X04

結果：この検索により、ディスクリプタ BA（ピリオディックグループに属する）の第 3 オカレ
ンスの値が value4 であるファイル 1 内の全レコードの ISN を返します。

例：サブディスクリプタを使用した検索。SA は、フィールド RA の先頭 4 バイトから生成した
サブディスクリプタです。

Search Buffer : SA.
Value Buffer : 0x41424344

Search Buffer : SA.
Value Buffer : ^X41424344

結果：この検索により、サブディスクリプタ SA の値が ABCD であるファイル 2 内の全レコー
ドの ISN が返ります。

例：英数字フォーマットのスーパーディスクリプタを使用して検索します。SB は、フィールド
RA の先頭 8 バイトとフィールド RB の先頭 4 バイトから生成したスーパーディスクリプタで
す。

Search Buffer : SB.
Value Buffer : 0x414243444546474831323334

Search Buffer : SB.
Value Buffer : ^X414243444546474831323334

結果：この検索により、スーパーディスクリプタ SB の値が ABCDEFGH1234 であるファイル 2
内の全レコードの ISN が返ります。
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例：バイナリフォーマットのスーパーディスクリプタを使用した検索。SC は、フィールド XB
と XC から生成したスーパーディスクリプタです。

Search Buffer : SC.
Value Buffer : 0x020F313233343536

Search Buffer : SC.
Value Buffer : ^X020F313233343536

結果：この検索により、フィールド XB の値が +20 でフィールド XC の値が 123456 であるファ
イル 2 内の全レコードの ISN が返ります。

例：以前に生成した ISN リスト（コマンド ID で識別されたもの）を使用した検索。

Search Buffer : (CID1),D,(CID2).
Value Buffer : not used

結果：この検索により、CID1 および CID2 のコマンド ID に対応する 2 つの ISN リスト中に共
通に存在する ISN が返ります。

Search Buffer : (CID1),D,AB,3,U.
Value Buffer : 123

0x313233

Search Buffer : (CID1),D,AB,3,U.
Value Buffer : 123

^X313233

結果：この検索により、CID1 に対応する ISN リスト中に存在し、かつフィールド AB の値が
+123 であるファイル 1 内の全レコードの ISN が返ります。

例：値演算子を使用して検索します。

Search Buffer : AB,3,U,GT.
Value Buffer : 100

0x313030

Search Buffer : AB,3,U,GT.
Value Buffer : 100

^X313030

結果：この検索により、フィールド AB の値が +100 より大きい値をもつファイル 1 内の全レコー
ドの ISN が返ります。
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例：値演算子および結合演算子を使して検索します。

Search Buffer : AB,3,U,GT,D,AA,1,GT.
Value Buffer : 100A

0x31303041

Search Buffer : AB,3,U,GT,D,AA,1,GT.
Value Buffer : 100A

^X31303041

結果：この検索により、フィールド AB の値が +100 より大きく、かつフィールド AA の値が A
より大きいファイル 1 内の全レコードの ISN が返されます。

例：ディスクリプタフィールドと非ディスクリプタフィールドの両方を使用する検索。

Search Buffer : AA,4,A,D,BC,3,A.
Value Buffer : ABCD300

^X41424344333030

結果：AA（ディスクリプタ）が "ABCD" に等しく、BC（非ディスクリプタ）が "300" に等しい
すべてのレコードが選択されます。

例：OR で結合された 2 つの異なるディスクリプタの 2 つの検索式を使用した検索。検索式の 1
つは AND 演算子を使用する複合式です。

Search Buffer : AB,R,AC,3,NE,D,MF.
Value Buffer : 0x001C414243414243

Search Buffer : AB,R,AC,3,NE,D,MF.
Value Buffer : ^X001C414243414243

結果：この検索で、フィールド AB の値が X'001C'、またはフィールド AC の先頭 3 バイトの値
が X'414243' でないが、フィールド MF の値が X'414243' である、ファイル 1 の全レコードの ISN
が返されます。

例：SQL 空値による検索。

注意: 次の例で、フィールド ZZ は NC オプション付きの英数字フィールドであるとしま
す。フィールド ZZ は、付録 A のサンプルリストには含まれていません。

Search Buffer : AA,4,A,D,ZZS.
Value Buffer : 0x41424344FFFF
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Search Buffer : AA,4,A,D,ZZS.
Value Buffer : ^X41424344FFFF

結果：レコードは、フィールド AA="ABCD" とフィールド ZZ が空値で選択されます。

Search Buffer : AA,4,A,D,ZZS.
Value Buffer : 0x414243440000

Search Buffer : AA,4,A,D,ZZS.
Value Buffer : ^X414243440000

結果：レコードは、フィールド AA="ABCD" とフィールド ZZ が空値以外の値で選択されます。

例：単一ソフトカップリング条件と単一検索条件を使用。

File Number : 4
Search Buffer: (4,AB,1,AC)/1/AB,S,AB.
Value Buffer : ...........

1. ファイル 1 で、AB がバリューバッファにある値の範囲のレコードを検索します。
2. 1 で求められたファイル 1 内の各 ISN に関し、フィールド AC を読み込み、さらにファイル

4 の対応値リスト（AB）と内部的に照合します。
3. ファイル 4 の ISN 結果リストが、ISN バッファに返されます。

例：単一ソフトカップリング条件および複数検索条件を使用。

File Number : 1
Search Buffer: (1,AA,2,AB)/1/AC,D,AE,D,/2/AF,S,AF.
Value Buffer : ...........

1. AF= のサーチファイル 2... ～ ...（バリューバッファで提供される値）
2. ファイル 2 の結果として得られる各 ISN についてフィールド AB を読み込み、さらにファイ

ル 1 の値リスト（AA）と内部的に照合します。
3. ファイル 1 で AC=... および AE=... を検索します（バリューバッファで提供される値）
4. ステップ 2 と 3 の結果である ISN リストを照合します。
5. ステップ 4 から得られる ISN が ISN バッファに返されます。
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例：複数ソフトカップリング条件と複数検索条件を使用。

File Number : 1
Search Buffer: (1,AA,2,AB;1,AA,5,BA)

/1/AC,D,AE,D,/2/AF,S,AF,D,/5/BC,S,BC.

1. AF= のサーチファイル 2... ～ ...（バリューバッファで提供される値）
2. ファイル 2 の結果として得られる各 ISN についてフィールド AB を読み込み、さらにファイ

ル 1 の値リスト（AA）と内部的に照合します。
3. ファイル 5 で BC=... ～... を検索します（バリューバッファで提供される値）
4. ファイル 5 の結果として得られる各 ISN についてフィールド BA を読み込み、さらにファイ

ル 1 の値リストに（AA）と内部的に照合します。
5. ファイル 1 で AC=... ～ ... を検索します（バリューバッファで提供される値）
6. ステップ 2、4、5 から得られる ISN リストを照合します。
7. ステップ 6 から得られる ISN が ISN バッファに返されます。

例：NOT EQUAL 演算記号を使用した検索

Search Buffer : AA,4,A,NE.
Value Buffer : ABCD

0x41424344

Search Buffer : AA,4,A,NE.
Value Buffer : ABCD

^X41424344

結果：フィールド AA が "ABCD" と等しくない、すべてのレコードを選択します。

例：R 演算記号（異なるフィールド名を使用した OR）を使用した検索

Search Buffer : AA,4,A,R,BB,LT.
Value Buffer : ABCD3000

0x4142434433303030

Search Buffer : AA,4,A,R,BB,LT.
Value Buffer : ABCD3000

^X4142434433303030

結果：フィールド AA が "ABCD" と等しいか、フィールド BB が 3000 未満のすべてのレコード
を選択します。
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Search Buffer : AA,4,A,R,(TEST).
Value Buffer : ABCD

0x41424344

Search Buffer : AA,4,A,R,(TEST).
Value Buffer : ABCD

^X41424344

結果：フィールド AA が "ABCD" と等しいか、ISN リスト TEST のメンバである、すべてのレ
コードを選択します。

マルチフェッチバッファ

マルチフェッチバッファは、ACBX ダイレクトコールインターフェイスを使用して実行される一
部の Adabas コマンドでのみ必要になります。ACB インターフェイスダイレクトコールには必
要ありません。

マルチフェッチバッファは、Adabas がマルチフェッチしたレコードのレコードディスクリプタ
エレメント（RDE）を返すことができるストレージ内のエリアです。このバッファは、（コマ
ンドオプション 1 を "M" に設定して）マルチフェッチオプションをアクティブにした Adabas
コマンドでのみ必要になります。RDE の長さはどれも 16 バイトです。

ACBX コマンドのコマンドオプション 1 フィールドにマルチフェッチオプション M を設定する
と、対応するフォーマットバッファセグメントのフォーマット指定に基づいて、読み込み中のレ
コードがすべて指定のレコードバッファセグメントに返されます。レコードバッファセグメント
ごとに、対応するマルチフェッチバッファセグメントには、レコードバッファセグメントのレ
コードについて説明したマルチフェッチヘッダーが含まれています。

BT コマンドまたは ET コマンドの場合、コマンドオプション 1 を "M" に設定したときには、マ
ルチフェッチバッファは必要ありません。この場合、ISN バッファはホールドキューから削除す
る必要がある ISN を格納するのに使用されます。

マルチフェッチバッファが必要になる場合、対応するフォーマットバッファとレコードバッファ
も必要になると見なされます。対応するバッファを指定しないと、マルチフェッチバッファのペ
アとなるダミーのフォーマットバッファおよびレコードバッファ（長さゼロ）が作成されます。
それぞれのタイプの ABD またはバッファ間の関係については、「バッファタイプ間の関係」を
参照してください。
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ISN バッファ

Adabas は ISN バッファに検索条件を満足するレコードの ISN 群を返します。

各 ISN は 4 バイトの 2 進数で返されます。また、ISN は昇順で返されます。S2 または S9 コマン
ドでは、ISN はユーザー指定のソート順で返されます。

ISN バッファが、実行結果の ISN リストを入れるのに充分な大きさでない場合は、Adabas が、
あふれた ISN を Adabas 一時ワークスペースに（要求があれば）格納します。これらのあふれ
た ISN は後で読み込むことができます（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「ISN
リスト処理」を参照してください）。

注意: ACB インターフェイスはマルチフェッチバッファをサポートしていないため、ACB
インターフェイスを使用するコールでは、マルチフェッチオプションが設定されている場
合、マルチフェッチバッファの代わりに ISN バッファが使用されます。
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Adabas フォーマット変換の要約

次の表に、レコード／バリューバッファの値がどのように更新（追加を含む）／検索コマンド用
に変換されるか、およびデータレコードの値がどのように読み込みコマンド用に変換されるかを
示します。

Adabas 処理ソースフォーマット
- 更新／検索コマンド用のフォー
マット／サーチバッファに指定さ
れたフォーマット
- 読み込みコマンド用に指定され
たフィールドの標準フォーマット

ターゲットフォーマット
- 更新／検索コマンド用に
指定されたフィールドの標
準フォーマット*
- 読み込みコマンド用の
フォーマットバッファに指
定されたフォーマット

長さだけを適合させます。ALPHANUMERICALPHANUMERIC

値はアンパックに変換され、先行するゼロ
は削除され、必要であれば、後続の空白値
を追加して左詰めとなります。

バイナリ、
パック、
アンパック

長さだけを適合させます。バイナリ／固定小数点バイナリ／固定小数点
値はバイナリ／固定小数点に変換されます。パック、

アンパック
変換は必要ありません。長さが異なると、
レスポンスコード 41/61 が発生します。

浮動小数点浮動小数点

長さだけを適合させます。パックパック
値はパック形式に変換されます。バイナリ、

アンパック、
固定小数点

長さだけを適合させます。アンパックアンパック
値はアンパック形式に変換されます。バイナリ、

パック、
固定小数点

フォーマット／バリューバッファまたは OP
コマンドの文字セットとして指定されたエ

UnicodeUnicode

ンコーディングの値は UTF-8 に変換されま
す。

他のすべてのフォーマットの組み合わせの場合は、レスポンスコード 41（フォーマットバッ
ファ）または 61（サーチバッファ）が返ります。

* サブディスクリプタのフォーマットは、親フィールドのフォーマットと同じです。
スーパーディスクリプタの親フィールドがすべてアンパックの場合、スーパーディスクリプタの
フォーマットは、英数字、アンパックまたはバイナリで、これはスーパーディスクリプタの定義
によって変わります。一部の親フィールドがアンパックではなく、少なくとも 1 つの親フィール

コマンドリファレンス116

Adabas の呼び出し



ドが英数字の場合、スーパーディスクリプタのデフォルトのフォーマットは英数字で、それ以外
の場合はバイナリフォーマットです。

符号の取り扱い

バイナリ値は符号なしの数として扱います。固定小数点、浮動小数点アンパックおよびパックの
値は符号付数値として扱います。

指定可能な正しい符号は次のとおりです。

符号はビット 0（上位のビット）にあります。Fixed point

0 = 正
1 = 負（2 の補数）

0x00000005 = +5
0xFFFFFFFB = -5

符号は、4 または 8 バイトの最も有効なビットにあります。Floating point

符号は、下位バイトの高位 4 ビットにあります（ゾーン形式）。Unpacked

0x313233 = +123
0x313273 = -123

符号は下位バイトの下位 4 ビットにあります。Packed

Input Output
----- ------
A,C,E,F C=positive
B,D D=negative

0x123C = +123
0x123D = -123

パックフィールドから作られたスーパーディスクリプタに対する検索では、値として
正の場合には A、C、E、F を、負の場合には B、D を最終バイトの下位 4 ビットに指
定しなければなりません。
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アプリケーションサーバーから Adabas コーリング

アプリケーションサーバーでは、複数のクライアントが 1 つのサーバーを通じてデータベースに
アクセスします。

サーバーは、クライアントに代わって Adabas コールを発行するため、サーバーだけがニューク
リアスから認識される仮想 Adabas ユーザーとなります。コールはサーバーからのみ発行されま
すが、ニュークリアスは各ユーザーを識別する必要があります。

Adabas のユーザー識別情報は、ノード名、ユーザー名、環境固有の ID（プロセス ID）および
タイムスタンプで構成されます。

このユーザー識別情報は、クライアント上で設定されてサーバーに提供されるか、サーバー上で
生成されます。

ユーザーの識別情報を取得するために、アプリケーションは lnk_get_adabas_id() コールを発行
しなければなりません。このルーチンのインターフェイスは次のとおりです。

#include "adabas.h"

int lnk_get_adabas_id (int buffer_length, unsigned char *buf);

最初の引数 buffer_length は、2 番目の引数 buf によりアドレスされるバッファの長さを示しま
す。lnk_get_adabas_id(...) により、ユーザー識別がこのバッファに入れられます。指定される
バッファ長は、返されるすべての情報を格納するのに十分な長さが必要です。返される構造は次
のとおりです。

struct adaid {
unsigned short s_level; //security: equivalent structure level: 3
unsigned short s_size; //size of the data structure
unsigned char s_node[8]; //Adabas node name
unsigned char s_user[8]; //Adabas user name
unsigned int s_pid; //process identification, 4 bytes
long long s_timestamp //microseconds since 1970

};

現在のバージョンでは、構造レベルは 3 であり、返されるバッファ長は 32 バイトです。このユー
ザー識別情報はサーバーに送信される必要があります。サーバーは、Adabas がユーザー識別を
利用できるようにするために、lnk_set_adabas_id() 関数コールを発行しなければなりません。
このルーチンのインターフェイスは次のとおりです。

#include "adabas.h"

int lnk_set_adabas_id (unsigned char *buf);

引数は、ユーザー識別構造を含むバッファに対するポインタです。ユーザー識別構造は、クライ
アント上の lnk_get_adabas_id(...) から返されるか、サーバー上で生成されます。ADALNK は、
長さフィールドおよび構造レベルを使用して入力構造をチェックし、その情報を Adabas が利用

コマンドリファレンス118

Adabas の呼び出し



できるようにします。ユーザー識別情報は、クライアントが変更されるごとにサーバーに書き込
まれる必要があります。

サーバー上で生成されたユーザー識別情報には、ASCII ノード名、ASCII ユーザー名、およびプ
ロセス ID のいずれもバイナリの 0 で埋められていてはならないという要件があります。

注意: 

1. lnk_set_adabas_id をコールしない場合、デフォルトでコール元のノード名、ユーザー名、お
よびプロセス識別情報がユーザー識別構造に使用されます。lnk_set_adabas_id をコールする
場合は、これらのフィールドを任意の値に設定できます。

2. Adabas のユーザー識別情報がユーティリティで表示される場合（ADADBM DISPLAY=UQ
など）、ノード名とユーザー名は 8 文字で表示されます。そのため、ノード名とユーザー名
には印刷可能な文字のみを指定することを強くお勧めします。空値終端文字列として指定す
る、文字列の長さが 8 バイト未満の値には、空白を埋め込む必要があります。

3. 以前のバージョンの Adabas との互換性を保つために、構造レベル 2 もサポートしています。
構造レベル 2 は、adaaid 構造にタイムスタンプが含まれていないことを意味します。これに
より、adaaid 構造のサイズが 24 バイトに縮小されます。そのため、lnk_get-adabas_id がパ
ラメータ buffer_length = 24 で呼び出されると、構造レベル 2 が lnk_get_adabas_id で使用さ
れます。構造レベル 2 は、lnk_get_adabas_id または lnk_set_adabas_id への最初のコールの
前に Adabas コールが実行されていない場合にのみ使用できます。プログラムでは、構造レ
ベル 2 と 3 のコールを混在させることはできません。ただし、プログラムで受信した構造レ
ベル 2 の Adabas のユーザー識別情報は、別のプログラムの構造レベル 3 の lnk_set_adabas_id
で使用できます。この場合は、タイムスタンプを 0 に設定する必要があります。

注意: Adabas バージョン 6.1 SP 10 以前、Adabas バージョン 6.2、または Net-Work バー
ジョン 7.3 を使用している場合、これらのバージョンを使用した Adabas セッションでは、
タイムスタンプが使用されません。このような場合は、次の点を考慮する必要がありま
す。lnk_set_adabas_id で新しい Adabas セッションを作成する場合は、指定した adaid
構造の組み合わせ（ノード、ユーザー、PID）が別の Adabas セッションで使用されない
ことを確認するのはユーザーの責任です。タイムスタンプ情報はまだユーザー識別情報の
一部として使用されていないので、adaid 構造に異なるタイムスタンプがあるだけでは不
十分です。タイムスタンプのない既存のユーザー識別情報を使用すると、予期しないエ
ラーが発生します。これは、両方のクライアントが同じ Adabas セッションを共有するた
めで、意図された動作ではありません。このような場合の一般的なエラーは、Adabas レ
スポンスコード 153 で、両方のクライアントが Adabas コールを同時に発行した場合に返
されます。

注意: アプリケーションが lnk_set_adabas_id を使用する場合、Adabas では、Adabas コー
ルが Adabas セッションの最初のコールかどうかを認識できなくなります。そのため、
ニュークリアスが OPEN_REQUIRED オプション付きで起動される場合にのみ、Adabas
ニュークリアスの再起動に続くトランザクションの一貫性が保障されます。
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注意: Entire Net-Workでもlnk_set_adabas_id を使用するため、Entire Net-Work を使用
する場合は、OPEN_REQUIRED オプションを常に使用する必要があります。

マルチスレッドアプリケーション

マルチスレッドアプリケーションを書く場合は、adalnkx を使用する必要があります。

マルチスレッドアプリケーション内で Adabas にコールする標準的な方法は、各スレッド自身が
Adabas セッションを持って Adabas コールを実行することです。各スレッドは、最初にオープ
ンコマンドを発行し、次にデータベースにアクセスする Adabas コール、最後にクローズコマン
ドを発行します。

lnk_get_adabas_id および lnk_set_adabas_id 関数を使用する場合は、異なるスレッドの中で 1
つの Adabas セッションを使用することもできます。スレッド 1 の中にアクティブな Adabas
セッションがある場合、スレッド 2 の中でそれを継続したいならば、最初にスレッド 1 で
lnk_get_adabas_id をコールし、それからスレッド 2 で lnk_set_adabas_id をコールしてくださ
い。

注意: adalnkx が利用可能になる前に開発された古いマルチスレッドアプリケーションは、
旧インターフェイス adalnk を呼び出す可能性があります。これは、次のルールを使用す
ると可能です。

■ その adalnk コールは、同期される必要があります。
■ 1 度に 1 つのスレッドのみ adalnk をコールするようにしてください。adalnkx はデフォルト
で、各スレッドに個別の Adabas セッションを作成しますが、adalnk はデフォルトで、プロ
セス全体に対して単一の Adabas セッションのみを作成します。より多くのセッションを持ち
たい場合は、lnk_set_adabas_id を使用しなければなりません。

認証を使用した Adabas の呼び出し

アプリケーションが、データベースセッションのオープン前にユーザーの資格情報を設定しま
す。

クライアントセッションを管理し、資格情報を設定するために次の Adabas クライアント機能が
提供されます：

説明機能手順

セッション ID を設定します。lnk_set_adabas_id()1（オプション）
特定のデータベースの認証資格情報を設定します。lnk_set_uid_pw()2

手順 1 は任意です。この手順は、複数のクライアントが 1 台のサーバーを通じてデータベースに
アクセスするアプリケーションサーバーでのみ実行する必要があります。その後、資格情報を設
定する前に、Adabas セッション ID を設定する必要があります。
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セキュリティで保護されたデータベースにアクセスする場合は、各 Adabas セッションの開始前
に必ず資格情報を設定する必要があります。また、アクセスするデータベース ID ごとに資格情
報を設定する必要があります。

この資格情報は、データベースセッションの間有効です。オープンデータベースセッション中に
認証情報を設定しようとすると、ニュークリアスレスポンス 9 “SE”：セキュリティ違反が返さ
れます。オープンデータベーストランザクションがバックアウトされます。

無効な資格情報でのデータベースセッション、または資格情報なしで開始されたデータベース
セッションでは、「セキュリティ違反」：ニュークリアスレスポンス 200 とサブコード 31 が返
されます。

例

詳細については、「付録 D - Adabas キットのサンプルファイル」の「security_example.c」を
参照してください。

#include "adabasx.h"

int dbid;
static char *uid;
static char *passwd;

/*
** Set database-specific credentials
**
** This must be done -
** a) for each Adabas Session (Prior to start of session)
** b) for each dbid, which is to be accessed
**
*/

lnk_set_uid_pw(dbid, uid, passwd);

移行モード

Adabas ニュークリアスユーザー出口 21 を使用して認証資格情報を設定できます。

このルーチンの目的は、アプリケーションを Adabas 認証に移行する手順を容易にすることで
す。このルーチンは、アプリケーションでの資格情報設定の代替手段とすることを意図してはい
ません。使用は可能な限り短期間に留めてください。
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コマンド ID の使用

コントロールブロックのコマンド ID フィールドは、Adabas コマンド実行中に重要な機能を果
たします。ここでは、このフィールドの使用についてまとめ、コマンド ID の使用時に行うべき
手順について説明します。

コマンド ID は、次の情報に関連付けられています。

■ 読み込みシーケンシャルコマンド（L2/L5、L3/L6、L9）を実行する場合、Adabas は次のコマ
ンドで処理するレコードを識別するための情報を必要とします。この目的で、Adabas にはす
べてのアクティブなシーケンシャルコマンドシーケンスのテーブルがあり、コマンド ID に
よってこのテーブル内のエントリが識別されます。

■ 検索コマンドを実行する場合、Adabas は、検索コマンドで返された ISN リストに関する情報
を必要とします。この目的で、Adabas にはすべてのアクティブな ISN リストのテーブルがあ
り、コマンド ID によってこのテーブル内のエントリが識別されます。

■ フォーマットバッファが読み込みコマンド、S1/S2/S4 検索コマンド、または更新コマンドに関
連付けられている場合、Adabas はフォーマットバッファを、レコードの圧縮または圧縮解除
に使用される内部フォーマットバッファに変換します。Adabas は、同じフォーマットバッ
ファでの以後のコマンドで再使用できるように、これらの内部フォーマットバッファをメモリ
に保持します。これにより、フォーマットバッファを新たに変換しないで済むようになりま
す。コマンド ID をフォーマットバッファ ID として使用して、すでに存在する内部フォーマッ
トバッファを識別できます。

読み込みシーケンシャルコマンドで使用するコマンド ID

読み込みシーケンシャルコマンド（L2/L3、L5/L6、L9）では、空白／ゼロ以外のコマンド ID を
指定する必要があります。コマンド ID は、Adabas が正しい順序でレコードをユーザーに返す
ために必要となります。これらのコマンド ID は、Adabas によりシーケンシャルコマンドテー
ブルに保持されます。

順次読み込み処理中にエンドオブファイル条件（Adabas レスポンスコード 3）が検出されると、
Adabas により（シーケンシャルコマンドテーブルからのみ）コマンド ID が解放されます。

これらのコマンドで使用するコマンド ID も、内部フォーマットバッファプールに入力され、保
持されます。これは明示的な RC コマンドでのみ解放されます。
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ISN リストで使用するコマンド ID

ISN リストを返すすべてのコマンド（S1、S2、S4、S8、S9）で空白／ゼロ以外のコマンド ID を
指定すると、後でリストを識別するためにこのコマンド ID 値を使用できます。

Sx コマンドで SAVE ISN LIST オプションを使用する場合は、空白／ゼロ以外のコマンド ID を
与えなければなりません。SAVE ISN LIST オプションにより、全 ISN リストが Adabas 一時ワー
クスペースに格納されます。リスト内の ISN は後で、Sx コマンド、または L1/L4 コマンドの
GET NEXT オプションを使用して読み取ることができます。

SAVE ISN LIST オプションを使わず、ISN バッファオーバーフローが起こる（ISN リスト全体が
ISN バッファに入り切らない）と、空白／ゼロ以外のコマンド ID を使用したときに限り、オー
バーフローした ISN は Adabas 一時ワークスペースに格納されます。この場合、コマンド ID は
Adabas によって（ISN リストテーブルからのみ）解放されます。コマンド ID で識別される ISN
リストは、後続の Sx コマンドですべての ISN がユーザーに返されたとき、またはエンドオブ
ファイル条件（Adabas レスポンスコード 3）が検出されたときの GET NEXT オプション付きの
L1 コマンドで解放されます。

コマンド ID の自動生成

16 進数 FFFFFFFF のコマンド ID を指定すると、自動コマンド ID 生成が呼び出されます。これ
により、Adabas ニュークリアスはコマンド ID を自動的に生成できます。このとき新規コマン
ド ID は、16 進数の 00000001 から始まって 1 つずつ追加されます。

コマンド ID の解放

ユーザーは、コマンド ID とその関連エントリ（または ISN リスト）を RC または CL コマンド
で解放することができます。RC コマンドには、内部フォーマットバッファプールか、シーケン
シャルコマンドのテーブルか、または ISN リストテーブルにあるコマンド ID だけを解放するオ
プションがあります。

CL コマンドは、そのユーザーに対して現在アクティブである全コマンド ID を解放します。

グローバルトランザクションの終了時には、コマンド ID は解放されません。

コマンド ID の内部識別

Adabas は、各コマンド ID エントリをコマンド ID 値と内部ユーザー番号で識別しています。

ユーザーは、他のユーザーが使用中のコマンド ID 値を意識する必要はありません。ただし、
別々のコマンドで同一コマンド ID 値（特に読み込みシーケンシャルコマンドの L2/L5、L3/L6、
L9 コマンドと Sx コマンドで使用するコマンド ID）を使用しているときには十分注意しなけれ
ばなりません。このマニュアルで使用する Sx 表記のコマンドはすべての検索コマンド（S1、
S2、S4、S8、S9）を示します。
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空白のコマンド ID

シーケンシャルコマンドテーブル、ISN リストテーブル、または内部フォーマットバッファプー
ルにコマンド ID を格納せずに、Adabas コマンドを実行することが必要になる場合があります。
コマンド ID フィールドに、次のいずれかの値を格納することで、これが可能になります。

■ バイナリのゼロ。
■ ASCII の空白（0x20202020）。これは、コマンド ID フィールドがバイナリとして定義されて
いるにもかかわらず、文字値がコマンド ID として使用されることが多いためです。

■ EBCDIC の空白（0x40404040）。これは、プラットフォーム間のコールを実行するメインフ
レームユーザーが、空白のコマンド ID として空白も指定できるようにするためです。

コマンド ID フィールドにこれらの値のいずれかを指定すると、次のようになります。

■ コマンド ID は、シーケンシャルコマンドのテーブル、ISN リストテーブルおよび内部フォー
マットバッファプールに格納されません。

■ コマンド ID を解放するための RC コマンドは必要ありません。
■ フォーマットバッファは、コールごとに再変換されます（次のセクションで説明しているよう
に、アディション 5 にフォーマットバッファ ID を指定した場合を除く）。

■ このコマンドに対して、後続のコマンドは実行できません。

コマンド ID の使用例

ここでは、コマンド ID の使用例を示します。

例 1：検索／読み込み処理

レコードセットを選択して、読み込みます。各レコードに対して同一フォーマットバッファを使
用します。

Find (S1) CID=EX1B
Read (L1) CID=EX1B
Read (L1) CID=EX1B

例 2：GET NEXT オプションを使用した検索／読み込み処理

L1/L4 コマンドの GET NEXT オプションを使用してレコードセットを選択し、読み込みます。

Find (S1) CID=EX2A
Read (L1) CID=EX2A
Read (L1) CID=EX2A
Read (L1) CID=EX2A
...
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例 3：読み込み／更新処理

ファイルを論理順に読み込んで、更新します。読み込みと更新で同じフォーマットバッファを使
用します。

Read Log Seq (L6) CID=EX3A
Update (A1) CID=EX3A
Read Log Seq (L6) CID=EX3A
Update (A1) CID=EX3A
...

例 4：読み込み／検索処理

ファイルを論理順に読み込みます。第 1 ファイルから読んだフィールドの値を使って、第 2 ファ
イルを検索するために FIND コマンドを出し、FIND コマンドで検索されたレコードをその後、
GET NEXT オプションを使って読みます。

Read Log Seq (L3) CID=EX4A
Find (S1) CID=EX4B
Read (L1) CID=EX4B
Read (L1) CID=EX4B (RSP 3)
Read Log Seq (L3) CID=EX4A
Find (S1) CID=EX4B
Read (L1) CID=EX4B

フォーマットバッファ ID の使用

内部フォーマットバッファへのフォーマットバッファ変換には時間がかかります。そのため、
Adabas は他の Adabas コマンドで再使用できるように、内部フォーマットバッファをメモリに
保存でき、再使用する内部フォーマットバッファを識別するためのフォーマットバッファ ID が
導入されました。

通常、コマンド ID がフォーマットバッファ ID として使用されますが、アディション 5 を使用
してフォーマットバッファ ID を個別に指定することもできます。

■ 同じフォーマットバッファを使用するアクティブな読み込みシーケンシャルコマンドまたは検
索コマンドが複数ある場合は、個別のローカルフォーマットバッファ ID が有用です。この場
合、「ローカル」は、ユーザー固有であることを意味します。

■ 複数のユーザーが、Adabas コールを実行する同じアプリケーションプログラムを並行して実
行する場合は、個別のグローバルフォーマットバッファ ID が有用です。この場合、「グロー
バル」は、すべての Adabas ユーザーに有効であることを意味します。
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コマンド ID と個別のローカルフォーマットバッファ ID の使用

コマンド ID とフォーマットバッファ ID には別々の値を使用できます。アディション 5 フィー
ルドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID をフォーマットバッファ ID としても使用
できます。ただし、アディション 5 フィールドの 1 バイト目が英数字である場合は、アディショ
ン 5 フィールドの 5 から 8 バイトが（ローカル）フォーマットバッファ ID として使用されます
（例 2 参照）。Tフォーマットバッファ ID を 16 進の FF で始めることはできません。

グローバルフォーマットバッファ ID の使用

同一プログラムを使用する多数のユーザーが、1 つのファイル中の同一フィールドを読み込みま
たは更新することはよくあり、同一フォーマットバッファが使われます。このようなプログラム
のグローバルフォーマットバッファ ID を定義すれば、Adabas でプログラムごとに内部フォー
マットバッファに同一フォーマットバッファを格納する必要がなくなります。このオプションに
より、各ユーザーの指定するフォーマットバッファは、フォーマットバッファ ID と内部コミュ
ニケーション ID ではなく、フォーマットバッファ ID のみによって識別されます。この結果、
多くのユーザーが 1 つの内部フォーマットバッファを「共有」することができ、Adabas がフォー
マットバッファプールにあるエントリを書き換える必要がなくなります。

注意: フォーマットバッファに W フィールドが含まれていて、かつフォーマットバッファ
で文字セットが明示的に指定されていない場合、Adabas はパラメータ WCHARSET（デ
フォルト：'UTF-8'）を介して Adabas OP コマンドで指定された文字セットを暗黙的に使
用します文字セットに関する情報は、内部フォーマットバッファに含まれています。その
ため、このグローバルフォーマットバッファ ID が使用されるすべての Adabas セッショ
ンの OP コマンドに同じ WCHARSET が指定されている場合には、そのようなフォーマッ
トバッファにのみグローバルフォーマットバッファ ID を使用できます。それ以外の場合
は、W フィールドが正しくない文字セットで処理される可能性があります。

グローバルフォーマットバッファ ID オプションは、アディション 5 フィールドの 1 バイト目に
数字または大文字に指定することで有効になります（例 3 参照）。

アディション 5 内の EBCDIC 文字

また、Adabas はメインフレームで発行されたコマンドを処理できる必要があります。この場
合、アディション 5 に EBCDIC 文字が含まれている可能性があります。バイナリデータも含ま
れている可能性があるので、アディション 5 の EBCDIC-ASCII 変換は実行されません。そのた
め、アディション 5 の最初のバイトの EBCDIC 小文字（16 進数 8x、9x）は個別のローカルフォー
マットバッファ ID を示し、EBCDIC 大文字（16 進数 Cx、Dx）および EBCDIC 数字（16 進数
Fx）は個別のグローバルフォーマットバッファ ID を示し、EBCDIC 空白（16 進数 40）は個別
のフォーマットバッファ ID がないことを示します。

アディション 5 の最初のバイトに他のものを指定した場合の Adabas の動作は未定義になりま
す。
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コマンド ID とフォーマットバッファ ID の使用例

例 1：コマンド ID とフォーマットバッファ ID に同一の値を使用

Additions 5: The first byte of the Additions 5 field is blank or binary zero

結果：コマンド ID はフォーマットバッファ ID として使用されます。

例 2：個別のローカルフォーマットバッファ ID の使用

Additions 5: The first byte of the Additions 5 field is set to 'a'

結果：アディション 5 フィールドの 5 から 8 バイトが、フォーマットバッファ ID（X'FE' または
X'FF' ではじまる ID であってはならない）として使用されます。

例 3：グローバルフォーマットバッファ ID の使用

Additions 5: The first byte of the Additions 5 field is set to 'A'

結果：アディション 5 フィールド（8 バイト）がグローバルフォーマットバッファ ID（複数ユー
ザーが同時に使用できる）として使用されます。

例 4：メインフレームでのグローバルフォーマットバッファ ID の使用

Additions 5: The first byte of the Additions 5 field is set to hex D1

結果：Hex D1 = EBCDIC ‘J’ -> アディション 5 フィールド（8 バイト）がグローバルフォーマッ
トバッファ ID（複数ユーザーが同時に使用できる）として使用されます。

読み込み、検索および更新コマンドで使用するフォーマットバッファ ID

読み込みコマンド（L1～L6、L9）および更新コマンド（A1、N1/N2）では、読み込むまたは更
新するフィールドを指定するフォーマットバッファが必要です。S1/S2/S4 検索コマンドにフォー
マットバッファを指定して、最初の結果レコードを読み込むこともできます。このフォーマット
バッファは、Adabas によって解釈され、内部フォーマットバッファに変換されます。同じフォー
マットバッファを使用する一連のコマンドで、解釈や変換が繰り返されないように、同じフォー
マットバッファ ID を使用できます。読み込みコマンドまたは更新コマンドにフォーマットバッ
ファ ID を指定すると、Adabas によって、これが内部フォーマットバッファプールにあるかど
うかがチェックされます。このフォーマットバッファ ID が存在すると、そのフォーマットバッ
ファ ID に対応する内部フォーマットバッファが使用されるので、フォーマットバッファを解釈
する必要がなくなります。したがって、同じフォーマットバッファで一連のレコードを読み込ん
だり、更新したりするときにフォーマットバッファ ID を使用すれば、読み込みコマンドや更新
コマンドの処理時間をかなり削減することができます。同一フィールドを読んで更新する場合
（例えば、L5 の後に A1 がある場合）、両コマンドに対して同じフォーマットバッファ ID を使
用することをお勧めします（読み込みや更新用の同一フォーマットバッファ使用上の制限につい
ては「A1 コマンド」および「N1/N2 コマンド」を参照）。

内部フォーマットバッファプールがいっぱいになり、プールに存在しないフォーマットバッファ
ID のコマンドを受け取ると、Adabas は、使用頻度の一番少ないエントリをこの新しいフォー
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マットバッファ ID で置き換えます。その後、削除したコマンド ID を使うコマンドを受け取る
と、プール内の最少使用頻度のエントリをこのコマンド ID に置き換えます。このときは、フォー
マットバッファが新たに翻訳され、内部フォーマットバッファに変換される必要があります。そ
のため、同じフォーマットバッファ ID を使用する一連の読み込みコマンドまたは更新コマンド
の間は、フォーマットバッファを変更しないようにする必要があります。

注意: 常に、フォーマットバッファ ID とフォーマットバッファの正しいペアを指定して
ください。

■ 例えば、新しいフォーマットバッファを使用するときに、新しいコマンド ID を指定し忘れる
と、古いコマンド ID に関連付けられたフォーマットバッファに指定されているフィールドが
読み込まれる可能性があります。これにより、レコードバッファに誤った結果が生じる可能性
があります。

■ 同じフォーマットバッファ ID を持つ後続のコマンドに正しいフォーマットバッファを指定し
ないと、しばらくの間はプログラムが正しく動作するかもしれませんが、突然、対応する内部
フォーマットバッファがフォーマットバッファプールで上書きされることがあります。その
後、新しいフォーマットバッファの変換が必要になりますが、コマンドに正しいフォーマット
バッファが指定されていない場合は変換が失敗するか、無効になります。

ISN リスト処理

このセクションでは、Adabas 一時ワークスペースから ISN を取得する手順について説明しま
す。L1/L4 コマンドのGET NEXT オプションを使用して、ISN リスト中の ISN と関連するレコー
ドを読む場合は、Adabas が自動的に行うので、この手順を使用する必要はありません。

ISN リストの格納

Adabas は次のいずれかの場合に ISN を Adabas 一時ワークスペースに格納します。

■ Sx コマンドが発行され、空白／ゼロ以外のコマンド ID が指定され、しかも SAVE ISN LIST
オプション が指定されています。この場合、ISN 結果リスト全体が格納されます。

■ Sx コマンドが発行され、空白／ゼロ以外のコマンド ID が指定され、SAVE ISN LIST オプショ
ンが指定されず、しかも、実行結果の ISN リストは ISN バッファの許容量を超えます。この
場合、あふれた ISN のみが格納されます。

コマンド ID フィールドに空白かバイナリのゼロを指定して Sx コマンドを発行した場合、Adabas
は ISN を Adabas 一時ワークスペースに格納しません。
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ISN リストの読み込み

最初の Sx コマンドで指定したコマンド ID と同じ値のコマンド ID を指定して Sx コマンドを発
行することにより、ユーザーが Adabas 一時ワークスペースに格納されている ISN を読み込む
ことができます。アクティブなコマンド ID 値を指定して Sx コマンドを発行すると、Adabas は
既存の ISN リストの ISN をユーザーが要求しているものとみなします。Adabas は指定のコマン
ド ID で識別される ISN リストを捜し出し、次の ISN グループを ISN バッファに入れます。ISN
バッファに入るだけの ISN が返されます。

ISN リスト作成に使用する Sx コマンドで SAVE ISN LIST オプションが指定されていた場合、
Adabas は ISN 下限フィールドに指定された ISN を使って返すべき次の ISN グループを判断し
ます。次のグループは、ISN 下限フィールド内に指定された ISN の次に大きい ISN で始まりま
す。ISN 下限フィールドにバイナリのゼロを指定した場合、リスト内の先頭 ISN で始まるもの
が、次のグループになります。リスト中のいずれの ISN よりも大きい値を指定すると、レスポ
ンスコード 3 が返されます。ISN バッファを使用しない、このような S1 コールは、現在の ISN
リスト内の再位置づけに使用できます。

ISN リストを S2/S9 コマンドを使って作成した場合は、指定 ISN が ISN リスト中に存在しなけ
ればなりません。存在しない場合はレスポンスコード 25 が返されます。このように SAVE ISN
LIST オプションを使うと、ユーザーは ISN リスト内を前や後にスキップすることができます。
これは、画面を前や後にスクロールしなければならないプログラムに対して有効です。

ISN リストを作成するときに、Sx コマンドに SAVE ISN LIST オプションを指定しなかった場
合、Adabas はリスト作成時の順番で ISN を返し、ユーザーの ISN バッファへの各グループの挿
入が完了すると、Adabas は一時ワークスペースからこれらのグループを削除します。リストの
識別に使用されたコマンド ID も、ISN の最後のグループがユーザーに返されたときに解放され
ます。この場合、ISN 下限フィールドは使用されません。

コントロールブロック内の ISN 数フィールドを使って、リスト中の全 ISN を読み終える時点を
判断することができます。Adabas はこのフィールドに、最初の Sx コマンドの結果として、検
索条件を満足するレコードの総数を返します。また、Adabas 一時ワークスペースから ISN を取
得するために使用した後続の Sx コマンドの結果として、Adabas は ISN バッファに挿入した ISN
の数を返します。

存在しなくなった ISN の処理

検索処理で見つかっていた ISN が、ISN の処理時に存在しなくなることがあります。その理由
は次のとおりです。

■ 検索結果に ISN が含まれた後に ISN が削除された。
■ 検索処理は以前に生成された ISN リストを処理し、その ISN リスト内の ISN は、検索処理が
開始される前に削除された。

Adabas は、検索結果に含まれている ISN が現在も存在しているかどうかをチェックしません。
例外は、フォーマットバッファも指定されている最初の Sx コマンドです。この場合、Adabas
は結果の ISN リストの最初の ISN を読み込みます。それが存在しなくなった場合は、結果の ISN
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リストから ISN が削除されます。フォーマットバッファを使用する後続の Sx コマンドでは、処
理される ISN リスト内の最初の ISN が存在しない場合、レスポンスコード 113 が返されます。
これは、最後の ISN が返された後にコマンド ID が削除されることが理由です。ISN リストのす
べての ISN を取得しなかった場合、ユーザーは別の後続の Sx コマンドが実行されると想定しま
すが、実際には新しい最初の Sx コマンドが実行されます。

GET NEXT オプションを指定した L1 コマンドを使用して ISN リストを処理した場合、存在しな
くなった ISN はスキップされます。そのため、読み込まれた ISN の数が最初の Sx コマンドで返
された ISN 数より少ないにもかかわらず、エンドオブリスト条件（レスポンスコード 3）が返さ
れることがあります。

ISN リスト処理の例

例 1：SAVE ISN LIST オプションを使用した最初の Sx コール

COMMAND = Sx
COMMAND ID = SX01
COMMAND OPTION 1 = H
ISN LOWER LIMIT = 0
ISN BUFFER LENGTH = 20
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 7

実行結果の ISN リスト：
（ISN はすべて格納されます）8 12 14 15 24 31 33

実行結果の ISN バッファ：8 12 14 15 24

後続の Sx コール

COMMAND = Sx
COMMAND ID = SX01
ISN LOWER LIMIT = 24
ISN BUFFER LENGTH = 20
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 2

実行結果の ISN バッファ：31 33 14 15 24

後続の Sx コール

COMMAND = Sx
COMMAND ID = SX01
ISN LOWER LIMIT = 0
ISN BUFFER LENGTH = 20
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 5
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実行結果の ISN バッファ：8 12 14 15 24

例 2：ISN オーバーフロー処理あり

最初の Sx コール：SAVE ISN LIST オプションを使用しません。

COMMAND = Sx
COMMAND ID = SX02
COMMAND OPTION 1 = blank
ISN LOWER LIMIT = 0
ISN BUFFER LENGTH = 20
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 7

実行結果の ISN リスト：（ISN 31 と 33 のみ格納されます）
8 12 14 15 24 31 33

実行結果の ISN バッファ：8 12 14 15 24

後続の Sx コール

COMMAND = Sx
COMMAND ID = SX02
ISN LOWER LIMIT (not used)
ISN BUFFER LENGTH = 20
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 2

実行結果の ISN バッファ：（ISN 31 と 33 が Adabas 一時ワークスペースから削除され、コマン
ド ID SX02 が解放されます）。
31 33 14 15 24

2 番目のコールで最後の ISN が返された後に SX02 が解放されたので、コマンド ID が SX02 であ
る後続の SX コールは、新しい SX コールとして処理されます。

例 3：ISN オーバーフロー処理なし

空白または 0 のコマンド ID 指定で最初の Sx コール

COMMAND = Sx
COMMAND ID = blanks or binary zeros
COMMAND OPTION 1 = blank
ISN LOWER LIMIT = 0
ISN BUFFER LENGTH = 20
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 7

実行結果の ISN リスト：
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（ISN は格納されません）8 12 14 15 24 31 33

実行結果の ISN バッファ：8 12 14 15 24

後続の Sx コールでコマンド ID が空白かバイナリのゼロ、ISN 下限が 0 の場合、最初のコール
時と同じ検索コマンドが再実行され、同じ結果が得られます。

コマンド ID が空白またはバイナリのゼロで、ISN 下限 =24 の後続のコールでは、Sx コマンドが
再実行されて、ISN 数 =2 で ISN バッファには 31 と 33 の ISN が入ります。

例 4：GET-NEXT オプションを使用した ISN リストの読み込み

最初の Sx コマンド

COMMAND = Sx
COMMAND ID = SX01
COMMAND OPTION 1 = blank
ISN LOWER LIMIT = 0
ISN BUFFER LENGTH = 4
FORMAT BUFFER = <not empty>
CALL ADABAS ...

実行結果の ISN 数 = 3

実行結果の ISN = 44

実行結果の ISN リスト：
44 321 344（321 と 344 のみ格納されます）

実行結果の ISN バッファ：44

結果のレコードバッファ：ISN 44 のフィールド値

後続の L1/L4 コール

COMMAND = L1 or L4
COMMAND ID = SX04
COMMAND OPTION 2 = N
FORMAT BUFFER = <unchanged>
CALL ADABAS ...

結果のレスポンスコード = 0

実行結果の ISN = 321

ISN 321 は、Adabas 一時ワークスペースから削除されます。

結果のレコードバッファ：ISN 321 のフィールド値

後続の L1/L4 コール
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COMMAND = L1 or L4
COMMAND ID = SX04
COMMAND OPTION 2 = N
FORMAT BUFFER = <unchanged>
CALL ADABAS ...

結果のレスポンスコード = 0

実行結果の ISN = 344

ISN 344 が Adabas 一時ワークスペースから削除され、残りの ISN リストが空になります

結果のレコードバッファ：ISN 344 のフィールド値

後続の L1/L4 コール

COMMAND = L1 or L4         
COMMAND ID = SX04          
COMMAND OPTION 2 = N       
FORMAT BUFFER = <unchanged>
CALL ADABAS ... ↩

結果のレスポンスコード = 3 （ISN リストの最後）

コマンド ID SY04 が解放されます。

マルチフェッチ機能の使用

マルチフェッチ機能は、1 回のコールで複数のレコードを取得する際に使用します。この機能を
使用すると、コミュニケーションのオーバーヘッドを大幅に削減することができます。

検索

コマンド L1/L4、L2/L5、L3/L6、および L9 のいずれかのコマンドオプション 1 フィールドに M
を指定すれば、マルチフェッチ機能を発行できますが、このコマンドに RETURN オプションを
指定する必要がある場合には、M ではなく O を指定します。

ACBX インターフェイスを使用する場合は、マルチフェッチバッファもユーザープログラム内で
定義する必要があります。

ACB インターフェイスを使用する場合は、ISN バッファもユーザープログラム内で定義する必
要があります。

レコードバッファに返されるレコードの内容を示すデータのストレージとして、対応するバッ
ファが使用されます。最初の 4 バイトには、コールの結果として返されるレコードの数が格納さ
れます。レコードバッファの各レコードは、ISN／マルチフェッチバッファの 16 バイトのエン
トリとして表現されます。
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説明バイト

レコードの長さ1-4

Adabas レスポンスコード5-8

レコードの ISN（L9 コマンドの場合は、ディスクリプタがピリオディックグループの
中にあればオカレンスカウントを表します）

9-12

ISN 数13～16（L9）
ディスクリプタがピリオディックグループの中にあれば、ピリオディックグループの
インデックス

13～16（L3/L6）

コマンドブロックに ISN 下限フィールドを指定すると、返すレコードの数を制限することがで
きます。このフィールドをゼロに設定した場合、返されるレコードの最大数は、レコードバッ
ファや ISN／マルチフェッチバッファのサイズによって決定されます。

別のユーザーにより ISN がホールド状態になった時点、またはホールドキューが上限に達した
時点で、それ以上、レコードがレコードバッファに返されなくなります。最初のレコードが別の
ユーザーにホールドされ、コマンドオプション 1 フィールドが M になっている場合、実質的に
は待機状態になっていることを表します。2 番目以降のレコードが別のユーザーにホールドされ
た場合には、その時点で、ホールドされる前のレコードがユーザーに返されます。コマンドオプ
ション 1 フィールドが O になっていて、レコードが別のユーザーにホールドされた場合、レス
ポンスコード 145 が返されます。レスポンスコードの出力先は、最初のレコードの場合にはコン
トロールブロック、2 番目以降のレコードの場合には ISN／マルチフェッチバッファになりま
す。

レコードの処理中にエラーが検出されると、ISN／マルチフェッチバッファの対応する構造にレ
スポンスコードが返されます。

コントロールブロックに返される ISN は、最初に返されたレコードの ISN です。

コントロールブロックに返される ISN と ISN 数は、最後に返されたレコードの ISN と ISN 数で
す。

ISN／マルチフェッチバッファ長が 20 バイト未満の場合、またはレコードバッファが小さすぎ
て 1 件もレコードを処理できない場合は、コントロールブロックにレスポンスコード 53 が返さ
れます。

最初のレコードの処理中にエラーが検出されると、レスポンスコードがコントロールブロックの
レスポンスコードフィールドに返されます。2 番目以降のレコードの処理中にエラーが検出され
ると、処理済みのレコードが返され、ユーザー定義の ISN／マルチフェッチバッファ内の対応す
る構造に、エラーが検出されたレコードのレスポンスコードが格納されます。

ホールド状態になったときの処理

別のユーザーにホールドされて ISN がホールド状態になった場合、またはホールドキューが上
限に達した場合に、それ以降の処理がどうなるかは、指定したオプションが M なのか O なのか
によって異なります。
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M オプションを指定した場合、ホールド状態になるまでに L1/L4 コマンドが処理したレコード
が返されますが、レスポンスコードは返されません。ホールド状態になるまでに 1 件もレコード
を処理していない場合、Adabas は、次のレコードを処理できるようになるまで待機します。

O オプションを指定した場合、ホールド状態になった時点で、レコードバッファにレコードが返
されなくなります。レコードバッファが空の場合には、レスポンスコード 145 がコントロールブ
ロックに返されます。レコードバッファが空でない場合、コントロールブロックにはレスポンス
コード 0 が返されますが、ISN／マルチフェッチバッファ（読み込まれなかったレコードに該当
するエントリ）にはレスポンスコード 145 が返されます。

トランザクション制御

ET/BT コマンドのコマンドオプション 1 フィールドに M を指定すると、マルチフェッチ機能が
起動されます。この指定で、ユーザーがISNバッファに指定したISNのリストがホールド状態か
ら解放されます。最初の 4 バイトには、ホールド状態が解除される ISN の数が格納されます。
ISN バッファでは、それぞれの ISN 情報が 8 バイトのエントリとして次のように示されます。

説明バイト

ファイル番号1-4

レコードの ISN5-8

レコードが 1 件もホールド状態から解除されていない場合は、ISN バッファの最初の 4 バイトに
ゼロが設定されます。この場合、TT タイムリミットは再スタートしません。

指定したファイル番号と ISN の組み合わせが、該当ユーザーに対してホールド状態になってい
なければ、Adabas レスポンスコード 144 が返されます。

このレスポンスコードは、ISN バッファの処理が全部終了してから返されます。

ISN バッファ長が 4 + (ISN 数 × 8) よりも短い場合は、マルチフェッチ機能は無視され、標準の
コールとして処理されます。このとき、返される Adabas レスポンスコードは 53 です。

注意: トランザクション制御には、ACBX インターフェイスもマルチフェッチ機能を使用
するためのマルチフェッチバッファではなく、ISN バッファを使用します。

ACB と ACBX の機能

ACB インターフェイスで使用可能な Adabas 機能は、ACBX インターフェイスで使用可能な機
能のサブセットです。ただし、MC コマンドは ACB インターフェイスを通じてのみ使用できま
す。

すべての ACB コールは、Adabas インターフェイスルーチン（adalnkx など）によって ACBX
コールに変換され、結果は変換し直されて ACB インターフェイスに戻されます。次の規則が適
用されます。
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■ ACB と ACBX の両方に含まれるすべてのフィールドが ACBX にコピーされます。ACBX イン
ターフェイスでは、一部のフィールドが大きいサイズで定義されています。つまり、ACB
フィールドには収まらないが、対応する ACBX フィールドには収まる値を指定する場合は、
ACBX インターフェイスを使用する必要があります。Adabas バージョン 6.2 では、このよう
な大きいサイズはまだ使用されていません。

■ ACBX インターフェイスで必要な ABD は、Adabas バッファ長から生成されます。コマンド
で 64 KB 以上のバッファが必要な場合は、ACBX インターフェイスを使用する必要がありま
す。

■ 前のセクションで説明したように、ACBX インターフェイスがマルチフェッチバッファを使用
する場合、ACB インターフェイスで ISN バッファが使用されることがあります。このような
場合、ACB コールの ISN バッファの ABD は、マルチフェッチバッファの ABD として生成さ
れます。

■ ACBX にのみ含まれるフィールドは、デフォルト値に設定されます。これらのフィールドに他
の値を指定する場合は、ACBX インターフェイスを使用する必要がありますが、Adabas バー
ジョン 6.2 には ACBX 専用フィールドからの入力を使用するコマンドはありません。

■ ACB と ACBX の両方に含まれるフィールドに属するフィールドの結果値は、ACB にコピーさ
れます。Adabas バージョン 6.1 では、ACBX でフィールドが ACB でのサイズよりも大きいサ
イズで定義されている場合、これらのフィールドが ACB フィールドに収まらない値を持つこ
とはできません。

■ ACBX 専用フィールドに返された情報は、ACB コールで失われます。Adabas バージョン 6.2
では、実行されたコマンドの一部の診断情報のみが ACBX 専用フィールドに返されます。

ACB コールと ACBx コールの関係に関するこの知識があれば、ACB インターフェイスと ACBX
インターフェイスでどのようにコマンドが実行されるかに関する個別の説明は不要です。

システム生成フィールド

ファイルにシステム生成フィールドが含まれている場合は、格納および更新コマンドの動作のみ
が変更されます。読み込みおよび検索コマンドの動作は変更されません。

システム生成フィールドの値は、Adabas によって自動的に生成されます。格納および更新コマ
ンドのレコードバッファにシステム生成フィールドの値が含まれているかどうかは関係ありませ
ん。レコードバッファ内のシステム生成フィールドのフィールド値は、通常、無視されます。た
だし、以下で説明しているように、楽観的ロック用の最終更新タイムスタンプフィールドを使用
する場合は例外です。

システム生成フィールドがオプション CR ありで定義されている場合、値は格納コマンド中にの
み生成され、更新されることはありません。

システム生成フィールドがオプション CR なしで定義されている場合、値は格納コマンド中に生
成され、更新コマンド中に更新されます。フィールドがマルチプルバリューフィールドの場合、
新しい最初の値が挿入され、古いフィールドが 1 エレメントだけ右にシフトされます。MU イン
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デックスのあるフィールド値がファイルパラメータ SYFMAX より大きくなった場合、これらの
フィールドは削除されます。

楽観的ロック用の最終更新タイムスタンプの使用

A1 コマンドにコマンドオプション 2 = 'T'（タイムスタンプのチェック）を指定すると、楽観的
ロック用の最終更新タイムスタンプシステム生成フィールドを使用できます。

■ 更新するレコードを読み取るとき、レコードをまったくロックしないか、オプション 'C' で
ロックします。レコードをまったくロックしない場合は、コミットされていない更新が表示さ
れる（ダーティリード）という短所があります。オプション 'C' でロックした場合は、コミッ
トされていない更新は表示されませんが、読み込みコマンドの終了後にロックが維持されませ
ん。読み込みコマンドは、最終更新タイムスタンプシステム生成フィールド（オプション SY
= TIME が指定されていて、オプション CR が指定されていないフィールド）を読み込みます。

■ 更新は、コマンドオプション 'T' を指定した A1 コマンドによって実行され、フォーマットお
よびレコードバッファに最終更新タイムスタンプフィールドを含んでいる必要があります。読
み込みコマンド以降にフィールド値が変更されていてはいけません。

■ 最終更新タイムスタンプが MU フィールドに格納されている場合、インデックス 1 のフィー
ルド値をフォーマットバッファに指定する必要があります。

■ オプション 'T' が指定されていて、かつ最終更新タイムスタンプシステム生成フィールドが
フォーマットバッファに含まれていない場合は、レスポンスコード 44、サブコード 13 が返さ
れます。

■ レコードバッファで指定されたフィールド値が、データベースレコードの現在の値と同じかど
うかがチェックされます。
■ データベース内の値が同じ値で、オプション SY=TIME が指定されたフィールドの精度で現
在時刻がまだ同じ場合、コマンドはレスポンスコード 22、サブコード 42 で失敗します

■ データベース内の値が同じ値で、オプション SY=TIME が指定されたフィールドの精度で現
在時刻が変更された場合、レコードはホールド状態になります。レコードが別のユーザーに
よってホールドされている場合は、RETURN オプションの使用法によって異なる動作にな
ります。
■ RETURN オプション（オプション 'R' または 'U'）が指定されている場合は、レスポンス
コード 145 が返されます。

■ それ以外の場合、コマンドはレコードが再び使用可能になるまで待機します。その後、
チェックが繰り返されます。

■ その間にシステム生成値が変更された場合は、レスポンスコード 48、サブコード 34 が返さ
れます。オプション 'L' または 'U' を指定した場合、変更されたレコードはレコードバッファ
に読み込まれます。

注意: オプション SY=TIME が指定されたシステム生成フィールドが高精度タイムスタン
プではない場合、このファイルに対するすべての更新がオプション 'T' で実行されるとい
う条件で、更新が失われないことが保証されます。迷った場合は、この種の更新は高精度
タイムスタンプでのみ使用してください。
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読み込み整合性

L1、L2、L3、または S1 コマンドでレコードを読み込むと、ダーティリードになります。つま
り、コミットされていない更新も表示されます。Adabas では、コミット済みレコードのみを表
示するための、レコードの共有ロックを提供しています。各自の要件に応じて、異なるタイミン
グでレコードを共有ホールド状態にすることができます。

■ C オプションでは、レコードがすでにロックされているのでない限り、現在の読み込み処理終
了後は、レコードの共有ホールド状態が維持されません。

■ Q オプションでは、読み込みループの次のレコードが読み込まれるまで、レコードが共有ホー
ルド状態に維持されます。これを使用して、同じレコードに対して複数の整合性のある読み込
み処理を実行できます。

■ S オプションでは、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るまで、レ
コードの共有ホールド状態が維持されます。

■ RI コマンドでは、レコードが共有ホールド状態から削除される前に、レコードを共有ホール
ド状態から解放できます。

注意: C、Q、または S オプションを使用するには、コマンドを L4、L5、L6、または S4
に変更する必要があります。

複数の読み込みコマンドを使用してレコードのさまざまな部分を読み込む場合（LOB フィール
ドを断片的に読み込み場合など）、読み込み処理間でレコードが更新されないようにすることを
強くお勧めします。この目的のために、次のことが可能です。

■ レコードの最初の読み込みコマンドを実行するときに、コマンドオプション 3 = Q、S、また
は空白を使用して、レコードを共有または排他ホールド状態にする。

■ 各読み込みコマンドで、高精度のシステム生成最終更新タイムスタンプを読み込んで、読み込
みコマンド間で変更されていないことを確認する。このソリューションの利点は、他のユー
ザーがレコードを排他的ホールド状態にしたときにもレコードを読み込むことができることで
す。ただし、まだダーティリードとなっている（コミットされていない更新が表示される）こ
とに注意する必要があります。

■ アプリケーションが読み込みの整合性を保証する。例えば、ユーザーがすでにロックしている
レコードを、別のユーザーがロックした後にのみ別のユーザーによるレコード更新が許可され
る場合は、レコードをロックせずに読み込むことができます。この種類の整合性維持は、ファ
イルを更新するすべてのプログラムがこれらのルールを守ることが確実な場合にのみ使用して
ください。
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ラージオブジェクト（LOB）サポート用の Adabas コマンドインター
フェイスの機能

特に LOB サポート用として、Adabas コマンドインターフェイスに次の機能が導入されました。

■ ACBX インターフェイスでの大きなバッファ
■ ACBX インターフェイスでの複数のフォーマット／レコードバッファペア
■ 可変長で読み込むときの LOB フィールドの 4 バイト長インジケータ
■ フォーマット／レコードバッファの長さインジケータ
■ フォーマットバッファでアスタリスク（*）を使った長さ表記
■ フォーマットバッファでセグメント表記を使用した LOB の一部へのアクセス

ACBX インターフェイスでの大きなバッファ

古い ACB インターフェイスでは、レコードバッファのサイズは 64 KB に制限されていました
が、これは LOB サポートには小さすぎます。最大 2 GB のレコードバッファサイズを許容する
新しい ACBX インターフェイスでは、この制限がなくなりました。

ACBX インターフェイスでの複数のフォーマット／レコードバッファペア

1 つの Adabas コールで LOB フィールドおよび他のフィールドにアクセスする場合、LOB 値は
多くの場合可変長なので、このスペースを特別なエリアに割り当てることが必要になります。他
のフィールドは固定長なので、事前定義されたエリアに置かれます。ACBX インターフェイスで
は、これら両方のエリアを同じ Adabas コールの異なるレコードバッファとして指定できます。

可変長で読み込むときの LOB フィールドの 4 バイト長インジケータ

LOB フィールド（フィールドオプション LB が指定されたフィールド）の可変長を示すために
フォーマットバッファで長さ 0 を指定すると、より大きな長さ値をサポートするために 4 バイト
の長さインジケータがレコードバッファで使用されます。

フォーマット／レコードバッファの長さインジケータ

LOB 値を読み込む場合、LOB 値の長さが事前にわからないことがよくあります。長さインジケー
タを使用すると、LOB 値のエリアを割り当てる前に LOB 値の長さを取得できます。
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フォーマットバッファでアスタリスク（*）を使った長さ表記

長さとしてアスタリスク（*）を指定すると、可変長で値が読み込まれます。長さとして 0 を指
定する場合との違いは次のとおりです。

■ 値は、前に長さのない値です。読み込みコマンドに推奨され、LOB フィールドに長さインジ
ケータも指定する挿入／更新コマンドでは必須です。

■ レコードバッファに収まらない値を読み込んだ場合でも、レコードバッファオーバーフロー
（Adabas レスポンスコード 53）は返されません。* 長さで長さインジケータと LOB 値を読み
込んだ場合、LOB 値がレコードバッファに収まらない場合でも LOB 値の長さを取得でき、十
分なサイズのレコードバッファを再割り当てして LOB 値を再読み込みすることができます。

フォーマットバッファでセグメント表記を使用した LOB の一部へのアクセス

使用可能なメモリに制限がある場合、または LOB 値内で既知の位置にある LOB の一部のみへの
アクセスが必要な場合には、大きな LOB 値にアクセスするときに、LOB 値に断片的にアクセス
できます。フォーマットバッファでセグメント表記を使用してこれを行うことができます。

注意: フォーマットバッファエントリの詳細については、前述の「Adabas の呼び出し」
の「フォーマットバッファとレコードバッファ」セクションを参照してください。
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6 Adabas コマンド

この章では、Adabas の各コマンドの詳細について説明します。各コマンドは、参照しやすいよ
うにアルファベット順で記述しています。

Adabas コマンドの結果として返される、すべてのレスポンスコードの詳細については、『メッ
セージおよびコードマニュアル』を参照してください。

ここで説明する内容は、次のような項目に分かれています。

1 件以上のレコードを更新します（ホールドオプションあ
り）。

A1 コマンドレコードの更新

ET ロジックユーザーのデータベース更新を元に戻します。BT コマンド：トランザクションのバック
アウト

チェックポイント ID、データプロテクションログ番号、およ
びブロック番号を書き込みます。

C1 コマンドチェックポイントの書き込み

PLOG にユーザーデータを書き込みます。C5 コマンドPLOG へのユーザーデータの
書き込み

ET セッションを終了し、データベースを更新します。CL コマンド：ユーザーセッションのクロー
ズ

レコードを削除したり、ファイルをリフレッシュしたりしま
す。

E1 コマンドレコードの削除／ファイルのリ
フレッシュ

現在のトランザクションを終了し、保存します。ET コマンド：エンドトランザクション
他のユーザーがレコードを更新できないようにします。HI コマンド：レコードのホールド
指定 ISN のレコードを読み込みます。
ホールドオプション付きで読み込みます。

L1/L4 コマンド：レコードの読み込み

レコードを物理順に読み込みます。
ホールドオプション付きで物理順に読み込みます。

L2/L5 コマンド：物理順に読み込み

レコードをディスクリプタ値の順に読み込みます。
ホールドオプション付きでディスクリプタ値順に読み込みま
す。

L3/L6 コマンド：論理順に読み込み
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指定されたディスクリプタの値を読み込みます。L9 コマンドディスクリプタ値の読み込み
ファイルの全フィールドの定義を読み込みます。LF コマンド：フィールド定義の読み込み
Adabas データベースとそのアプリケーションプログラムの
間のプロセス間通信を減らします。

MC コマンド：マルチコール

Adabas が割り当てた ISN で新しいデータベースレコードを
追加します。
ユーザーが割り当てた ISN で新しいデータベースレコードを
追加します。

N1/N2 コマンド：レコードの追加

ユーザーセッションの開始OP コマンド：ユーザーセッションの開始
コマンドを発行するユーザーに対して、1 つ以上のコマンド
ID またはグローバルフォーマットバッファ ID を解放します。

RC コマンド：コマンド ID またはグローバ
ルフォーマットバッファ ID の解放

このユーザー、他のユーザー、または全ユーザーの ET デー
タを読み込みます。

RE コマンド：ET ユーザーデータの読み込
み

ホールドされたレコードと ISN を解放します。
ユーザーが現在ホールドしている全レコードを解放します。

RI コマンド：レコードの解放

検索条件を満たしているレコードの個数および ISN を返しま
す。
ユーザー指定の順序でレコードおよび ISN の個数を返しま
す。

S1/S2/S4 コマンドレコードの検索

集合演算（AND、OR、NOT）を使用して、同じファイルか
らの 2 つの ISN リストを結合します。

S8 コマンドISN リストの処理

ISN リストを ISN の昇順またはディスクリプタ指定の順番で
ソートします。

S9 コマンドISN リストのソート

該当するコマンドに関連するコントロールブロックフィールドのみが、コントロールブロックに
表示されることに注意してください。また、Software AG では、Adabas の新バージョンとの互
換性を維持するために、すべての未使用のコントロールブロックフィールドをデフォルト値に設
定することを強く推奨しています。

ACBX インターフェイスの使用中にエラーが発生した場合、Adabas は ACBXERRx フィールド
に追加情報を返すことがありますが、この追加情報はコマンドドキュメントに記載されていませ
ん。この追加情報の詳細については、『メッセージおよびコードマニュアル』の「ニュークリア
スレスポンスコード」を参照してください。

バッファ仕様を必要とする ACBX インターフェイスを使用して Adabas コールが行われた場合
は、フォーマットバッファ長、レコードバッファ長、サーチバッファ長、バリューバッファ長、
ISN バッファ長には、ACB フィールドの代わりに Adabas バッファ記述（ABD）を使用する必
要があります。
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機能および使用

A1 コマンドは、レコード内の 1 つ以上のフィールド値を変更する場合に使用します。更新対象
のフィールドがあるレコードは、ファイル番号と ISN 番号で識別されます。更新フィールドは
フォーマットバッファに指定し、更新する値をレコードバッファに指定します。指定されたフィー
ルド、およびオプション CR なしで定義されたシステム生成フィールドのみが変更されます。レ
コード内のそれ以外のフィールドは変更されません。

アソシエータおよびデータストレージへの必要な更新は、Adabas によって行われます。1 つ以
上のディスクリプタが更新されると、変更を反映してインバーテッドリストが更新されます。サ
ブディスクリプタまたはスーパーディスクリプタの生成に使用されたフィールドが更新される
と、変更を反映して対応するサブディスクリプタまたはスーパーディスクリプタの値が更新され
ます。

ET ユーザーの場合は、更新対象レコードがユーザーに対してホールド状態か、またはコマンド
オプション 1 に H、L、U、R が指定されているときにのみ、A1 コマンドが実行されます。

ユーザーは ADAM（Adabas ダイレクトアクセスメソッド）キーを通じてレコードに位置づけ
ることもできます。この場合、コマンドオプション 2 を V にセットする必要があり、サーチバッ
ファおよびバリューバッファには ADAM ディスクリプタ名および ADAM キーがそれぞれ格納
される必要があります。この方法を使用する場合、コントロールブロックの ISN フィールドが
出力フィールドになります。

ET ユーザーの場合、A1 コマンドが実行されるのは、更新対象のレコードをそのユーザーがホー
ルドしている場合、コマンドオプション 1 = H の場合、またはコマンドオプション 2 = H の場合
だけです。更新対象のレコードを別のユーザーがすでにホールドしているときに応答 145 が必要
な場合は、コマンドオプション 1 を「R」、コマンドオプション 2 を「H」に設定する必要があ
ります。
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A1 Command, Procedure Flow
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A1 Command, Procedure Flow (continued)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBISN

F/ABISN 下限
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UBサーチバッファ長（ACB のみ）
F/UBバリューバッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
F/Aレコードバッファ
F/U (2)サーチバッファ
F/U (2)バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B
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x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。
（2）V オプションを使用する場合のみ必要

コントロールブロック

コマンドコード
A1

コマンド ID
一連の A1 コマンドを使用して複数レコードを更新し、かつフォーマットバッファに同一
フィールドを指定する場合（FIND コマンドで選択されたレコード群に対し更新する場合）
には、このフィールドに、空白またはゼロ以外の値をセットします。A1 コマンドを L1/L4、
L2/L5、または L3/L6 コマンドと組み合わせて使用し、各レコードの同一フィールドを読み
込み／更新する場合には、READ コマンドで使用したものと同じコマンド ID を A1 コール
にも使用します。これにより、連続する各 A1 コールの処理に必要な時間を削減できます。

1 回の A1 コールで、1 レコードだけを更新する、または A1 コール間でフォーマットバッ
ファを変更する場合は、このフィールドに空白またはバイナリの 0 をセットする必要があり
ます。

このフィールドの上位バイトには、16 進数の FF を設定しないでください。ただし、自動コ
マンド ID 生成を使用する場合は例外です（詳細については、「プログラミングの考察事項」
の「コマンド ID の使用」を参照してください）。

このフィールドの上位バイトには、16 進数 FF をセットしないでください。
File Number

更新対象レコードを持つファイルの番号。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN
更新するレコードの ISN を示します。
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ADAM オプションを使用する場合は、このバッファで見つかったレコードの ISN が返され
ます。

ISN 下限
コマンドオプション「L」を使用する場合は、フォーマットバッファに *-position のセグメ
ントが含まれている必要があります。入力値には、セグメントの現在の位置が含まれていま
す。値は、セグメントに対して指定された長さだけ増加します。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

サーチバッファ長（ACB のみ）
サーチバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するサーチバッ
ファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

バリューバッファ長（ACB のみ）
バリューバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するバリュー
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

コマンドオプション 1
このフィールドに「H」を指定すると、更新コマンドの実行前に、レコードが排他的ホール
ド状態になります。

このフィールドに「R」を指定すると、更新コマンドの実行前に、レコードが排他的ホール
ド状態になります。別のユーザーがその ISN をホールドしている場合、レスポンス 145 が返
ります。

このフィールドに L を指定すると、現在の更新レコードがレコードバッファに返ります。現
在のフォーマットバッファの展開に使用します。このオプションを指定すると H オプション
も暗黙的に指定されます。

このフィールドに「U」を指定すると、Adabas はレコードを排他的ホールド状態にしようと
試みます。ISN の競合が検出された場合は（ISN が別のユーザー用にホールド状態になって
いる）、コマンドは待機状態にならず、レスポンス 145 が返されます。その時点までの更新
レコードは、レコードバッファに返されます。

「L」オプションと「U」オプションは、フォーマットバッファの追加オプションまたはシス
テム生成フィールド（CR なし）と組み合わせて使用したときにのみ有効です。

このフィールドに「X」を指定すると、A1 コマンドは、ISN が指定された E1 コマンドに続
けて、フォーマットとレコードバッファが指定された ISN を指定した N2 コマンドを実行し
た場合と同等になります（ただし、より効率的です）。ただし、フィールドオプション SY
および CR のフィールドが変更されないという例外があります。
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注意: 「X」オプションは、レコード内の MU 値や PE グループの数の低減に役立ちま
す。

コマンドオプション 2
このフィールドに H を指定すると、ISN がホールドキューに置き換えられてから、更新コマ
ンドが実行されます。R オプションが指定されないときに別のユーザーがその ISN をホール
ドしている場合、コマンドは待機し、レスポンス 145 が返されます。

このフィールドに「L」を指定した場合は、フォーマットバッファに *-position のセグメン
トが含まれているときにのみ、フォーマットバッファを使用できます。次に、ISN 下限フィー
ルドが使用されて、*-position のセグメントの現在の位置が判断されます。オプション「L」
を指定していない場合、*-position のあるセグメントの現在の位置は、フィールド値の最初
の（左端の）バイトになります。

このフィールドに「T」を指定すると、「プログラミングの考慮事項」の「システム生成
フィールド」で説明されている規則に従ってレコードが処理されます。

このフィールドが V のときは、ADAM オプションを使用していることを示します。値
（ADAM キー）は、ADAM ディスクリプタファイルにのみ指定できます。キーの値はバ
リューバッファで指定され、ディスクリプタ名はサーチバッファで指定されます。ADAM
オプションを使用する場合、ISN フィールドが出力フィールドになります。

指定された ADAM キーを持つレコードが見つからない場合は、レスポンスコード 52 が返さ
れます。

コマンドオプション 1 と 2 の可能な組み合わせ、および要求されるホールド状態と競合に関
する情報について、次の表に示します。

特殊情報競合ホールド状態CO2CO1

ホールドを要求' '' '

ISN を待機ホールドを設定' ''H'

ISN を待機ホールドを設定'H'' '

レコードの読み込みISN を待機ホールドを設定' ''L'

レコードの読み込みレスポンス 145ホールドを設定' ''U'

Rsp145ホールドを設定' ''R'

レスポンス 145ホールドを設定'H''R'

ADAMレスポンス 145ホールドを設定'V''R'

ADAMホールドを要求'V'' '

ADAM、レコードの読み込みISN を待機ホールドを設定'V''H'

ADAM、レコードの読み込みISN を待機ホールドを設定'V''L'

ADAM、レコードの読み込みレスポンス 145ホールドを設定'V''U'
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アディション 2
レスポンスコードが 0 の場合、Adabas は、このフィールドに更新されたレコードの圧縮レ
コード長を返します。この長さは先頭 2 バイトにバイナリ形式で入ります。L または U オプ
ションを使用する場合、最後の 2 バイトには、フォーマットバッファによって選択された圧
縮フィールドの長さがバイナリ形式で含まれます。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。

アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

先頭バイトが小文字の場合は、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目まで
が別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。

先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

このバッファには、更新するフィールドを指定する必要があります。

フォーマットバッファ構成の構文および例については、「Adabas の呼び出し」の「フォーマッ
トバッファとレコードバッファ」を参照してください。
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レコードバッファ

このバッファには、フォーマットバッファに指定した長さとフォーマットに従って、更新する値
が入ります。

レコードバッファの例については、「Adabas の呼び出し」の「フォーマットバッファとレコー
ドバッファ」を参照してください。

サーチバッファ

ADAM オプション（コマンドオプション 2 = V）が使用される場合、サーチバッファには、
ADAM ディスクリプタのフィールド指定が格納されます。フィールド名が ADAM キーでない
場合は、レスポンス 61 が返されます。

バリューバッファ

ADAM オプション（コマンドオプション 2 に V をセットする）を使用する場合、バリューバッ
ファには ADAM キーの値が含まれます。

その他の考慮事項

A1 コマンドを使用するときには、次の事項を考慮する必要があります。

1. サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、ハイパーディスクリプタ、およびフォネ
ティックディスクリプタは、直接更新することはできません。これらを更新するためには、
サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、またはフォネティックディスクリプタの親
フィールドを更新しなければなりません。対応するサブディスクリプタ、スーパーディスク
リプタ、またはフォネティックディスクリプタの値は、Adabas によって自動的に更新されま
す。

2. 圧縮後の最大レコード長（レコード ISN を含む）は、使用可能な最大データストレージブロッ
クサイズ - 4 です。

3. ディスクリプタが TR オプション付きで定義されていない限り、ディスクリプタ値が 1144 バ
イトを超えることはできません。

4. 標準長を超える長さをフォーマットバッファに指定して（フィールドが FI オプションで定義
されている場合には許可されません）フィールドを更新する場合、その後のそのフィールド
への参照では、更新された長さを指定する必要があります。標準長を使用すると、英数字
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フィールドでは桁落ちが発生し、数値フィールドではレスポンスコード 55 が返されることに
なります。

5. インデックスなしのフィールド名は、それがマルチプルバリューフィールドの場合にのみ複
数回指定できます。マルチプルバリューフィールドと、インデックスが同じピリオディック
グループ内のフィールドは、複数指定できません。グループとそのグループ内のフィールド
を同時に指定することも禁止されています。

6. 数値編集マスクはフォーマットバッファに指定できません。
7. フォーマットバッファにマルチプルバリューカウントフィールドまたはピリオディックグルー

プカウントフィールドを指定しても、無視されます。レコードバッファの対応する値も無視
されます。フォーマットバッファのリテラルやレコードバッファの対応する位置も無視され
ます。

8. マルチプルバリューフィールドを更新する場合は、Adabas が、必要であれば以下のルールに
従って、マルチプルバリューカウントフィールドを更新します。
■ NU オプションで定義したマルチプルバリューフィールドについては、カウントフィール
ドは現在、空値でない値の数に調整されます。空値はすべて削除されます。

Field Definition 01,MF,5,A,MU,NU

MF values before update XXXXX,YYYYY
Format Buffer MF4
Record Buffer ZZZZZ
Result after update XXXXX,YYYYY,ZZZZZ

MF count = 3

MF values before update XXXXX,YYYYY,ZZZZZ
Format Buffer MF2
Record Buffer bbbbb (blanks)
Result after update XXXXX,ZZZZZ

MF count = 2

MF values before update XXXXX,ZZZZZ
Format Buffer MF1-2
Record Buffer bbbbbbbbbb (blanks)
Result after update Values suppressed

MF count = 0

■ NU オプションなしで定義されたマルチプルバリューフィールドの場合、カウントは現在
存在する値の数（空値を含む）を反映するように調整されます。
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Field Definition 01,MF,5,A,MU

MF values before update XXXXX,YYYYY
Format Buffer MF4
Record Buffer DDDDD
Result after update XXXXX,YYYYY,b(blank),DDDDD

MF count = 4

MF values before update XXXXX,YYYYY,ZZZZZ
Format Buffer MF3
Record Buffer bbbbb (blanks)
Result after update XXXXX,YYYYY,b (blank)

MF count = 3

9. インデックスなしで MU フィールドを指定した場合は、レコードバッファに含まれる値のみ
がデータベースに保存され、古いレコードに含まれている他のすべての MU 値は削除されま
す。現在のレコードバッファに空値が含まれていて、かつ MU フィールドが NU オプション
で定義されている場合、空値は抑制されます。カウントフィールドが適宜調整されます。

Field Definition 01,MF,5,A,MU,NU

MF values before update XXXXX,YYYYY
Format Buffer MF
Record Buffer AAAAA
Result after update AAAAA

MF count = 1

MF values before update XXXXX,YYYYY
Format Buffer MF1
Record Buffer AAAAA
Result after update AAAAA,YYYYY

MF count = 2

MF values before update XXXXX,YYYYY,ZZZZZ
Format Buffer MF
Record Buffer bbbbb (blanks)
Result after update value suppressed

MF count = 0

10. ピリオディックグループに属する 1 つ以上のフィールドを更新する場合は、Adabas が、必要
であれば以下のルールに従って、ピリオディックグループカウントを更新します。
■ カウントは、フォーマットバッファに指定した最高オカレンス番号に合わせて調整されま
す（指定したオカレンス番号が現在の最高オカレンス番号よりも大きい場合）。
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Field Definitions 01,GB,PE
02,BA,1,B,DE,NU
02,BB,5,P,NU

GB values before update GB (1st occurrence)
BA = 5 BB = 20
GB (2nd occurrence)
BA = 6 BB = 25
GB count = 2

Format Buffer GB4
Record Buffer 0x08000000500C

Format Buffer GB4
Record Buffer ^X08000000500C

Result after update GB (1st occurrence)
BA = 5 BB = 20
GB (2nd occurrence)
BA = 6 BB = 25
GB (3rd occurrence)
BA = 0 BB = 0
GB (4th occurrence)
BA = 8 BB = 500
GB count = 4

GB values before update GB (1st occurrence)
BA = 5 BB = 20
GB (2nd occurrence)
BA = 6 BB = 25
GB count = 2

Format Buffer GB1
Record Buffer 0x00000000000C
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Format Buffer GB1
Record Buffer ^X00000000000C

Result after update GB (1st occurrence)
BA = 0 BB = 0
GB (2nd occurrence)
BA = 6 BB = 25
GB count = 2

11. 可変長（標準長がない）に定義されたフィールドをフォーマットバッファに指定する場合、
対応するレコードバッファ内の値の前に、値の長さを示す 1 バイトの 2 進数（長さバイトを
含む）を指定する必要があります。

Field Definitions 01,AA,3,A
01,AB,0,A

Format Buffer AA,AB.
Record Buffer "313233063132333435"

フィールド AA と AB が更新されます。AA の新しい値は 123 です。AB（可変長フィールド
である）の新しい値は 12345 です。

例

注意: ここで記述するすべての例では、付録 A の Adabas ファイル定義を使用していま
す。

ファイル 1 の ISN 4 が次の値で更新されます。

Field AA 1234
Field AB 20
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コントロールブロック：

Command Code A1

Command ID bbbb (blanks; only 1 record is to be updated)

File Number 1

ISN 4

Format Buffer Length 10 (or larger)

Record Buffer Length 10 (or larger)

Additions 3 bbbbbbbb (blanks; file is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer AA,AB,2,U.

Record Buffer 0x21323334202020203230

Record Buffer ^X21323334202020203230
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機能および使用

BT コマンドは 2 つの目的のために使用されます。

■ 論理トランザクションのバックアウト（コマンドオプション「S」の指定なし）。
■ サブトランザクションのバックアウト（コマンドオプション「S」の指定あり）。

BT コマンドを使用できるのは、ET ロジックユーザーだけです。

論理トランザクションのバックアウト

BT コマンドは、ユーザーの現在の論理トランザクション内で行われた全データベース更新処理
（追加、削除、変更）を取り消す際に使用します。これは、プログラムエラーが発生した際、ま
たはトランザクション全体を正しく完了できないと判断したときに、必要になることがありま
す。

コマンドオプション「H」を使用すると、ユーザーのすべての排他的ロックが共有ロックにダウ
ングレードされます。これを使用しないと、マルチフェッチオプションなしの場合は、ユーザー
がホールドしているすべてのレコードが解放され、マルチフェッチオプションありの場合は、
ISN バッファで指定されているすべてのレコードが解放されます。

Adabas は、BT コマンド処理の最後に内部 ET コマンドを発行します。これにより、現在のデー
タプロテクションブロックが Adabas WORK ファイルおよびデータプロテクションログに物理
的に書き込まれ、また、処理中にホールドされた全レコードは解放されます。
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BT Command, Backout of a Logical Transaction
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サブトランザクションのバックアウト

BT コマンドは、すべてのサブトランザクション中に実行された、すべてのデータベース変更を
削除するために使用されます。これは、コントロールブロックのコマンド ID フィールドで指定
されたセーブポイント ID を使用して、セーブポイントから開始されます。

BT Command, Backout of a Subtransaction
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サブトランザクションのバックアウトのエラー状況

■ BT コマンドにコマンドオプション「S」が指定されていますが、現在の Adabas ユーザーセッ
ションではサブトランザクションが有効になっていません。レスポンス 22 が返され、アディ
ション 2 フィールドの最初の 2 バイトが 19 に設定されます。

■ BT サブトランザクションに指定された CID は、現在のトランザクションに属するセーブポイ
ント ID ではありません。レスポンス 21 が返され、アディション 2 フィールドの最初の 2 バ
イトが 10 に設定されます。

■ BT サブトランザクションに指定された CID は、BT サブトランザクションにより存在しなく
なったセーブポイント ID です。次の図を参照してください。

この場合、問題のあるサブトランザクションバックアウトまでのアクションがロールバックさ
れます。このサブトランザクションバックアウトにより、データベースの内容は ET-S=>CID=1
の発行時と同じになります。これは ET-S=>CID=2 が発行されたときのデータベースコンテン
ツではないので、レスポンス 2 が返され、アディション 2 フィールドの最初の 2 バイトが 5 に
設定されます。

コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/ABコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
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フォーマットField

F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

–/–フォーマットバッファ
–/–レコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
F/UISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
BT

コマンド ID
Adabas は、バックアウトされた処理のトランザクションシーケンス番号をこのフィールド
に返します。この番号はバイナリ形式です。ユーザーが ET 状態である場合、0 が返ります。
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Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファ長（バイト単位）を示します。このバッファはマルチフェッチ機能とともに使
用します。指定する値は 4 + (ISN数 * 8) 以上でなければならず、それより小さい場合は、マ
ルチフェッチ機能が無視されます。

コマンドオプション 1
ユーザーがこのフィールドに「S」を入力すると、サブトランザクションのバックアウトが
実行されます。入力しないと、論理トランザクションのバックアウトが実行されます。この
フィールドに M を指定すると、マルチフェッチ機能を呼び出します。マルチフェッチ機能
の詳細については、「プログラミングの考察」の「マルチフェッチ機能の使用」を参照して
ください。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
このフィールドが［H］に設定されている場合、すべてのロックされたレコードはホールド
状態を維持しますが、排他的ロックは共有ロックにダウングレードされます。

このフィールドが空白に設定されている場合、現在ロックされているすべてのレコードが
ホールド状態から解放されます。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

ISN バッファ

このバッファには、ホールド状態から解放されるレコードの ISN とファイル番号が含まれます。
このフィールドは、マルチフェッチ機能と組み合わせてのみ使用されます。すべてのレコードを
ホールド状態のままにする場合、このバッファの先頭 4 バイトをゼロに設定する必要がありま
す。

ISN バッファの詳細なレイアウトについては、「プログラミングの考慮事項」の「マルチフェッ
チ機能の使用（トランザクション制御）」を参照してください。

File Number

BT コマンドを "M" オプション付きで使用したときにエラーレスポンスが生成された場合、ISN
バッファの無効なファイル番号／ISN エントリに指定されたファイル番号がこのフィールドに返
されます。

ISN
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BT コマンドを "M" オプション付きで使用したときにエラーレスポンスが生成された場合、ISN
バッファの無効なファイル番号／ISN エントリに指定された ISN がこのフィールドに返されま
す。

ISN Buffer Length

"M" オプションを使用している場合は、このフィールドに ISN バッファ長が含まれている必要
があります。ISN バッファにファイル番号／ISN エントリが含まれている場合は、ISN バッファ
長を 4 + 8*n バイトにする必要があります。それ以外の場合は、レスポンスコード 53 が返されま
す。

Command Option 1

このフィールドが空白のときは、現トランザクションでホールド状態のレコードがすべて解放さ
れます。このフィールドが M のときは、ISN バッファに指定された ISN だけがホールド状態か
ら解放されます。

Additions 2

"M" オプションを使用しているときに、ISN バッファに無効なファイル番号／ISN エントリが含
まれている場合は、無効なエントリのインデックスがこのフィールドに返されます（先頭エント
リのインデックスは 0）。

ISN バッファ

BT コマンドの "M" オプションを使用している場合は、現在のトランザクションによってホール
ドされているレコードのサブセットを解放できます。解放するレコードは ISN バッファに指定
します。

ISN バッファの先頭 4 バイトは、ISN バッファに続く 8 バイト要素の数を指定します。この値が
0 の場合は、レコードがホールド状態から解放されることはありません。各 8 バイト要素は、
ホールド状態から解放されるレコードを指定します。各エントリの先頭 4 バイトにはファイル番
号が含まれ、次の 4 バイトには ISN が含まれています。ファイル番号と ISN はともに、符号な
し整数として指定する必要があります。

ファイル番号／ISN がこのユーザーに対してホールドされていない場合は、ISN バッファの処理
が無効なエントリで終了し、レスポンス 144 が返されます。コントロールブロックのアディショ
ン 2 フィールドは、無効なエントリのインデックスに設定されます（先頭エントリのインデック
スは 0）。コントロールブロックのファイル番号フィールドと ISN フィールドはそれぞれ、無効
なエントリのファイル番号と ISN に設定されます。
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ISN バッファ長が ISN バッファに必要なスペースより小さい値にセットされている場合は、"M"
オプションが無視され、すべての ISN がホールド状態から解放され、レスポンス 53 が返されま
す。
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機能および使用

C1 コマンドを使用して、チェックポイントを設定するように要求できます。

C1 コマンドは、通常、ET ロジックを使用していない排他制御更新ユーザーが発行します。ET
ロジックユーザーが C1 コマンドを発行しても、BT（バックアウトトランザクション）コマンド
によってチェックポイントが消されることはありません。

排他ファイル制御更新を要求するユーザープログラムの始めに、Adabas は内部的に C1 コマン
ドを自動的に発行します。

C1 コマンドの結果、Adabas チェックポイントテーブルにチェックポイントエントリが書き込
まれます。このチェックポイントエントリには、チェックポイント ID（コマンド ID フィールド
にユーザーが指定した値）と、現在のデータプロテクションログおよびブロック番号が含まれま
す。このチェックポイントエントリは、データベース（または特定ファイル）をチェックポイン
トが取られたときの状態に戻すのに使用することができます。排他制御更新処理するプログラム
を再実行または再スタートするためには、事前にチェックポイントまで戻す必要があります。
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C1 Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

–/–フォーマットバッファ
–/–レコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。
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コントロールブロック

コマンドコード
C1

コマンド ID
このフィールドには、空白以外でゼロ以外の値を指定する必要があります。この値により
チェックポイントが識別されます。各チェックポイントに指定する値はユニークである必要
はありません。

SYNx の値は指定しないでください。

このフィールドの上位バイトには、16 進数 FF をセットしないでください。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

例

チェックポイントエントリを書き込みます。チェックポイントは USR4 で識別します。

コントロールブロック：

Command Code C1

Command ID USR4 (checkpoint identifier)
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機能および使用

C5 コマンドは、Adabas データプロテクションログにデータを書き込むために使用します。

C5 コマンドは、Adabas データプロテクションログにデータを書き込むために使用します。こ
れらのデータは、Adabas 監査証跡ユーティリティ ADAATU を使用することで、プロテクショ
ンログから取り出すことができます。

書き込まれたデータは、Adabas リカバリ処理には影響を及ぼしません。ADAREC ユーティリ
ティは、C5 コマンドによりデータプロテクションログに書かれた全データを無視します。

C5 Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
-/-Bコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

*/–フォーマットバッファ
F/Uレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。
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コントロールブロック

コマンドコード
C5

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レコードバッファ長（ACB のみ）
このフィールドに指定したバイト数が、Adabas データプロテクションログに書き込まれま
す。

指定可能な最大長は 2,000 バイトです。
アディション 2

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『メッセージおよびコードマニュアル』 を参照してください。

レコードバッファ

このバッファには、データプロテクションログに書き込む情報が格納されます。

データプロテクションログのフォーマットは、英数字です。

例

Adabas データプロテクションログに、情報 "ULRR0422 UPDATES FOR JANUARY" を書き込み
ます。

コントロールブロック

Command Code C5
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Record Buffer Length 28

バッファエリア

Record Buffer ULRR0422 UPDATES FOR JANUARY
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機能および使用

CL コマンドは、ユーザーセッションを終了するのに使用します。すべてのユーザープログラム
がデータベース処理を完了する際に CL コマンドを出すことを推奨します。

CL コマンドは、以下の処理を行います。

■ 内部 ET コマンド（ET ロジックユーザーのみ）
■ ユーザーデータを Adabas システムファイルへ格納します（オプション）。
■ 現在のデータプロテクションブロックを、Adabas データプロテクションログおよび WORK
コンテナへ物理的に書き込みます。

■ 該当ユーザーが現在ホールド状態にしている全レコードを解放し、ユーザーに割り当てた全コ
マンド ID エントリ（および関連する ISN リスト）を解放します。

■ Adabas WORK コンテナから Adabas システムファイルへユーザーの ET データを転送しま
す。この処理は、OP コマンドでユーザー ID が指定された場合にだけ行われます。セッショ
ン中に（ET コマンドによって書かれた）ユーザーデータシステムファイルに格納されたすべ
てのユーザーデータは保持されません。
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CL Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
-/ABコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

$ F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 2

-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

$ */–フォーマットバッファ
$ F/Uレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*

$ユーザーデータを格納する場合にのみ使用
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（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
CL

コマンド ID
ET コマンドがユーザーセッション中に発行されている場合は、Adabas が、最後に完了した
ユーザートランザクションのシーケンス番号をこのフィールドに返します。この番号はバイ
ナリ形式で返されます。

セッション中で ET コマンドが正しく完了していない場合は、このフィールドは 0 にセット
されます。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レコードバッファ長（ACB のみ）
ユーザーデータを Adabas システムファイルに格納する場合、このフィールドにレコードバッ
ファ長を指定する必要があります。指定した長さによって、格納されるユーザーデータのバ
イト数が決まります。

指定可能な最大長は 2,000 バイトです。

ユーザーデータを格納しない場合、このフィールドは使用しません。
コマンドオプション 2

このフィールドが E のときは、レコードバッファに提供されたユーザーデータを Adabas シ
ステムファイルに格納することを示します。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『メッセージおよびコードマニュアル』 を参照してください。
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レコードバッファ

格納したいユーザーデータをこのバッファに指定します。実際に格納されるバイト数は、レコー
ドバッファ長フィールドで指定した値によって特定されます。空白以外のユニークなユーザー
ID を指定して OP コマンドを発行している場合に限り、CL コマンドでユーザーデータが保存さ
れます。この場合、このユーザーがユーザーデータを指定して、次の ET、または CL コマンド
を発行するまで、データは保存されます。空白以外のユーザー ID が指定されていないと、後続
のセッションで当データを読むことはできません。

ユーザーデータには任意の形式を使用できます。Adabas によってデータの形式が変換されるこ
とはありません。

例

例 1：

ユーザープログラムは全データベース処理を完了し、CL コマンドを発行します。格納するユー
ザーデータはありません。

コントロールブロック：

Command Code CL

Command Option 2 b (no user data is to be stored)

例 2：

ユーザープログラムは CL コマンドを発行し、ユーザーデータを Adabas システムファイルに格
納します。

コントロールブロック：

Command Code CL
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Record Buffer Length 17 (17 bytes of user data to be stored)

Command Option 2 E (user data is to be stored)

バッファエリア：

Record Buffer USER 7 NORMAL END
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機能および使用

E1 コマンドは 1 レコードを削除します。

削除するレコードのファイル番号と ISN を指定しなければなりません。Adabas は、データスト
レージからレコードを削除し、アソシエータに必要な更新を行います。

ユーザーが ET ユーザーであり、削除レコードがそのユーザーに対してホールド状態でない場合
は、Adabas が、削除レコードをそのユーザーに対してホールド状態にします。レコードが別の
ユーザーに対してホールド状態である場合は、RETURN オプションを使用しないかぎり、レコー
ドが使用可能となるまで E1 コマンドが待ち状態となります。RETURN オプションが指定されて
いれば、レスポンスコード 145 が返ります。

ユーザーは ADAM（Adabas ダイレクトアクセスメソッド）キーを通じてレコードに位置づけ
ることもできます。この場合、コマンドオプション 2 を V に設定する必要があり、サーチバッ
ファおよびバリューバッファには ADAM ディスクリプタ名および ADAM キーがそれぞれ格納
される必要があります。この方法を使用する場合、コントロールブロックの ISN フィールドが
出力フィールドになります。

E1 コマンドは、ファイルをリフレッシュするのに使用できます。リフレッシュによりファイル
を 0 件状態にします。ファイルをリフレッシュしたい場合は、コントロールブロックの ISN
フィールドに 0 を、コマンド ID フィールドには空白をセットする必要があります。
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E1 Command, Procedure Flow
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E1 Command, Procedure Flow (continued)
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E1 Command, Procedure Flow (continued)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBISN

F/UBサーチバッファ長（ACB のみ）
F/UBバリューバッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

–/–フォーマットバッファ
–/–レコードバッファ
F/U (2)サーチバッファ
F/U (2)バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
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（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。
（2）V オプションを使用する場合のみ必要

コントロールブロック

コマンドコード
E1

コマンド ID
ファイルをリフレッシュする場合は、コマンド ID を空白に設定する必要があります。

File Number
このフィールドには、削除するレコードを持つファイルの番号を指定します。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN
削除するレコードの ISN を示します。

ADAM オプションが使用われた場合は、Adabas が、削除されたレコードの ISN を返しま
す。

ファイルをリフレッシュする場合は（レコードのゼロ件状態にリセット）、このフィールド
をゼロにセットしなければなりません。

サーチバッファ長（ACB のみ）
サーチバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するサーチバッ
ファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

バリューバッファ長（ACB のみ）
バリューバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するバリュー
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

コマンドオプション 1
このフィールドに R を指定すると、RETURN オプションを使用することを示します。E1 コ
マンドを発行し、削除対象レコードが他のユーザーによってホールドされていると、そのレ
コードが使用可能になるまでユーザーは待ち状態にならずに、レスポンスコード 145 が返さ
れます。

コマンドオプション 2
このフィールドが V のときは、ADAM オプションを使用していることを示します。値
（ADAM キー）は ADAM ディスクリプタファイルに提供されるだけです。キーの値はバ
リューバッファで指定され、ディスクリプタ名はサーチバッファで指定されます。ADAM
オプションを使用する場合、ISN フィールドが出力フィールドになります。
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指定した ADAM キーを持つレコードが見つからない場合はレスポンスコード 52 が返りま
す。

アディション 2
一部のレスポンスコードでは、Adabas はこのフィールドの詳細情報を返します。詳細につ
いては、『メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

サーチバッファ

ADAM オプション（コマンドオプション 2=V）を使用する場合、サーチバッファには ADAM
ディスクリプタのフィールド指定が含まれます。フィールド名が ADAM キーでない場合は、レ
スポンス 61 が返されます。

バリューバッファ

ADAM オプション（コマンドオプション 2=V）を使用する場合、バリューバッファには ADAM
キーの値が含まれます。

例

例 1：

ファイル 2 の ISN 4 を削除します。
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コントロールブロック：

Command Code E1

File Number 2 (record to be deleted is in file 2)

ISN 4 (record with ISN 4 to be deleted)

Command Option 1 b (Return Option not to be used)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

例 2：

ISN の集合（FIND コマンドですでに選択されているもの）をファイル 1 から削除します。

コントロールブロック：

Command Code E1

File Number 1 (record to be deleted is in file 1)

ISN n (ISN resulting from previous Find)

Command Option 1 b (Return Option not to be used)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

FIND コマンドで得た各 ISN に対し、繰り返し E1 コマンドを発行します。
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機能および使用

ET コマンドは、次の 2 つの目的で使用されます。

■ 論理トランザクションの終了（コマンドオプション「S」の指定なし）。
■ サブトランザクションの終了（コマンドオプション「S」の指定あり）。

論理トランザクションの終了

コマンドオプション「S」のない ET コマンドは、次の結果になります。

■ トランザクション中に正しく実行されたすべての更新コマンドについて、現在のデータプロテ
クション情報すべてを Adabas データプロテクションログと Adabas ワークファイルに書き込
みます。この情報は、Adabas の次回のセッション開始時に、トランザクション中に実行され
たすべての更新を適用するために必要になります。この適用が実行されるのは、これらの更新
がアソシエータおよびデータストレージに物理的に適用される前に現在のセッションが異常終
了（システム障害）した場合のみです。

■ コマンドオプション「H」を使用すると、ユーザーの排他的ロックすべてが共有ロックにダウ
ングレードされます。使用しないと、（マルチフェッチオプションなしの場合は）ユーザーが
ホールドしているレコードすべてが解放され、（マルチフェッチオプションありの場合は）
ISN バッファに指定されたレコードすべてが解放されます。

■ オプションとして、Adabas システムファイルにユーザーデータを格納できます。このユー
ザーデータは、後続の OP コマンドまたは RE コマンドで読んだり、プログラムを再スタート
したりするために使用できます。

■ トランザクションの一意なシーケンス番号を返します。再スタートが必要な場合に、このシー
ケンス番号を使用して、最後に正しく処理が完了したトランザクションを識別できます。

■ サブトランザクションがアクティブになっている場合は、現在のトランザクションの最後のサ
ブトランザクションの終了。つまり、遅延している一意性チェックや参照整合性チェックは、
すぐに実行されます。

■ 一意性エラーの場合は、現在のサブトランザクションがバックアウトされ、レスポンスコード
98 が返されます。参照整合性エラーの場合は、現在のサブトランザクションがバックアウト
され、レスポンスコード 196 が返されます。サブトランザクションをアクティブにし、かつサ
ブトランザクションを使用しなかった場合（つまり、コマンドオプション「S」で ET コマン
ドを使用しなかった場合）、トランザクション全体がロールバックされます。

注意: 例えば、参照整合性定数でカスケードされた削除を指定した場合、参照整合性
チェックは、多数のデータベース操作を示す可能性があります。

■ サブトランザクションがアクティブにされている場合は、次のトランザクションの最初のサブ
トランザクションの開始。セーブポイント ID 0 で新しいセーブポイントが定義されます。
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論理トランザクションの終了が正しく実行されると、後続のユーザーセッションまたは Adabas
セッションの中断に関係なく、トランザクション中に実行されたすべての更新がデータベースに
適用されます。

ET Command - End of Logical Transaction, Procedure Flow
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ET Command - End of Logical Transaction, Procedure Flow (continued)

サブトランザクションの終了

コマンドオプション「S」を使用した ET コマンドは、次の結果になります。

■ 現在の Adabas ユーザーセッションでサブトランザクションが有効になっていない場合、レス
ポンスコード 22 が返され、アディション 2 フィールドの最初の 2 バイトが 19 に設定されま
す。

■ 遅延した一意性チェックがある場合は、すぐに実行されます。一意性エラーの場合は、現在の
サブトランザクションがバックアウトされ、レスポンスコード 98 が返されます。参照整合性
エラーの場合は、現在のサブトランザクションがバックアウトされ、レスポンスコード 196 が
返されます。

注意: 例えば、参照整合性定数でカスケードされた削除を指定した場合、参照整合性
チェックは、多数のデータベース操作を示す可能性があります。

■ 次のサブトランザクションの開始。新しいセーブポイント ID が定義されます。このセーブポ
イント ID は、コントロールブロックのコマンド ID フィールドに返されます。前のセーブポ
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イントの後にロックまたは更新アクティビティがなかった場合、新しいセーブポイント ID が
前のセーブポイント ID と同じになる可能性があります。

注意: 通常、セーブポイント ID は 1 ずつ増えます。一部の文書化されていない内部コ
マンドでは、内部サブトランザクションが作成されます。したがって、これらのコマン
ドを使用すると、より大きなセーブポイント ID が生成される可能性があります。

注意: 論理トランザクションの終了はコミットを意味します。つまり、後続のユーザー
セッションまたは Adabas セッションの中断に関係なく、トランザクション中に実行され
るすべての更新がデータベースに適用されることが保証されます。サブトランザクション
の終了時にコミットはありません。バックアウトサブトランザクションを使用すると、ト
ランザクション全体がコミットされるまで、論理トランザクションに属するすべてのサブ
トランザクションをバックアウトできます。
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ET Command - End of Subransaction, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
-/ABコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

$ F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/U (1)BISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

$ */-フォーマットバッファ
$ F/Uレコードバッファ
*/– (2)サーチバッファ
*/– (2)バリューバッファ
F/U (2)ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
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使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*

$ユーザーデータを格納する場合のみ

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas コール」の「コントロールブロック」を参照してください。
（2）マルチフェッチ機能が使用されている場合に限ります。

コントロールブロック

コマンドコード
ET

コマンド ID
Adabas は、このフィールドにトランザクションのシーケンス番号を返します。この番号は
バイナリ形式です。

トランザクションシーケンス番号は、ユーザーセッション毎に 1 から始まる昇順の番号で
す。トランザクションが更新を行わなかった場合に、0 の値が返ります。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レコードバッファ長（ACB のみ）
Adabas システムファイルにユーザーデータを格納する場合、このフィールドに格納データ
のバイト数を指定する必要があります。

Adabas は、このフィールドに指定されたバイト数のデータを格納します。指定可能な最大
バイト数は、2000 バイトです。

ユーザーデータを格納しない場合、このフィールドは使用しません。
ISN バッファ長（ACB のみ）

ISN バッファ長（バイト単位）を示します。このバッファはマルチフェッチ機能とともに使
用します。指定する値は 4 + (ISN数 * 8) 以上でなければならず、それより小さい場合は、マ
ルチフェッチ機能が無視されます。

コマンドオプション 1
このフィールドが「S」に設定されている場合は、サブトランザクションの終了が実行され、
そうでない場合は、論理トランザクションの終了が実行されます。このフィールドが空白の
ときは、現トランザクションでホールド状態のレコードがすべて解放されます。このフィー
ルドが「M」に設定されている場合、ISN バッファに指定された ISN だけがホールドから解
放されます。詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「マルチフェッチ機能」を
参照してください。
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このフィールドを "T" に設定すると、ET コマンドは現在のユーザーセッションが使用中の全
リソースを解放します。これは、レコードバッファを "." に設定し、コマンドオプション 1
を前の OP コマンドと同じ値に設定して、CL コマンドと OP コマンドを続けて実行するのと
等価です（ただし、より効率的）。

注意: "T" オプションは、"R" オプションなしで OP コマンド実行した後に使用するた
めに導入されました。"R" オプション付きの OP コマンドを実行した後で、"T" オプ
ション付きで ET コマンドを実行した場合、ファイルへのアクセスを含むその後のす
べてのコマンドはレスポンスコード 17 を受け取ります。これは、誤って ET コマンド
に "T" オプションを使用した場合は、ファイルリストにすでに含まれているファイル
以外のファイルへのアクセスが禁止されるためです。

コマンドオプション 2
このフィールドが E のときは、ユーザーデータを Adabas システムファイルに格納すること
を示します。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
このフィールドが［H］に設定されている場合、すべてのロックされたレコードはホールド
状態を維持しますが、排他的ロックは共有ロックにダウングレードされます。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『メッセージおよびコードマニュアル』 を参照してください。

レコードバッファ

Adabas システムファイルに格納したいユーザーデータを、このバッファに指定します。

データは、当ユーザーが次に ET データ付きの ET コマンド、または CL コマンドを発行するま
で保存されます。ユーザーデータは、空白以外のユニークなユーザー ID を指定した OP コマン
ドを発行した場合にのみ、ユーザーセッション終了時に保存されます。

ユーザーデータには任意の形式を使用できます。Adabas によってデータの形式が変換されるこ
とはありません。

ISN バッファ

このバッファには、ロック解除する ISN とファイル番号が含まれます。このバッファはマルチ
フェッチ機能とともに使用します。ロックを解除するレコードがない場合、このバッファの先頭
4 バイトをゼロに設定する必要があります。

ISN バッファの詳細なレイアウトについては、「プログラミングの考慮事項」の「マルチフェッ
チ機能の使用（トランザクション制御）」を参照してください。
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ISN バッファ

ET コマンドの "M" オプションを使用している場合は、現在のトランザクションによってホール
ドされているレコードのサブセットを解放できます。解放するレコードは ISN バッファに指定
します。

ISN バッファの先頭 4 バイトは、ISN バッファに続く 8 バイト要素の数を指定します。この値が
0 の場合は、レコードがホールド状態から解放されることはありません。各 8 バイト要素は、
ホールド状態から解放されるレコードを指定します。各エントリの先頭 4 バイトにはファイル番
号が含まれ、次の 4 バイトには ISN が含まれています。ファイル番号と ISN はともに、符号な
し整数として指定する必要があります。

ファイル番号／ISN がこのユーザーに対してホールドされていない場合は、ISN バッファの処理
が無効なエントリで終了し、レスポンス 144 が返されます。コントロールブロックのアディショ
ン 2 フィールドは、無効なエントリのインデックスに設定されます（先頭エントリのインデック
スは 0）。コントロールブロックのファイル番号フィールドと ISN フィールドはそれぞれ、無効
なエントリのファイル番号と ISN に設定されます。

ISN バッファ長が ISN バッファに必要なスペースより小さい値に設定されている場合は、"M"
オプションが無視され、すべての ISN がホールド状態から解放され、レスポンス 53 が返されま
す。
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例

例 1：ユーザーデータなしの ET

コントロールブロック：

Command Code ET

Command Option 2 b (blank; no user data is to be stored)

例 2：ユーザーデータ付きの ET

コントロールブロック：

Command Code ET

Record Buffer Length 25 (25 bytes of user data to be stored)

Command Option 2 E (user data to be stored)

バッファエリア：

Record Buffer User Data For Transaction
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機能および使用

HI オプションは、レコードをホールド状態にするために使用します。つまり、他のユーザーに
対しレコードをロックします。詳細については、「概念および機能」の「競合更新、共有ロック
および階層ロック」を参照してください。このコマンドを使用して、レコードのロックモードを
共有から排他にアップグレードすることもできます。ユーザーがすでにレコードの排他的ロック
をホールドしている場合、ロックモードは変更されません。

ロックが別のコマンドでアップグレードされるか、ET または BT コマンドで解放されるか、ま
たは RI コマンドで解放またはダウングレードされるまで、レコードは要求されたロックモード
のままです。

ユーザーは、ホールドするレコードの ISN とそのファイル番号を指定します。

HI コマンドは、ホールド状態に置かれる ISN が存在するかどうかをチェックしません。

Adabas は、このコマンドが別のユーザーのロックによって妨げられていない場合にのみ、この
コマンドを実行します。レコードが使用可能でない場合、ユーザーは待機状態になり、レコード
が再び使用可能になると Adabas によって自動的に再アクティブ化されます。

RETURN オプション付 HI コマンドを発行し、かつホールドするレコードが現在利用できない
場合、Adabas はユーザーを待機状態にするのではなく、レスポンスコード 145 を返します。
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HI Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBISN

F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

–/–フォーマットバッファ
–/–レコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コマンドリファレンス216

HI コマンド（レコードのホールド）



コントロールブロック

コマンドコード
HI

File Number
ホールドするレコードを持つファイル番号。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN
ホールド状態にするレコードの ISN を示します。

コマンドオプション 1
このフィールドに R を指定すると、RETURN オプションを使用することを示します。削除
対象レコードが他のユーザーによってホールドされていると、そのレコードが使用可能にな
るまでユーザーは待ち状態にならずに、レスポンスコード 145 が返されます。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
レコードがまだ共有または排他的にロックされていない場合、このフィールドの「S」はレ
コードを共有ホールド状態にします。レコードは、ロックが排他的ロックにアップグレード
されるか、ET、BT、または RI コマンドでロックが再度解除されるまで、共有ホールド状態
のままになります。

このフィールドに空白またはバイナリの 0 があると、レコードは排他的ホールド状態になり
ます。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『メッセージおよびコードマニュアル』 を参照してください。

例

ファイル 2 の ISN 3 のレコードを排他的ホールド状態にします。レコードが使用可能になるまで
待機状態になります。
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コントロールブロック：

Command Code hi

File Number 2 (record to be held is in file 2)

ISN 3 (record with ISN 3 to be held)

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 3 b (exclusive lock)

ファイル 2 の ISN 4 のレコードを共有ホールド状態にします。レコードが排他的にロックされて
いるか、他のユーザーによる排他的ロックを待機している場合、Adabas はレスポンスコード
145 を返します。

コントロールブロック：

Command Code hi

File Number 2 (record to be held is in file 2)

ISN 4 (record with ISN 4 to be held)

Command Option 1 R (Return option used)

Command Option 3 S
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機能および使用

L1/L4 コマンドは、データストレージから 1 つのレコードを読み込むのに使用します。マルチ
フェッチ機能を使用して、単一の L1/L4 コマンドで複数のレコードを読むこともできます。

マルチフェッチ機能を使用しない

読みたいレコードの ISN とそのファイル番号を指定します。フォーマットバッファに読み込む
フィールドを指定すると、レコードバッファには、要求されたフィールド値が返されます。

GET NEXT オプションは、ISN リスト（Sx コマンドですでに作成済み）内の ISN で識別される
レコードを読むのに使用します。このとき、各 L1/L4 コールで読むレコードの ISN を指定する
必要はありません。ISN リストから ISN が選択され、ISN で識別されるレコードが読み込まれ
ます。ISN が存在しなくなった場合、その ISN はスキップされ、ISN リストの次の ISN が読み
込まれます。そのため、レスポンスコード 3（ISN リストの最後）を取得する前に読み込まれた
ISN の数は、対応する Sx コマンドの ISN 数よりも小さくなる場合があります。

READ ISN SEQUENCE(I) オプションは、ISN に識別されるレコードを読み込みます。指定した
ISN がファイルに存在しない場合は、次に大きな ISN のレコードが読み込まれて ISN フィール
ドに返されます。

L4 コマンドは、L1 コマンドと同じ機能を実行するのに加えて、レコードを共有または排他的
ホールド状態にします。つまり、他のユーザーに対してレコードをロックします。L4 コマンド
は、ユーザーがレコードを更新したい場合など、他のユーザーがレコードを更新できないように
する必要がある場合に使用します。詳細については、「概念および機能」の「競合更新、共有
ロック」を参照してください。ユーザーがすでにレコードの共有ロックを保持していて、排他的
ロックを要求した場合、ロックは排他的ロックモードにアップグレードされます。ユーザーが既
にレコードの排他的ロックを保持している場合、ロックモードは変更されません。

GET NEXT オプションが使用され、かつこのコマンド ID の前のコマンドがコマンドオプション
「Q」で発行され、かつその後にレコードの読み込みが共有ホールド状態から解放されていない
場合、このレコードの読み込みは、次の例外を除き、再び共有ホールド状態から解放されます。

■ 複数のコマンドシーケンスで、コマンドオプション "Q" を使用して同じレコードが読み込まれ
たとします。この状況では、これらのすべてのコマンドシーケンスで次のレコードが読み込ま
れた場合、または RC が実行された場合にのみ、レコードが解放されます。

■ 別のコマンドが同じレコードを排他的にロックしている場合、またはコマンドオプション "S"
を使用してレコードが共有ロックされている場合、レコードは解放されません。

マルチフェッチ機能の使用

L1/L4 コマンドはマルチフェッチ機能をサポートします。マルチフェッチ機能は、コマンドオプ
ション 1 フィールドの M または O のいずれかの値によって表します（詳細については、コマン
ドオプション 1 フィールドの説明参照）。L1/L4 コマンドのマルチフェッチ機能は、次のコマン
ドオプション 2 の値とともに使用する場合にのみ可能です。
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■ I（ISN 順読み込み）
■ N（FIND 後の get next）

マルチフェッチ機能を使用するときに 1 つの L1/L4 コールに返るレコードの最大数は、次の要因
によって制限されています。

■ ISN 下限フィールドを使用すると、返されるレコードの最大数を指定できるため、必要なレ
コード数が限られている場合に内部オーバーヘッドを低減することができます。

■ ISN 下限フィールドの値が 0 の場合、返されるレコードの数は ISN／マルチフェッチバッファ
およびレコードバッファのサイズによってのみ制限されます。

L1/L4 Procedure Flow
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L1/L4 Procedure Flow (continued)
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L1/L4 Procedure Flow (continued)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/ABISN

F/UBISN 下限
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/AISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B
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x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
L1/L4

コマンド ID
一連の L1/L4 コールを使用して複数のレコードを読み、各コールでフォーマットバッファに
同一フィールドを指定する場合は、｢コマンド ID｣は空白やゼロ以外の値にすべきです。これ
により、各 L1/L4 コールに要する処理時間を削減できます。

GET NEXT オプションを使用する場合は、ISN リスト作成時のコマンドIDをこのフィールド
に指定しなければなりません。GET NEXT オプションの使用時には、連続した L1/L4 コール
間でフォーマットバッファを変更しないでください。

1 レコードだけを読む場合、またはフォーマットバッファを L1/L4 コール間で変更する場合
は、このフィールドを空白またはバイナリのゼロにしておくべきです。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
にセットしないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド
ID の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには、16 進数 "FF" をセットしないでください。
File Number

読み込むレコードをもつファイルの番号。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レスポンスコード 3 は、読み込みエンド条件を示します（GET NEXT オプションまたは ISN
SEQUENCE オプションを使用の場合に限ります）。
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マルチフェッチ機能を使用中に最初のレコード処理時にエラーが発生すると、このフィール
ドにレスポンスコードが返ります。この場合、ISN バッファおよびレコードバッファの内容
は未定義です。

マルチフェッチ機能の処理ループ中に 2 番目以降の ISN でエラーが検出された場合、最初の
ゼロ以外のレスポンスコードによってマルチフェッチ処理が終了します。この場合、レスポ
ンスコードは、コントロールブロックのレスポンスコードフィールドではなく、ISN バッ
ファ自体の追加エントリとして格納されます。レスポンスコードの場所は 2 つ考えられるた
め、アプリケーションプログラムでは、一般的な内容のエラーについて最初にコントロール
ブロックのレスポンスコードフィールドをチェックし、次に各 ISN バッファエントリのレス
ポンスコードフィールドを個々にチェックしてください。

ISN
読み込むレコードの ISN。GET NEXT オプションを指定すると、このフィールドには次の規
則が適用されます。
■ Adabas は、このフィールドの設定にかかわらず、ISN リストに含まれている順序でリス
トから ISN を自動的に選択します。

■ リスト内の指定した ISN に位置付けたい場合は、S1/S4 コマンドを使用する必要がありま
す。詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「ISN リストの読み込み」を参照
してください。

READ ISN SEQUENCE オプションを使用すると、当フィールドに指定した ISN で識別され
るレコードが読み込まれます。ファイルにその ISN が存在しない場合は、次に大きいレコー
ドが読み込まれます。

GET NEXT オプションと READ ISN SEQUENCE オプションは併用できません。

このフィールドには読み込んだレコードの ISN が返されます。これは、どのオプションを使
用していても適用されます。

マルチフェッチ機能を使用すると、コントロールブロックに返される ISN は、返された最初
のレコードの ISN になります。

ISN 下限
マルチフェッチ機能を使用する場合、1 つの L1/L4 コマンドで読み込むレコードの最大数は
このフィールドに指定された値に限ります。値を 0 にすると、ISN バッファのサイズとレ
コードバッファのサイズによってのみレコード数が制限されます。

コマンドオプション「L」が使用され、かつフォーマットバッファに *-position のセグメン
トが含まれている場合、入力値にはセグメントの現在の位置が含まれています。値は、セグ
メントに対して指定された長さだけ増加します。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。
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レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファ長（バイト単位）を示します。ISN バッファの長さが 20 バイト未満の場合、マ
ルチフェッチ機能は無視され、Adabas レスポンス 53 が返されます。

このフィールドは、マルチフェッチ機能と組み合わせてのみ使用されます。
コマンドオプション 1

このフィールドに R を指定すると、RETURN オプションを使用することを示します。L4 コ
マンドを発行し、読み込んでホールドするレコードが現在他のユーザーにホールドされてい
る場合は、Adabas が、レコードが使用可能になるまでユーザーを待ち状態にしないでレス
ポンスコード 145 を返します。

このフィールドが M または O のときは、マルチフェッチ機能が呼び出されます。マルチ
フェッチ機能に関する詳細については、｢プログラミングの考察｣の「マルチフェッチ機能の
使用」を参照してください。マルチフェッチ機能は、コマンドオプション 2 フィールドに I
または N が設定されているときにだけ使用できます。

コマンドオプション 2
このフィールドに N を指定すると、GET NEXT オプションを使用することを示します。こ
のオプションは、ISN リスト中の ISN で識別されるレコードを読み込むのに使用され、各々
の L1/L4 コールで読むレコードの ISN を指定する必要はありません。コマンド ID フィール
ドに ISN リストを作成したときのコマンド ID を指定しなければなりません。ISN リスト内
の ISN をすべて選択すると、レスポンスコード 3 が返されます。

このフィールドに I を指定すると、READ ISN SEQUENCE オプションを使用することを示
します。Adabas は、ISN がファイルにある場合は、ISN フィールドに指定した ISN で識別
されるレコードを読み込みます。ISN がファイルにない場合は、次に大きな ISN を持つレ
コードが読み込まれます。指定 ISN がなく、より高い ISN もない場合は、レコードは読み込
まれず、レスポンスコード 3 が返されます。

このフィールドの「L」は、フォーマットバッファに *-position のセグメントが含まれてい
る場合にのみ使用できます。次に、ISN 下限フィールドが使用されて、*-position のセグメ
ントの現在の位置が判断されます。コマンドオプション「L」を指定しない場合、*-position
のあるセグメントの現在の位置は、フィールド値の最初の（左端の）バイトになります。
「L」オプションは、マルチフェッチ機能とともには使用できません。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
コマンドオプション 3 フィールドは、L4 コマンドにのみ関係します。

このフィールドの「C」は、コマンドがアクティブな間のみ、このレコードの共有ロックを
取得することを示します。レコードがすでにロックされている場合は、レコードはロックさ
れたままになります。このオプションを使用すると、ダーティリードが回避され、レコード
のコミット済みの状態のみが表示されます。
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このフィールドの "S" は、レコードが共有ホールド状態になることを示しています。現在の
トランザクションがコミットまたはバックアウトされたときにロックは再び解除されます。
コマンドがサブトランザクションに属している場合、現在のサブトランザクションがバック
アウトされたときにロックも解除されます。RI コマンドを使用してロックを解除することも
できます。

このフィールドの "Q" は、レコードが共有ホールド状態になることを示しています。この読
み込みシーケンスの次の順次読み込みコマンドの開始時か、「S」オプションを使用したレ
コードの読み込みを解放するイベントの発生時か、どちらかが先に発生したときに、ロック
が再び解放されます。「Q」オプションを使用した複数のコマンドによって同じレコードが
読み込まれた場合、これらのすべてのコマンドシーケンスで、次のレコードが読み込まれる
か、RC コマンドが発行されたときにのみレコードが解放されます。"S" オプションが指定さ
れた別のコマンドによって同じレコードが読み込まれた場合またはレコードが排他的にロッ
クされた場合は、コマンドシーケンスの次のレコードを読み込んでもレコードは解放されま
せん。「Q」オプションは、コマンドオプション 1 = ‘M’（マルチフェッチ機能）と組み合わ
せて指定することはできません。

このフィールドが空白のときは、レコードが排他的にロックされていることを示します。
アディション 2

コマンドが正しく実行され、かつ少なくとも 1 つの Adabas フィールドがフォーマットバッ
ファで要求されている場合、Adabas は、アクセスしたデータストレージレコードの圧縮レ
コード長を、このフィールドの先頭 2 バイトに返します。下位 2 バイトには、フォーマット
バッファで選択した非圧縮フィールドの長さがバイナリ形式で格納されます。マルチフェッ
チ機能を使用している場合、この情報は最初に読み込まれたレコードを示します。

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。

アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

先頭バイトが小文字の場合は、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目まで
が別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。
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先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

ユーザーはこのバッファの読み込むフィールドを指定します。フォーマットバッファの構文およ
び例については、「Adabas コール」の「フォーマットバッファとレコードバッファ」を参照し
てください。

レコードバッファ

このバッファには、要求されたフィールド値が返されます。すべての値は、ユーザーがフォー
マットバッファで標準とは異なる長さやフォーマットを要求しない限り、フィールドの標準フォー
マットと標準長で返されます。

マルチフェッチ機能を使用しているときは、レコードバッファに、複数のレコードから返される
データを含めることができます。レコードバッファは複数のエントリで構成され、それぞれのエ
ントリには、単一レコードからの要求フィールド値が格納されます。返されるエントリの数、お
よび各エントリの長さは、ISN バッファ内の対応するエントリに格納されます。

ISN バッファ／マルチフェッチバッファ

マルチフェッチ機能を ACB インターフェイスで使用すると、ISN バッファにはレコードバッファ
に返されるエントリの説明が格納されます。マルチフェッチ機能を ACBX インターフェイスで
使用する場合は、マルチフェッチバッファが代わりに使用されます。

各バッファの最初の 4 バイトは、そのバッファに続く 16 バイトのエントリ数を指定します。16
バイトの各エントリは、コードバッファに返されるエントリに対応し、次の符号なし整数値（各
4 バイト長）を含みます。

■ レコードバッファ内のエントリの長さ
■ レコードバッファ内のエントリのレスポンスコード（コントロールブロックのレスポンスコー
ドフィールドの値とは異なることがあります）
この値が 0 以外の場合、マルチフェッチ処理終了の原因となるエラーが発生したことを意味し
ます。この場合、レコードバッファに対応するエントリはありません。
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■ ISN
■ 未使用フィールド

その他の考慮事項

コマンドで指定したコマンド ID は、Adabas により内部的に保存され、使用されます。この ID
は、エンドオブファイル条件を満たすときか、RC または CL コマンドを発行するときか、また
は Adabas セッションが終了するときに、解放されます。同じコマンド ID は、解放されるまで
他の読み込みシーケンシャルコマンドでは使用できません。

グローバルトランザクションの終了時には、コマンド ID は解放されません。

例

注意: ここで記述する例はすべて、付録 A の Adabas ファイル定義を使用しています。

例 1：単一レコードを読み込む

ファイル 1 の ISN 4 を読み込みます。フィールド AA と AB の値が返されます。

コントロールブロック：

Command Code L1

Command ID bbbb (only 1 record is to be read)

File Number 1

ISN 4
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Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 10 (or larger)

Command Option 2 b (Get Next or Read ISN Seq. options not
used)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer AA,AB.

例 2：ISN バッファの FIND コマンドで返された ISN リストから、ISN を含むレコードを読
み込む

FIND コマンドですでに ISN がわかっているレコードの集合をファイル 2 から読みます。フィー
ルド RA および XB の値を返します。ただし、フィールド XB の値は、長さ 3、フォーマット U
で返すものとします。

コントロールブロック：

Command Code L1

Command ID ABCD (a non-blank CID is recommended for
a series of reads in which the same
fields are being read in each record).

File Number 2

ISN n (ISNs are taken from the ISN list
created by the Find command).
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Format Buffer Length 10 (or larger)

Record Buffer Length 11 (or larger)

Command Option 2 b (Get Next or Read ISN Seq. options not
used)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RA,XB,3,U.

注意: n は、FIND コマンドで作成された ISN リストからの ISN を示します。ISN リスト
の各 ISN に対して L1 コールを繰り返します。

例 2a：GET NEXT オプションを使用して一組のレコードを読み込む

例 2 の記述にある条件は、GET NEXT オプションを使用して解決することもできます。

コントロールブロック：

Command Code L1

Command ID ABCD (CID of ISN list to be used)

File Number 2

ISN 0 (the entire ISN list is to be selected
starting with the first ISN in the list)
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Format Buffer Length 10 (or larger)

Record Buffer Length 11 (or larger)

Command Option 2 N (Get Next option to be used)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

Additions 5 APL3FB01 (a global format buffer ID is
recommended for series of reads in
which the same fields are read in each
record for several users using the same
application)

バッファエリア：

Format Buffer RA,XB,3,U.

ISN リストの各 ISN に対して L1 コールを繰り返します。L1 コール間でコントロールブロック
の内容を変更する必要はありません。ISN リスト内の ISN をすべて選択すると、レスポンスコー
ド 3 が返されます。

例 3：読み込んでホールド

ファイル 2 の ISN 5 を読み込み、更新のためホールドします。フィールド XC および XD の値を
返します。

コントロールブロック：

Command Code L4 (Read With Hold)

Command ID bbbb (only 1 record to be read)
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File Number 2

ISN 5

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 14 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 b (Get Next or Read ISN Seq. options not
used)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer XC,XD.

例 4：READ ISN SEQUENCE オプションを使用して読み込む

ファイル 1 を READ ISN SEQUENCE オプションを使って読みます。フィールド AA、AB、お
よび AC の値が返されます。

コントロールブロック：

Command Code L1

Command ID BCDE (non–blank CID is recommended when a
series of records for which the same
fields are to be returned is to be read)
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File Number 1

ISN 1 (If ISN 1 is not present, the record
with the next higher ISN will be read)

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 30 (or larger)

Command Option 2 I (Read ISN Sequence option is invoked)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer GA,AC.

コントロールブロックの ISN フィールドには、読み込んだレコードの ISN が返されます。ISN
フィールドに 1 を加え、L1 コマンドをくり返すと、次に大きい ISN のレコードを読むことがで
きます。

例 5：マルチプルバリューフィールドおよびピリオディックグループを読み込む

ファイル 1 の ISN 2 のレコードを読み込みます。フィールド AA の値、マルチプルバリューフィー
ルド MF のすべての値、およびピリオディックグループ GB の全オカレンスが返されます。

1. MF に存在する値の個数、および GB の最高オカレンスカウントを得るために L1 コールを出
します。

コントロールブロック：

Command Code L1
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Command ID bbbb (only 1 record is to be read)

File Number 1

ISN 2

Format Buffer Length 8 (or larger)

Record Buffer Length 2 (or larger)

Command Option 2 b (Get Next or Read ISN Seq. option not
used)

バッファエリア：

Format Buffer MFC,GBC.

2. 上述の L1 コールの結果、レコードは MF の値の数が 4、GB のオカレンスが 6 個であったと
します。この場合、以下のフォーマットバッファを使って L1 コールをくり返します。

AA,MF1-4,GB1-6

どちらのコールでも、フォーマットバッファおよびレコードバッファの長さは全エントリお
よび値を収容できるだけの充分な長さでなければなりません。

一連のレコードを読むのにこの手順を使うときは、ステップ 1 では空白でないコマンド ID を用
い、ステップ 2 では空白のコマンド ID を使うべきです。フォーマットバッファの内容がステッ
プ 2 を呼び出すごとに変わる可能性があるためです。

例 5 の別解として、値／オカレンスの数が小さい（6 より少）レコードが大部分を占めるとき
は、以下のような場合に効率が良くなります。

1. MF および GB の数の他に、MF と GB の値とオカレンスの予想数、それにフィールド AA を
指定し、L1 コールを行います。

MF の値の予想個数を 2、GB のオカレンスの予想個数を 3 とすると、ステップ 1 ではフォー
マットバッファは次のようになります。

AA,MFC,GBC,MF1-2,GB1-3

コマンドリファレンス236

L1/L4 コマンド（レコード読み込み）



この指定で、90% のレコードからすべての値／オカレンスが取り出せる場合には、一般的に
効率が最高となります。

2. 返された MF の個数が 2 を超えている、または GB の個数が 3 を超えている場合、不足の値
／オカレンスを得るには、前述のステップ 2 のフォーマットバッファを使用しなければなり
ません。それ以外の場合、2 回目のコールは必要ありません。

例 6：LOB 値の読み込み

ISN 6 のレコードの LOB フィールド L1 が読み込まれます。LOB 値に 1,000,000 バイトの領域を
定義したとします。LOB 値は次のコマンドで読み込むことができます。

コントロールブロック（ACBX）：

Command Code L1

Command ID EFGH

File Number 2

ISN 6

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 b (Get Next or Read ISN Seq. options not used)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer 1 L1L.
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Record Buffer 1 Length 4

Format Buffer 2 L1,*.

Record Buffer 2 Length 1000000

LOB 値が 1,000,000 バイトを超える場合は、LOB 値に十分な大きさの新しいメモリ領域を割り当
て、レコードバッファ 2 の長さを新しい値に設定して、コールを繰り返すことができます。

例 7：LOB 値の段階的な読み込み

フォーマットと ISN バッファなしのコマンド ID 「ABCD」を持つ S1 コマンドによって、以前
に一連のレコードが見つかりました。

LOB フィールド L1 は、1,000,000 バイトのセグメントで段階的に読み込まれます。レコードの
最初のコールでは、Get Next オプションを使用して ISN リストの次のレコードをフェッチし、
LOB 値の最初のセグメントを読み込みます。

コントロールブロック（ACBX）：

Command Code L4 (read with hold)

Command ID ABCD

File Number 2

ISN unchanged from S1 command

ISN Lower Limit 0

Command Option 1 b (Return option not used)
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Command Option 2 N (Get Next option)

Command Option 3 Q (Shared hold until next record read)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer 1 L1L.

Record Buffer 1 Length 4

Format Buffer 2 L1(*,1000000).

Record Buffer 2 Length 1000000

LOB フィールドの長さが 1.000.000 を超える場合は、次のコマンドを使用して LOB 値の次のセ
グメントを読み込むことができます。

コントロールブロック（ACBX）：

Command Code L1

Command ID ABCD

File Number 2

ISN unchanged from L4 command
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ISN Lower Limit unchanged from previous call

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 L (*-position determined by ISN Lower Limit)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer 1 L1L.

Record Buffer 1 Length 4

Format Buffer 2 L1(*,1000000).

Record Buffer 2 Length 1000000

LOB 値全体を読み込むには、LOB 長で示される回数か、レスポンスコード 3 が得られるまで、
コール間の ISN 下限を変更せずに、この L1 コールを繰り返す必要があります。

例 7a：LOB 値およびその他のフィールドの段階的な読み込み

前の例で追加のフィールドを読み込む場合は、これらの他のフィールドを複数回読み込むことに
なりますが、これは本来不要な動作です。このような場合に、LOB 以外のフィールドには L4 コ
マンド用のフォーマットバッファ、LOB フィールドセグメントには L1 コマンド用のフォーマッ
トバッファのように、異なるフォーマットバッファを使いわけることができます。

コントロールブロック（ACBX）：

Command Code L4 (Read with Hold)
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Command ID ABCD

File Number 2

ISN unchanged from S1 command

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 N (Get Next option)

Command Option 3 Q (Shared hold until next record read)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer 1 L1L,RG.

Record Buffer 1 Length 53 (or larger)

LOB フィールドは、次のコマンドを使用して、1.000.000 バイトのセグメントで段階的に読み込
まれます。

コントロールブロック（ACBX）：

Command Code L1

Command ID EFGH
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File Number 2

ISN unchanged from L4 command

ISN Lower Limit 0

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 L (*-position determined by ISN Lower Limit)

Additions 3 Password (file is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer 1 L1L,(*,1000000).

Record Buffer 1 Length 1000000 (or larger)

LOB 値全体を読み込むには、LOB 長で示される回数か、レスポンスコード 3 が得られるまで、
コール間の ISN 下限を変更せずに、この L1 コールを繰り返す必要があります。
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機能および使用

L2 コマンドは、データストレージに物理順に格納されたレコードセットからレコードを読み込
むのに使用します。マルチフェッチ機能を使用することによって、単一の L2/L5 コマンドで複数
のレコードを読むこともできます。

マルチフェッチ機能を使用しない

L2 コマンドでは、論理順にレコードを読み込むことはできません（レコードが初めから特別な
論理的順序でロードされ、この順序を変更するようなファイル更新が行われていない場合は、そ
の限りではありません）。

L2 コマンドは、アソシエータをアクセスする必要はない（L3 コマンドは必要）ので、最適ス
ピードでファイル全体を読み込むのに使用できます。全物理ブロックが順番に読み込まれます。

ユーザーは、読み込むファイルと、値を取得する各レコード内のフィールドを指定します。その
フィールドをフォーマットバッファに指定します。レコードバッファには、要求されたフィール
ド値が返されます。

L5 コマンドは、L2 コマンドと同じ機能を実行するのに加えて、レコードを共有または排他的
ホールド状態にします。つまり、他のユーザーに対してレコードをロックします。L5 コマンド
は、ユーザーがレコードを更新したい場合など、他のユーザーがレコードを更新できないように
する必要がある場合に使用します。詳細については、「概念および機能」の「競合更新、共有
ロックおよび階層ロック」を参照してください。ユーザーがすでにレコードの共有ロックを保持
していて、排他的ロックを要求した場合、ロックは排他的ロックモードにアップグレードされま
す。ユーザーが既にレコードの排他的ロックを保持している場合、ロックモードは変更されませ
ん。

このコマンド ID の前のコマンドが、「Q」オプションで発行され、かつその後にレコードの読
み込みが共有ホールド状態から解放されていない場合、このレコードの読み込みは、次の例外を
除き、再び共有ホールド状態から解放されます。

■ 複数のコマンドシーケンスでコマンドオプション "Q" を使用して同じレコードが読み込まれた
場合、これらのすべてのコマンドシーケンスのために次のレコードが読み込まれた場合または
RC が実行された場合のみレコードが解放されます。

■ 別のコマンドが同じレコードを排他的にロックしている場合、またはコマンドオプション "S"
を使用してレコードが共有ロックされている場合、レコードは解放されません。

マルチフェッチ機能の使用

L2/L5 コマンドはマルチフェッチ機能をサポートします。マルチフェッチ機能は、コマンドオプ
ション 1 フィールドの M または O のいずれかの値によって表します（詳細については、コマン
ドオプション 1 フィールドの説明参照）。
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マルチフェッチ機能を使用するときは、1 つの L2/L5 コールに返されるレコードの最大数が、次
の要因によって制限されています。

■ ISN 下限フィールドを使用すると、返されるレコードの最大数を指定できるため、必要なレ
コード数が限られている場合に内部オーバーヘッドを低減することができます。

■ ISN 下限フィールドの値が 0 の場合は、返されるレコードの数が ISN／マルチフェッチバッ
ファおよびレコードバッファのサイズによってのみ制限されます。

L2/L5 Command, Procedure Flow
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L2/L5 Procedure Flow (continued)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/ABISN

F/UBISN 下限
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/AISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
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ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
L2/L5

コマンド ID
このフィールドには、空白以外でゼロ以外の値を指定する必要があります。このフィールド
は、Adabas が正しい物理順でレコードを返し、フォーマットバッファを繰り返し解釈する
のを避けるために使用されます。この値は、ファイルの順次読み込み処理中は変更しないで
ください。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
に設定しないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには、16 進数 "FF" をセットしないでください。
File Number

読み込むファイルの番号です。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レスポンスコード 3 は、エンドオブファイル条件に合ったことを示します。他にレスポンス
コード 17、18、21、23、145 が返される可能性があります。

マルチフェッチ機能を使用しているとき、先頭レコードの処理前または処理中にエラーが発
生した場合は、このフィールドにレスポンスコードが返されます。この場合、ISN バッファ
およびレコードバッファの内容は未定義です。

マルチフェッチ機能の処理ループ中に 2 番目以降の ISN でエラーが検出された場合、最初の
ゼロ以外のレスポンスコードによってマルチフェッチ処理が終了します。この場合、レスポ
ンスコードは、コントロールブロックのレスポンスコードフィールドではなく、ISN バッ
ファ自体の追加エントリとして格納されます。レスポンスコードの場所は 2 つ考えられるた
め、アプリケーションプログラムでは、一般的な内容のエラーについて最初にコントロール
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ブロックのレスポンスコードフィールドをチェックし、次に各 ISN バッファエントリのレス
ポンスコードフィールドを個々にチェックしてください。

ISN
このフィールドを最初の L2/L5 コールの前にゼロにセットすると、ファイルの第 1 物理ブ
ロック内の第 1 レコードから順次読み込みが開始されます。

このフィールドを最初の L2/L5 コールの前に ISN 値に設定すると、指定された ISN のレコー
ドに対して物理的に直後にあるレコードから順次読み込みが開始されます。指定 ISN はファ
イル中に存在しなければなりません。存在しないと、レスポンスコード 23 が返ります。

ユーザーは、このフィールドを初めの L2/L5 コール後に修正する必要はありません。

このフィールドには読み込んだレコードの ISN が返されます。

マルチフェッチ機能を使用すると、コントロールブロックに返される ISN は、読み込まれる
最初のレコードの ISN になります。

ISN 下限
マルチフェッチ機能を使用する場合は、このフィールドを使用して、返されるレコードの数
を制限します。このフィールドをゼロに設定した場合、返されるレコードの最大数は、レ
コードバッファや ISN バッファのサイズによって異なります。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファ長（バイト単位）を示します。ISN バッファの長さが 20 バイト未満の場合は、
マルチフェッチ機能が無視されます。

このフィールドは、マルチフェッチ機能と組み合わせてのみ使用されます。
コマンドオプション 1

このフィールドに R を指定すると、RETURN オプションを使用することを示します。L5 コ
マンドを発行し、読み込んでホールドするレコードが現在他のユーザーにホールドされてい
る場合は、Adabas が、レコードが使用可能になるまでユーザーを待ち状態にしないでレス
ポンスコード 145 を返します。

このフィールドに M を指定すると、マルチフェッチ機能を呼び出します。マルチフェッチ
機能に関する詳細については、｢プログラミングの考察｣の「マルチフェッチ機能の使用」を
参照してください。

マルチフェッチ機能に RETURN オプションが必要な場合は、M の代わりに O を指定しま
す。
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コマンドオプション 3（ACBX のみ）
コマンドオプション 3 は、L5 コマンドにのみ関係します。

このフィールドの "C" は、コマンドがアクティブな間のみこのレコードの共有ロックか取得
されることを示しています。レコードが事前に既にロックされている場合は、レコードは
ロックされたままになります。このオプションを使用すると、ダーティリードが回避され、
レコードのコミット済みの状態のみが表示されます。

このフィールドの "S" は、レコードが共有ホールド状態になることを示しています。現在の
トランザクションがコミットまたはバックアウトされたときにロックは再び解除されます。
コマンドがサブトランザクションに属している場合、現在のサブトランザクションがバック
アウトされたときにロックも解除されます。RI コマンドを使用してロックを解除することも
できます。

このフィールドの "Q" は、レコードが共有ホールド状態になることを示しています。この読
み込みシーケンスの次の順次読み込みコマンドの開始時か、"S" オプションを使用したレコー
ドの読み込みを解放するイベントの発生時か、どちらかが先に発生したときに、ロックが再
び解放されます。"Q" オプションを使用した複数のコマンドによって同じレコードが読み込
まれた場合、これらのすべてのコマンドシーケンスに対して、次のレコードが読み込まれる
か、RC コマンドが発行されたときにのみレコードが解放されます。"S" オプションが指定さ
れた別のコマンドによって同じレコードが読み込まれた場合またはレコードが排他的にロッ
クされた場合は、コマンドシーケンスの次のレコードを読み込んでもレコードは解放されま
せん。"Q" オプションは、コマンドオプション 1 = ‘M’（マルチフェッチ機能）と組み合わせ
て指定することはできません。

このフィールドが空白のときは、レコードが排他的にロックされていることを示します。
アディション 2

コマンドが正しく実行され、かつ少なくとも 1 つの Adabas フィールドがフォーマットバッ
ファで要求されている場合、Adabas は、アクセスしたデータストレージレコードの圧縮レ
コード長を、このフィールドの先頭 2 バイトにバイナリ形式で返します。下位 2 バイトに
は、フォーマットバッファで選択した非圧縮フィールドの長さがバイナリ形式で格納されま
す。マルチフェッチ機能を使用している場合、この情報は最初に読み込まれたレコードを示
します。

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。
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アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。

アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

先頭バイトが小文字の場合は、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目まで
が別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。

先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

このバッファには、値を取得するフィールドを指定します。フォーマットバッファの構文および
例については、「Adabas の呼び出し」の「フォーマットバッファとレコードバッファ」を参照
してください。

フォーマットバッファは、最初の L2/L5 コマンドを発行した後には変更できません。

レコードバッファ

このバッファには、要求されたフィールド値が返されます。全フィールド値は、特にフォーマッ
トバッファに別な長さやフォーマットを指定している場合を除いて、各フィールドの標準長およ
び標準フォーマットに従ってフィールド値が返されます。

マルチフェッチ機能を使用しているときは、レコードバッファに、複数のレコードから返される
データを含めることができます。レコードバッファは複数のエントリで構成され、それぞれのエ
ントリには、単一レコードからの要求フィールド値が格納されます。返されるエントリの数、お
よび各エントリの長さは、ISN バッファ内の対応するエントリに格納されます。
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ISN バッファ／マルチフェッチバッファ

マルチフェッチ機能を ACB インターフェイスで使用すると、ISN バッファにはレコードバッファ
に返されるエントリの説明が格納されます。マルチフェッチ機能を ACBX インターフェイスで
使用する場合は、マルチフェッチバッファが代わりに使用されます。

各バッファの最初の 4 バイトは、そのバッファに続く 16 バイトのエントリ数を指定します。各
16 バイトのエントリはレコードバッファに返されたエントリと対応し、次の符号なし整数の値
（各 4 バイト長）を含みます。

■ レコードバッファ内のエントリの長さ
■ レコードバッファのエントリに対するレスポンスコード（コントロールブロックのレスポンス
コードフィールドの値と異なることがある）
この値が 0 以外の場合は、マルチフェッチ処理を終了させるエラーが発生したことを意味しま
す。この場合、レコードバッファに対応するエントリはありません。

■ ISN
■ 未使用フィールド

その他の考慮事項

L2/L5 コマンドを使用する場合は、以下の事項も考慮しなければなりません。

1. L2/L5 コマンドで指定したコマンド ID は、Adabas により内部的に保存され、使用されます。
この ID は、エンドオブファイル条件が検出されるか、RC コマンドか CL コマンドが発行さ
れるか、Adabas セッションが終了したときに解放されます。同じコマンド ID は、解放され
るまで他の読み込みシーケンシャルコマンドでは使用できません。

コマンド ID はグローバルトランザクション終了時に解放されません（詳細については、『管
理マニュアル』を参照してください）。

2. ユーザーは L2/L5 コマンドで読み込んだレコードを更新または削除することができます。
Adabas は、ユーザーに返すべき次のレコードについての情報を保持しており、このユーザー
がその間レコード更新または削除を行っても、正確に次のレコードを返すことができます。
ただし、いずれかのファイルの順次読み込み中に同一レコードを重複して受け取る可能性が
あります。

3. L2/L5 コマンドで読み込まれたファイルを他のユーザーが更新しようとした場合、または L2/L5
コマンドを実行しているユーザーが、現在 L2/L5 コマンドで読み込まれているレコード以外
のファイル内のレコードを更新または削除しようとした場合、L2/L5 コマンドで読み込んでい
るユーザーがファイル内の一部のレコードを取得できない、または 1 つのレコードを複数回
取得する可能性があります。
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例

例 1：

ファイル 2 を物理順に読み込みます。各レコードの全フィールド値が返されます。

コントロールブロック：

Command Code L2

Command ID EXL2 (non blank CID required)

File Number 2

ISN 0 (all records are to be read)

Format Buffer Length 3 (or larger)

Record Buffer Length 49 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RG.

L2 コールを繰り返して各レコードを取得します。ISN フィールドをコール間で修正する必要は
ありません。

例 2：

ファイル 2 を物理順に読み込みます。フィールド RA、XA、および XB（3 バイトのアンパック）
の値を返します。読み込んだ各レコードは、更新のためホールド状態になります。
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コントロールブロック：

Command Code L5

Command ID EXL5 (non blank CID is required)

File Number 2

ISN 0 (all records are to be read)

Format Buffer Length 13 (or larger)

Record Buffer Length 21 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RA,XA,XB,3,U.

L5 コールを繰り返して各レコードを取得します。ISN フィールドを L5 コール間で修正する必要
はありません。

ホールドした各レコードは、ET コマンド（ET ロジックユーザーの場合）または BT、RI コマン
ド（非 ET ロジックユーザーの場合）によって解放すべきです。
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機能および使用

L3/L6 コマンドは、指定ディスクリプタの値の昇順に従ってレコードを論理順に格納されている
レコードの集合から読み込むために使用します。マルチフェッチ機能を使用すると、1 つの L3/L6
コマンドで複数のレコードも読み込めます。

マルチフェッチ機能を使用しない

読みたいファイル、読み込む順序を制御するディスクリプタ（フォネティックディスクリプタは
使用できません）、および読みたい値に対する各レコード内のフィールドを指定します。レコー
ドバッファには、要求されたフィールド値が返されます。

オプションとして、値の開始値、終了値、またはその範囲を指定できます。さらに、順次読み込
み中にある値に位置付けることにより、ユーザーは各レコードを読む必要はなく、ファイルを通
して特定レコードを拾い読みできます。

L6 コマンドは、L3 コマンドと同じ機能を実行するのに加えて、レコードを共有または排他的
ホールド状態にします。つまり、他のユーザーに対してレコードをロックします。L6 コマンド
は、ユーザーがレコードを更新したい場合など、他のユーザーがレコードを更新できないように
する必要がある場合に使用します。詳細については、「概念および機能」の「競合更新、共有
ロックおよび階層ロック」を参照してください。ユーザーがすでにレコードの共有ロックをホー
ルドしている場合に、排他的ロックを要求すると、ロックは排他的ロックモードにアップグレー
ドされます。ユーザーが既にレコードの排他的ロックを保持している場合、ロックモードは変更
されません。

このコマンド ID の前のコマンドが、「Q」オプションで発行され、かつその後にレコードの読
み込みが共有ホールド状態から解放されていない場合、このレコードの読み込みは、次の例外を
除き、再び共有ホールド状態から解放されます。

■ 複数のコマンドシーケンスでコマンドオプション "Q" を使用して同じレコードが読み込まれた
場合、これらのすべてのコマンドシーケンスのために次のレコードが読み込まれた場合または
RC が実行された場合のみレコードが解放されます。

■ 別のコマンドが同じレコードを排他的にロックしている場合、またはコマンドオプション "S"
を使用してレコードが共有ロックされている場合、レコードは解放されません。

マルチフェッチ機能の使用

L3/L6 コマンドはマルチフェッチ機能をサポートします。マルチフェッチ機能は、コマンドオプ
ション 1 フィールドの M または O のいずれかの値によって表します（詳細については、コマン
ドオプション 1 フィールドの説明参照）。

マルチフェッチ機能を使用するときは、1 つの L3/L6 コールに返されるレコードの最大数が、次
の要因によって制限されています。
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■ ISN 下限フィールドを使用すると、返されるレコードの最大数を指定できるため、必要なレ
コード数が限られている場合に内部オーバーヘッドを低減することができます。

■ ISN 下限フィールドの値が 0 の場合は、返されるレコードの数が ISN／マルチフェッチバッ
ファおよびレコードバッファのサイズによってのみ制限されます。
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L3/L6 Command, Procedure Flow (without Multifetch Feature)
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L3/L6 Command, Procedure Flow (continued (without Multifetch Feature)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/ABISN

F/UBISN 下限
-/ABISN 数
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
V F/UBサーチバッファ長（ACB のみ）
V F/UBバリューバッファ長（ACB のみ）
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
F/AAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
V F/Uサーチバッファ
V F/Uバリューバッファ
–/AISN バッファ

フォーマット：

英数字A
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2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
V開始値、終了値、または値の範囲が指定されているときに必要
–使用しない

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
L3/L6

コマンド ID
順次読み込み処理が必要な場合、このフィールドには、空白以外でゼロ以外の値を指定する
必要があります。この値は、Adabas が正しい順序でレコードを返し、フォーマットバッファ
を繰り返し解釈するのを避けるために使用されます。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
に設定しないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには 16 進数 FF をセットできません。

このフィールドは、ファイルの順次読み込み中に修正しないでください。

1 レコードだけ読む場合は、このフィールドを空白またはバイナリのゼロにセットできます。
File Number

読み込むファイルの番号です。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レスポンスコード 3 は、指定したディスクリプタのすべてのエントリが処理されたこと、ま
たは終了ディスクリプタ値条件が真になったことを示します。
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マルチフェッチ機能を使用しているとき、先頭レコードの処理前または処理中にエラーが発
生した場合は、このフィールドにレスポンスコードが返されます。この場合、ISN バッファ
およびレコードバッファの内容は未定義です。

マルチフェッチ機能の処理ループ中に 2 番目以降の ISN でエラーが検出された場合、最初の
ゼロ以外のレスポンスコードによってマルチフェッチ処理が終了します。この場合、レスポ
ンスコードは、コントロールブロックのレスポンスコードフィールドではなく、ISN バッ
ファ自体の追加エントリとして格納されます。レスポンスコードの場所は 2 つ考えられるた
め、アプリケーションプログラムでは、一般的な内容のエラーについて最初にコントロール
ブロックのレスポンスコードフィールドをチェックし、次に各 ISN バッファエントリのレス
ポンスコードフィールドを個々にチェックしてください。

ISN
このフィールドは、バリューバッファに指定した開始ディスクリプタ値とともに、最初の
L3/L6 コールの開始位置を決定するのに使用します。この場合、複数レコードが（ディスク
リプタ値エントリに一致する）同一のディスクリプタ値を持つことができ、値の位置付けが
行われます。詳細については、例 5（VALUE START オプションまたは再位置決めオプショ
ンの使用例）を参照してください。

このフィールドに 0 を指定すると、開始ディスクリプタ値エントリと一致している範囲内の
最小 ISN から読み込みを始めます。

このフィールドに 0 以外を指定すると、開始ディスクリプタ値エントリと一致している範囲
内の、コントロールブロックに指定された ISN より次に大きい ISN から読み込みを始めま
す。開始ディスクリプタ値と一致する ISN の範囲内に次に大きい ISN が存在しない場合は、
現在の位置が、次のディスクリプタ値とその最小 ISN（昇順）、または前のディスクリプタ
値とその最大 ISN（降順）に移動します。

開始ディスクリプタ値と一致するものがない場合、またはサーチバッファに GT（昇順）ま
たは LT（降順）比較演算子が指定されている場合、このフィールドは無視されます。

このフィールドには読み込んだレコードの ISN が返されます。

マルチフェッチ機能を使用すると、読み込む最初のレコードは上記のとおりに決められま
す。この L3/L6 コマンドで読み込む他のレコードの ISN は、使用中の論理順に従って続きま
す。

ISN 下限
マルチフェッチ機能を使用すると、1 つの L3/L6 コマンドで読み込むレコードの最大数を、
このフィールドに指定したレコード数に制限します。値を 0 にすると、ISN バッファのサイ
ズとレコードバッファのサイズによってのみレコード数が制限されます。

ISN 数
求める値のディスクリプタがピリオディックグループのフィールドである場合は、Adabas
が、このフィールドに存在する戻り値のオカレンス数を返します。マルチフェッチ機能を使
用する場合は、このフィールドが、返される最初のレコードになります。
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フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

サーチバッファ長（ACB のみ）
開始値、終了値、または範囲値が指定された場合のサーチバッファ長（バイト数）を示しま
す。

バリューバッファに値が指定されていないと、サーチバッファ長は無視されます。
バリューバッファ長（ACB のみ）

開始値、終了値、または範囲値が指定された場合のバリューバッファ長（バイト数）を示し
ます。

サーチバッファが指定されない場合、バリューバッファ長は無視されます。
ISN バッファ長（ACB のみ）

ISN バッファ長（バイト単位）。マルチフェッチ機能を使用するときは必ず指定しなければ
なりません。長さの計算方法については、ISN バッファの説明を参照してください。

マルチフェッチ機能を使用するときは、レコードバッファに複数のレコードを入れることが
できます。返されるレコード数および各レコードの長さは、ISN バッファの対応している 1
エントリに格納されます。

コマンドオプション 1
このフィールドに R を指定すると、RETURN オプションを使用することを示します。L6 コ
マンドが発行され、読んでホールドするレコードが現在他のユーザーにホールドされている
場合は、レコードが使用可能になるまでユーザーを待ち状態にする代わりに、Adabas がレ
スポンスコード 145 を返します。

このフィールドが M のときは、マルチフェッチ機能が呼び出されます。

マルチフェッチ機能に RETURN オプションが必要な場合は、M の代わりに O を指定しま
す。

コマンドオプション 2
指定したディスクリプタのエントリが処理される順を指定します。

このフィールドが A のときは、ディスクリプタ値が昇順で読まれることを示します。必要に
応じて開始値、終了値、または範囲値を指定できます。サーチバッファかバリューバッファ
を省略すると、指定のディスクリプタのすべてのエントリが処理されます。

このフィールドが V のときは、ディスクリプタ値が開始値を使用して昇順で読まれることを
示します。サーチバッファおよびバリューバッファは指定しなければなりません。
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このフィールドが D のときは、ディスクリプタ値が降順で読まれることを示します。必要に
応じて開始値、終了値、または範囲値を指定できます。サーチバッファかバリューバッファ
を省略すると、指定のディスクリプタのすべてのエントリが処理されます。

このフィールドが空白か上記以外の値のときは、すべてのディスクリプタ値が昇順で処理さ
れることを示します。サーチバッファおよびバリューバッファは指定しても無視されます。

アプリケーションを新規に作成するときは、このフィールドを A にすることを強くお勧めし
ます。V は上位互換性を保証するためにサポートしています。

値に A または D を使用すると、コマンドオプション 2 フィールドの内容を変更するだけで
処理を逆順にすることができます。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
コマンドオプション 3 は、L6 コマンドにのみ関係します。

このフィールドの "C" は、コマンドがアクティブな間のみこのレコードの共有ロックか取得
されることを示しています。レコードが事前に既にロックされている場合は、レコードは
ロックされたままになります。このオプションを使用すると、ダーティリードが回避され、
レコードのコミット済みの状態のみが表示されます。

このフィールドの "S" は、レコードが共有ホールド状態になることを示しています。現在の
トランザクションがコミットまたはバックアウトされたときにロックは再び解除されます。
コマンドがサブトランザクションに属している場合、現在のサブトランザクションがバック
アウトされたときにロックも解除されます。RI コマンドを使用してロックを解除することも
できます。

このフィールドの "Q" は、レコードが共有ホールド状態になることを示しています。この読
み込みシーケンスの次の順次読み込みコマンドの開始時か、"S" オプションを使用したレコー
ドの読み込みを解放するイベントの発生時か、どちらかが先に発生したときに、ロックが再
び解放されます。"Q" オプションを使用した複数のコマンドによって同じレコードが読み込
まれた場合、これらのすべてのコマンドシーケンスに対して、次のレコードが読み込まれる
か、RC コマンドが発行されたときにのみレコードが解放されます。"S" オプションが指定さ
れた別のコマンドによって同じレコードが読み込まれた場合またはレコードが排他的にロッ
クされた場合は、コマンドシーケンスの次のレコードを読み込んでもレコードは解放されま
せん。"Q" オプションは、コマンドオプション 1 = ‘M’（マルチフェッチ機能）と組み合わせ
て指定することはできません。

このフィールドが空白のときは、レコードが排他的にロックされていることを示します。
アディション 1

このフィールドには読み込み順序の制御に使用するディスクリプタを指定する必要がありま
す。ディスクリプタ名は、このフィールドの先頭 2 桁に指定します。1 回目の L3 コール時に
は、残りの桁を空白にしなければなりません。

フォネティックディスクリプタは指定しないでください。
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マルチプルバリューフィールドのディスクリプタは指定できます。その場合、ファイルの順
次読み込み中に同一レコードを何回も（あるレコード内の異なる値ごとにつき 1 回）読むこ
とが発生する可能性があります。

指定のディスクリプタが空値省略（NU または NC）オプションで定義されている場合は、
ディスクリプタが空値のレコードは読まれません。

サーチバッファを指定する場合は、サーチバッファ内のディスクリプタがアディション 1
フィールドに指定したディスクリプタと同一でなければなりません。

このフィールドは、各 L3/L6 コール間で変更しないでください。この規則の例外は、順次読
み込み処理中にユーザーが特定の値に再配置する場合です。このフィールドの最後の 6 つの
位置を空白に設定すると、現在の検索およびバリューバッファに従って、開始値と終了値が
新しい設定になります。

レスポンス 3 が返る場合は、Adabas が、このフィールドの最後の 6 バイトを空白に設定し
ます。

アディション 2
コマンドが正しく実行され、かつ少なくとも 1 つの Adabas フィールドがフォーマットバッ
ファで要求されている場合、Adabas は、アクセスしたデータストレージレコードの圧縮レ
コード長を、このフィールドの先頭 2 バイトに返します。下位 2 バイトには、フォーマット
バッファで選択した非圧縮フィールドの長さがバイナリ形式で格納されます。マルチフェッ
チ機能を使用している場合、この情報は最初に読み込まれたレコードを示します。

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。

アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

この 1 バイト目が小文字であると、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目
までが、別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。
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先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

このバッファには、値を取得するフィールドを指定する必要があります。フォーマットバッファ
構成の構文および例については、「Adabas の呼び出し」の「フォーマットバッファとレコード
バッファ」を参照してください。

レコードバッファ

このバッファには、要求されたフィールド値が返されます。フィールド値は、特にフォーマット
バッファにフォーマット、長さ、またはその両方が指定されていない限り、標準フォーマットお
よび標準長に従って返されます。

マルチフェッチ機能を使用しているときは、レコードバッファに、複数のレコードから返される
データを含めることができます。レコードバッファは複数のエントリで構成され、それぞれのエ
ントリには、単一レコードからの要求フィールド値が格納されます。返されるエントリの数、お
よび各エントリの長さは、ISN バッファ内の対応するエントリに格納されます。

サーチバッファ

取得するディスクリプタの数を制限するために開始値、終了値、またはその両方がバリューバッ
ファで指定された場合のみ、サーチバッファが必要です。

サーチバッファまたはバリューバッファのどちらかを指定しないと、指定したディスクリプタの
すべての値が処理されます。

サーチバッファエレメントの列の中では、文字の区切りにコンマを、文字の終了を示すのにピリ
オドを使用します。

サーチバッファの構文形式については、｢Adabas の呼び出し｣の「サーチバッファとバリュー
バッファ」を参照してください。
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バリューバッファ

サーチバッファに格納される指定内容に応じて、バリューバッファには開始値または終了値、ま
たは範囲の上限と下限が格納されます。

ISN バッファ／マルチフェッチバッファ

マルチフェッチ機能を ACB バッファで使用すると、ISN バッファにはレコードバッファに返さ
れるエントリの説明が格納されます。マルチフェッチ機能を ACBX インターフェイスで使用す
る場合は、マルチフェッチバッファが代わりに使用されます。

各バッファの最初の 4 バイトは、そのバッファに続く 16 バイトのエントリ数を指定します。16
バイトの各エントリは、コードバッファに返されるエントリに対応し、次の符号なし整数値（各
4 バイト長）を含みます。

■ レコードバッファ内のエントリの長さ
■ レコードバッファのエントリに対するレスポンスコード（コントロールブロックのレスポンス
コードフィールドの値と異なることがある）
この値が 0 以外の場合は、マルチフェッチ処理を終了させるエラーが発生したことを意味しま
す。この場合、レコードバッファに対応するエントリはありません。

■ ISN
■ 求める値のフィールドがピリオディックグループのディスクリプタフィールドである場合は、
ピリオディックグループ内のオカレンス番号。

その他の考慮事項

L3/L6 コマンドを使用する際は、以下の事項も考慮に入れます。

1. L3/L6 コマンドで使用したコマンド ID は、Adabas により内部的に保存され、使用されます。
この ID は、エンドオブファイル条件を満たすとき、RC または CL コマンドが出されるか、
Adabas セッションが終了するときに解放されます。同じコマンド ID は、解放されるまで他
の読み込みシーケンシャルコマンドでは使用できません。

グローバルトランザクションの終了時には、コマンド ID は解放されません。
2. L3/L6 コマンドでユーザーが読んでいるファイルからは、レコードを更新することも削除する

こともできます。Adabas はユーザーに与えた最後のレコードと次に与えるレコードについて
の情報を保持し、ユーザーがコール間でレコード更新または削除を行っても、正しく次のレ
コードを返します。
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3. L3/L6 コマンドで読んでいるファイルを他のユーザーが更新している場合は、ファイルの順次
読み込み中に L3/L6 コマンドで読んでいるユーザーが受け取るレコードがとんでしまったり、
または同じレコードを重複して受け取ったりします。

例

例 1：

ファイル 2 を論理順に読み込みます。ディスクリプタ RB は順序制御に使用します。フィールド
RA および RB の値が返され、ファイル全体が読み込まれます。

コントロールブロック：

Command Code L3

Command ID EX01 (a non-blank CID is required)

File Number 2

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 18 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 A

Additions 1 RBbbbbbb (descriptor RB to be used for
sequence control)
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Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RA,RB.

L3 コールを繰り返して各レコードを取得します。コマンド ID とアディション 1 フィールドは
L3 コール間で変更しないでください。全レコードの読み込みが終わると、レスポンスコード 3
が返されます。

例 2：論理順に読んでホールドする

ファイル 1 を論理順に読み込みます。ディスクリプタ AA は順序制御に使用します。フィール
ド AA と AB の値が返されます。読み込んだ各レコードはホールド状態になります。

コントロールブロック：

Command Code L6

Command ID EX02 (non blank CID required)

File Number 1

Format Buffer Length 3 (or larger)

Record Buffer Length 10 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 A
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Additions 1 AAbbbbbb (descriptor AA to be used for
sequence control)

Additions 3 bbbbbbbb (file 1 is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer GA.

読み込んだ各レコードは、ET コマンド（ET ロジックユーザー）、または RI コマンド（非 ET
ロジックユーザー）で解放すべきです。

例 3：任意の値から開始する

読み込みを値 N から読み始めることを除けば、例 1 と同じです。

コントロールブロック：

Command Code L3

Command ID EX03 (non blank CID required)

File Number 2

ISN 0 (reading is to start with the lowest ISN that
contains the value given in the value buffer)

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 18 (or larger)

Search Buffer Length 7 (or larger)
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Value Buffer Length 1 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 A

Additions 1 RBbbbbbb (RB is to be used for sequence
control)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RA,RB.

Search Buffer RB,1,A. (GE is implicit)

Value Buffer N (reading to begin with value N)

初めの L3 コマンドで、ディスクリプタ RB に値 N を持つ最初のレコードが返されます。この値
を持つレコードが存在しない場合は、N より大きな値（例：NA）を持つ最初のレコードが返さ
れます。

例 4：値の再配置決め

値の再位置決めを実行すること以外は、例 3 の要件と同じです。順次読み込み処理は値 Q から
続行されます。

コントロールブロック：

Command Code L3
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Command ID EX03 (the CID field may not be changed
when performing a value repositioning)

File Number 2

ISN 0 (position to the lowest ISN that contains
the value specified in the value buffer)

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 18 (or larger)

Search Buffer Length 7 (or larger)

Value Buffer Length 1 (or larger)

Command Option 1 b (Return option not used)

Command Option 2 A

Additions 1 RBbbbbbb (the last six positions of this
field must be set to blank for value
repositioning)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RA,RB.
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Search Buffer RB,1,A.

Value Buffer Q (repositioning is to be to value Q)

例 5：Value Start オプションまたは再位置決めオプションの使用

順序制御に使用するディスクリプタのインバーテッドリスト

Value ISN List

A 1,4
B 2
D 3,5

最初の L3/L6 コマンドはコマンドオプション 2=A、または後続の L3/L6 コマンドはコマンドオ
プション 2=A でアディション 1 の末尾の 6 バイトは空白にリセット（VALUE START 再位置決
め）。

読み込み開始（または継続）の ISNユーザー指定 ISNユーザー指定値

10A

41A

42A

24A

25A

20B

21B

32B

33B

31BABC

30C

30D

53D

54D

レスポンスコード 35D

レスポンスコード 3–E–Z
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例 6：ASCENDING/DESCENDING オプションの使用例

次の例は、サーチバッファおよびバリューバッファのいろいろな内容に関連した
ASCENDING/DESCENDING オプションの使用例を示しています。次の例は、ファイルが読み
込まれている場合を示しています。

■ 値 V1 と V2 はともに存在します。それ以外は、GE と LE の例が GT と LT の例と同じになり
ます。

■ ISN=0（開始値と一致する範囲内で位置決めはありません）
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機能および使用

L9 コマンドは、ディスクリプタの値の範囲とその各値を持つレコード数を求めるのに使用しま
す。マルチフェッチ機能を使用すると、L9 コマンドの単一コールで 2 つ以上のディスクリプタ
値の情報を返すことも可能です。

Adabas は、アソシエータ内のインバーテッドリストを読み込んでこの情報を求めます。データ
ストレージへのアクセスは必要ありません。

マルチフェッチ機能を使用しない

ディスクリプタを持つファイル、値を求めたいディスクリプタ、および処理の開始値を指定しま
す。Adabas は、コントロールブロックの ISN 数フィールドに含まれるレコード数とともに、レ
コードバッファにディスクリプタの次の値を（L9 コールごとに）返します。値は昇順または降
順で返されます。空値省略（NU）と定義されたディスクリプタの場合、空値は返されません。

マルチフェッチ機能の使用

L9 コマンドはマルチフェッチ機能をサポートします。マルチフェッチ機能は、コマンドオプショ
ン 1 フィールドの M の値によって表します（詳細については、コマンドオプション 1 フィール
ドの説明参照）。

マルチフェッチ機能を使用するときは、1 つの L9 コールで処理できるディスクリプタ値の最大
数が次の要因によって制限されます。

■ ISN 下限フィールドを使用して処理するディスクリプタ値の最大数を指定できます。したがっ
て、必要なディスクリプタ数が限定されているときだけ、内部オーバヘッドを避けることがで
きます。

■ ISN 下限フィールドの値が 0 の場合、返されるレコードの数は、ISN／マルチフェッチバッ
ファおよびレコードバッファのサイズによってのみ制限されます。
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L9 Command, Procedure Flow
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L9 Command, Procedure Flow (continued)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

-/ABISN

F/UBISN 下限
-/ABISN 数
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UBサーチバッファ長（ACB のみ）
F/UBバリューバッファ長（ACB のみ）
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

* F/UAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
* F/Uサーチバッファ
* F/Uバリューバッファ
–/AISN バッファ

フォーマット：

英数字A
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2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
*任意

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
L9

コマンド ID
順次読み込み処理が必要な場合、このフィールドには、空白以外でゼロ以外の値を指定する
必要があります。この値は、Adabas が正しい順序で値を返し、フォーマットバッファを繰
り返し解釈するのを避けるために使用されます。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
に設定しないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには 16 進数 "FF" をセットしないでください。

このフィールドは、ファイルの順次読み込み中に変更しないでください。

インデックス値を 1 つだけ読む場合は、このフィールドを空白またはバイナリの 0 にセット
できます。

File Number
読み込むファイルの番号です。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レスポンスコード 3 は、指定したディスクリプタのすべてのエントリが処理されたこと、ま
たは終了ディスクリプタ値条件が真になったことを示します。
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マルチフェッチ機能を使用しているとき、先頭レコードの処理前または処理中にエラーが発
生した場合は、このフィールドにレスポンスコードが返されます。この場合、ISN／マルチ
フェッチバッファおよびレコードバッファの内容は未定義です。

マルチフェッチ機能の処理ループ中に 2 番目以降の ISN でエラーが検出された場合、最初の
ゼロ以外のレスポンスコードによってマルチフェッチ処理が終了します。この場合、レスポ
ンスコードは、コントロールブロックのレスポンスコードフィールドではなく、ISN／マル
チフェッチバッファ自体の追加エントリとして格納されます。レスポンスコードは 2 ヵ所に
あります。そのため、アプリケーションプログラムでは、最初にコントロールブロックのレ
スポンスコードフィールドで一般的な内容のエラーをチェックしてから、各 ISN／マルチ
フェッチバッファエントリのレスポンスコードフィールドを個々にチェックする必要があり
ます。

ISN
値を求めたいディスクリプタがピリオディックグループ内に含まれるときは、以下の場合に
このフィールドを使用します。
■ サーチバッファおよびバリューバッファを指定しないときは、求めるオカレンス数を指定
する最初のコールで使用します。サーチバッファおよびバリューバッファを指定する場合
は、サーチバッファを使用してオカレンス数が決定され、ISN フィールドの内容は無視さ
れます。ゼロ値は、全オカレンスを求めることを示します。ゼロ以外の値は、指定したオ
カレンスの値だけを求めることを示します。

■ レコードバッファに返される値のオカレンス番号を、4 バイトの整数値として求めるため
に Adabas が使用します。

マルチフェッチ機能を使用すると、ISN フィールドは、L9 コマンドで処理される最初のディ
スクリプタ値を参照します。

ISN 下限
マルチフェッチ機能を使用すると、求めるレコード数をこのフィールドに指定したレコード
数に制限します。このフィールドをゼロに設定した場合、返されるレコードの最大数は、レ
コードバッファや ISN バッファのサイズによって異なります。

ISN 数
このフィールドには、レコードバッファに返された値を持つレコード数が返されます。マル
チフェッチ機能を使用すると、このフィールドは最初のディスクリプタ値を参照します。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

サーチバッファ長（ACB のみ）
開始値、終了値、または範囲値が指定された場合のサーチバッファ長（バイト数）を示しま
す。
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指定のない場合、コマンドは最小値から開始します。
バリューバッファ長（ACB のみ）

開始値、終了値、または範囲値が指定された場合のバリューバッファ長（バイト数）を示し
ます。

サーチバッファが指定されない場合、バリューバッファ長は無視されます。
ISN バッファ長（ACB のみ）

ISN バッファ長（バイト単位）。マルチフェッチ機能を使用するときは必ず指定しなければ
なりません。長さの計算方法については、ISN バッファの説明を参照してください。

マルチフェッチ機能を使用すると、複数のディスクリプタ値を持つデータをレコードバッ
ファに入れることができます。返されたディスクリプタ値の数、および各ディスクリプタに
対して返されたデータのバイト数が、ISN バッファの対応するエントリに格納されます。

コマンドオプション 1
このフィールドに M を指定すると、マルチフェッチ機能を呼び出します。マルチフェッチ
機能に関する詳細については、「プログラミングの考察事項」の「マルチフェッチ機能の使
用」を参照してください。

コマンドオプション 2
このフィールドが A のときは、ディスクリプタ値が昇順で読まれることを示します。必要に
応じて開始値、終了値、または範囲値を指定できます。サーチバッファかバリューバッファ
を省略すると、指定のディスクリプタのすべてのエントリが処理されます。

このフィールドが D のときは、ディスクリプタ値が降順で読まれることを示します。必要に
応じて開始値、終了値、または範囲値を指定できます。サーチバッファかバリューバッファ
を省略すると、指定のディスクリプタのすべてのエントリが処理されます。

値に A または D を使用すると、コマンドオプション 2 フィールドの内容を変更するだけで
処理を逆順にすることができます。

アプリケーションを新規に作成するときは、このフィールドを A および D にすることを強
くお勧めします。他の値は上位互換性を保証するためにサポートしています。

このフィールドが空白か、A または D 以外の値のときは、A が指定されたとみなされ、ディ
スクリプタ値が昇順で処理されます。

アディション 1
サーチバッファまたはバリューバッファの指定がない場合は、アディション 1 に、読み込む
順序を制御するために使用するディスクリプタの名前が含まれていなければなりません。
ディスクリプタ名は、このフィールドの先頭 2 桁に指定します。残りの桁は空白にしなけれ
ばなりません。アディション 1 に指定したディスクリプタ名は、フォーマットバッファに指
定したディスクリプタ名と同じでなければなりません。

フォネティックディスクリプタは指定しないでください。
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アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。

アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

先頭バイトが小文字の場合は、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目まで
が別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。

先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

取得する値を返すときの形式をこのバッファに指定しなければなりません。

フォーマットバッファの構文形式は以下のとおりです。

name[,length][,format].

名前
値を求めるディスクリプタの名前。フォネティックディスクリプタは指定できません。

長さ
取得する値の長さを指定します。長さを指定しない場合は、値が FDT で指定されているディ
スクリプタのデフォルト長で返されます。
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format
取得する値のフォーマットを指定します。ディスクリプタの標準フォーマットと変換可能な
フォーマットを指定する必要があります。フォーマットを指定しない場合は、値が FDT で
指定されているディスクリプタのデフォルトフォーマットで返されます。

レコードバッファ

Adabas は、フォーマットバッファで要求された値をこのバッファに返します。L9 コールごとに
別の値が返されます。値は昇順または降順で返されます。ディスクリプタに空値省略（NU）オ
プションが定義されていると、ディスクリプタ値が空値の場合は返されません。

マルチフェッチ機能を使用すると、複数のディスクリプタ値を持つデータをレコードバッファに
入れることができます。処理されたディスクリプタ値の数、および各ディスクリプタ値に関係す
る情報が、ISN／マルチフェッチバッファに格納されます。

サーチバッファ

取得するディスクリプタの数を制限するために開始値、終了値、またはその両方がバリューバッ
ファで指定された場合のみ、サーチバッファが必要です。

サーチバッファまたはバリューバッファのいずれかを指定しない場合は、指定したディスクリプ
タのすべての値（または、指定したオカレンスのすべての値）が処理されます。この場合、ア
ディション 1 フィールドにはディスクリプタ名が含まれていなければなりません。

サーチバッファの構文形式については、｢Adabas の呼び出し｣の「サーチバッファとバリュー
バッファ」を参照してください。

バリューバッファ

サーチバッファに格納される指定内容に応じて、バリューバッファには開始値または終了値、ま
たは範囲の上限と下限が格納されます。
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ISN バッファ／マルチフェッチバッファ

マルチフェッチ機能を ACB インターフェイスで使用すると、ISN バッファには、レコードバッ
ファに返されるディスクリプタエントリの説明が格納されます。マルチフェッチ機能を ACBX
インターフェイスで使用する場合は、マルチフェッチバッファが代わりに使用されます。

各バッファの最初の 4 バイトは、そのバッファに続く 16 バイトのエントリ数を指定します。16
バイトの各エントリは、レコードバッファに返されるディスクリプタのエントリと対応し、次の
符号なし整数値（4 バイト長）を含みます

■ ディスクリプタ値に対するレコードバッファ内の情報のバイト数
■ ディスクリプタ値のレスポンスコード（コントロールブロックのレスポンスコードフィールド
の値とは異なることがあります）
この値が 0 以外の場合、マルチフェッチ処理終了の原因となるエラーが発生したことを意味し
ます。この場合、対応するディスクリプタ値のエントリはレコードバッファにありません。

■ ディスクリプタがピリオディックグループにある場合の、ピリオディックグループ内のオカレ
ンス番号

■ ディスクリプタに対して見つかった ISN の数

その他の考慮事項

L9 コマンドを使用するときには、次の事項を考慮する必要があります。

1. L9 コマンドで使用したコマンド ID は、Adabas により内部的に保存され、使用されます。こ
の ID は、エンドオブファイル条件にあったとき、RC または CL コマンドが発行されたとき、
または Adabas セッションが終了するときに解放されます。解放されるまでは、同一コマン
ド ID を他のコマンドで使うことはできません。

2. L9 コマンドで読み込んでいるファイルから、レコードを更新することも削除することもでき
ます。Adabas はユーザーに返した最終値と次に返す値に関する情報を保存し、コール間で更
新または削除が行われても、次の値を正しく返します。

3. L9 コマンドで読み込んでいるファイルを他のユーザーが更新している場合、ファイル内のい
くつかの値を受け取らない（読み飛ばしがある）可能性があります。
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例

例 1：

ファイル 2 内のディスクリプタ RB の値が返されます。すべての値が返されます。

コントロールブロック：

Command Code L9

Command ID L901 (a non blank CID is required)

File Number 2

Format Buffer Length 3 (or larger)

Record Buffer Length 10 (or larger)

Search Buffer Length 5 (or larger)

Value Buffer Length 1 (or larger)

Command Option 2 A

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RB. (the values are to be returned using
standard length and format)
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Search Buffer RB,1. (the values for descriptor RB are
to be returned, and the starting value is
being provided with standard format and
length = 1)

Value Buffer b (processing is to begin with the first
value for RB equal or greater than 'b'

一連の L9 コールで順番に次の値を受け取ります（値は昇順に返されます）。この値を持つレ
コードの数は ISN 数フィールドに返されます。

例 2：

ファイル 1 内のディスクリプタ AB の値を返します。20 以上の値だけを返すこととします。

コントロールブロック：

Command Code L9

Command ID L902 (a non blank CID is required)

File Number 1

Format Buffer Length 7 (or larger)

Record Buffer Length 3 (or larger)

Search Buffer Length 7 (or larger)

Value Buffer Length 2 (or larger)

Command Option 2 A
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Additions 3 bbbbbbbb (file 1 is not security
protected)

バッファエリア：

Format Buffer AB,3,U. (the values are to be returned
with length = 3 and format = unpacked)

Search Buffer AB,2,U. (the values for the descriptor AB
are to be returned and the starting value
is to be provided as a 2 byte unpacked
number)

Value Buffer 0x3230 (Processing is to begin with the
first value for AB which is equal to or
greater than 20)

例 3：ASCENDING/DESCENDING オプションの使用例

次の例は、サーチバッファおよびバリューバッファのいろいろな内容に関連した
ASCENDING/DESCENDING オプションの使用例を示しています。次の例は、ファイルが読み
込まれている場合を示しています。

■ 値 V1 と V2 はともに存在します。それ以外は、"GE" と "LE" の例が GT と LT の例と同じにな
ります。
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機能および使用

LF コマンドは、ファイルのフィールド定義情報を読み込むために使用します。

ユーザーは取得するフィールド定義があるファイルの番号を指定します。

Adabas は、レコードバッファにフィールド定義情報を返します。次の情報が各フィールドに返
されます。

■ レベル番号
■ 名前
■ 標準長
■ 標準フォーマット
■ 定義オプション

当コマンドを使用して、フォーマットバッファまたはサーチバッファをダイナミックに作成する
ために、プログラム実行時にフィールドの標準フィールド長と標準フィールドフォーマットを取
得できます。

フィールド定義が最後に更新されたときのタイムスタンプは、コマンドオプション 2 = ‘X’ のと
きに、レコードバッファに返されます。これは次のいずれかです。

■ ファイルが作成された時刻。
■ フィールドが最後に追加、変更、または削除された時刻。
■ ディスクリプタが最後にインバートまたは解放された時刻。

ADAORD でファイルをインポートする場合、または ADBCK で復元する場合は、インポートや
復元のタイムスタンプは保存されません。ファイルをエクスポートまたはダンプしたときの、元
のタイムスタンプが維持されます。

注意: LF コマンドは、ファイルのメタ情報のみを読み込み、ファイル自体は読み込みま
せん。このため、LF コマンドは、アプリケーションプログラムによって排他的にロック
されているファイルやユーティリティによってロックされているファイルに対しても実行
可能です。
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LF Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
-/-Bコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 2

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

*/–フォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*
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（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
LF

File Number
フィールド定義情報を取得するファイルの番号。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。指定長は、そのファイルのフィールド定義
情報が充分入るだけの長さでなければなりません。また、ユーザープログラムで定義したレ
コードバッファエリアのサイズより大きい値は指定しないでください。

コマンドオプション 2
このフィールドの設定により、レコードバッファに返される情報のフォーマットおよびタイ
プが決まります。

このフィールドが「S」の場合は、Adabas バージョン 6.1 ですでに使用可能になっていたファ
イルの標準情報が返されます。ただし、この情報は完全ではありません。具体的には、Adabas
バージョン 6.2 で導入された新機能がサポートされていません。

このフィールドが「X」の場合は、レコードバッファ内のファイルに関する拡張情報が返さ
れます。これには、同じ FDT でファイルを作成するために必要なすべての情報が含まれま
す。

このフィールドが「F」の場合は、FDT に関する完全な情報が返されます。これは「X」オ
プションに似ていますが、異なる点は、論理的に削除されたフィールドもレコードバッファ
に戻されることです。

注意: 

1. 解凍したデータの FDT が、論理的に削除されたフィールドを含むターゲットファイルの
FDT と同じ場合にのみ、ADAMUP ユーティリティを使用してデータをロードできます。

2. 論理的に削除されたフィールドは、フィールド名なしでレコードバッファに返されます。

このフィールドを空白にすると、ファイルのフィールドの基本情報のみが返されます。つま
り、オプションのサブセットのみが返されます。特殊ディスクリプタに関する情報は返され
ません。
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アディション 2
Adabas は、このフィールドに返された構造体の合計長を返します。

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

コマンドオプション 2 = 'S' のレコードバッファ

全フィールド定義がレコードバッファに返されます。

コマンドオプション 2 フィールドを S に指定すると、情報は以下の形式で返されます。

レコードバッファの一般形式

説明バイト数

情報の合計長1～2

FDT にあるフィールド数（SDT を含む）3～4

フィールド定義、それぞれの長さは 8 バイト5 -N

SDT（特殊ディスクリプタテーブル）
特殊ディスクリプタとは次のディスクリプタです。
サブディスクリプタ
スーパーディスクリプタ
フォネティックディスクリプタ
ハイパーディスクリプタ
照合ディスクリプタ
SDT 定義に対して、SDT 要素の長さは整数値で、8 バイトの倍数になります。

N - M
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FDT フィールド定義

説明バイト数

指標フィールド名 F1

フィールド名2～3

定義オプション
（00 = nは定義オプションなし）
0x 01 = ユニークディスクリプタ
0x 02 = サブ／スーパーディスクリプタの親
0x 04 = フォネティックディスクリプタの親
0x 08 = PE グループフィールド／PE 内部グループ／
PE グループ内のエレメンタリフィールド
0x 10 = 空値省略
0x 20 = マルチプルフィールド
0x 40 = 固定フォーマット
0x 80 = ディスクリプタ

4

レベル番号（バイナリ5

長さ（グループ = 0）6

フォーマット
（グループの場合は空白（フォーマットなし））
A = 英数字
B = バイナリ
F = 固定小数点
G = 浮動小数点
P = パック 10 進数
U = アンパック 10 進数
W = Unicode

7

0x01 = NC オプションが有効
0x02 = NN オプションが有効
0x04 = LB オプションが有効
0x08 = LA オプションが有効
0x20 = HF オプションが有効
0x40 = NV オプションが有効
0x80 = NB オプションが有効

8

注意: メインフレームとの互換性のために、NV オプションのビットが変更されました。
Adabas バージョン 3.3 以前では、NV オプション = 0x04 でしたが、Adabas バージョン
5.1 以降およびメインフレーム上の Adabas では、NV オプション = 0x40 です。
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SDT フィールド定義

説明バイト 1

照合ディスクリプタ。照合ディスクリプタ定義参照。C

ハイパーディスクリプタ。ハイパーディスクリプタ定義参照。H

フォネティックディスクリプタ。フォネティックディスクリプタ定義参照。P

サブディスクリプタ。サブディスクリプタ定義参照。S

スーパーディスクリプタ。スーパーディスクリプタ定義参照。T

照合ディスクリプタ定義

説明バイト数

C は照合ディスクリプタを示します。1

照合ディスクリプタ名。2～3

定義オプション
0x 01 = ユニークディスクリプタ
0x 02 = 未使用
0x 04 = HE オプションなし
0x 08 = ピリオディック
0x 10 = NU
0x 20 = マルチプルフィールド
0x 40 = 未使用
0x 80 = 未使用

4

未使用5

長さ（255 は 254 より長いことを意味しています）6

親フィールド名7～8

コマンドリファレンス298

LF コマンド（フィールド定義読み込み）



ハイパーディスクリプタ定義

説明バイト数

H はハイパーディスクリプタ定義を示します。1

ハイパーディスクリプタ名2～3

定義オプション
0x 01 = ユニークディスクリプタ
0x 02 = 未使用
0x 04 = 使用される HE オプション
0x 08 = ピリオディック
0x 10 = 空値省略
0x 20 = マルチプルフィールド
0x 40 = 未使用
0x 80 = 未使用

4

ハイパー出口番号5

Length6

フォーマット
A = 英数字
B = バイナリ
F = 固定小数点
G = 浮動小数点
P = パック 10 進数
U = アンパック 10 進数
W = Unicode

7

未使用8

0x0000 は連続を示します。1～2

親フィールド名一覧（各 2 バイト）3～8

フォネティックディスクリプタ定義

説明バイト数

P はフォネティックディスクリプタを示します。1

フォネティックディスクリプタ名2～3

未使用4

親フィールド名5～6

未使用7～8
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サブディスクリプタ定義

説明バイト数

S はサブディスクリプタを示します。1

サブディスクリプタ名2～3

定義オプション
0x 01 = ユニークディスクリプタ
0x 02 = 未使用
0x 04 = 未使用
0x 08 = ピリオディック
0x 10 = 空値省略
0x 20 = マルチプルフィールド
0x 40 = 未使用
0x 80 = ディスクリプタ

4

親フィールド名5～6

開始バイト7

終了バイト8

スーパーディスクリプタ定義

説明バイト数

T はスーパーディスクリプタを示します。1

スーパーディスクリプタ名2～3

定義オプション
0x 01 = ユニークディスクリプタ
0x 02 = 未使用
0x 04 = 未使用
0x 08 = ピリオディック
0x 10 = 空値省略
0x 20 = マルチプルフィールド
0x 40 = 未使用
0x 80 = ディスクリプタ

4

親フィールド 15～6

開始バイト7

終了バイト8

2 番目以降の親フィールドについては、次の表が適用されます。
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説明バイト数

0x00 は継続を示す1

未使用2～3

スーパーディスクリプタのフォーマット4

親フィールド名5～6

開始バイト7

終了バイト8

コマンドオプション 2 = Blank のレコードバッファ

ファイルのすべてのフィールドの情報がレコードバッファに返されますが、特殊ディスクリプタ
（例えば、スーパーディスクリプタ）の情報は返されません。コマンドオプション 2 を空白に設
定すると、次のフォーマットで情報が返されます。

レコードバッファの一般形式

説明バイト数

FDT にあるフィールド数（特殊ディスクリプタを除く）1～4

フィールド定義、それぞれの長さは 6 バイト5 -N

FDT フィールド定義

説明バイト数

レベル番号（バイナリ1

フィールド名2～3

長さ（0 の場合はグループを意味し、255 の場合は 254 より長いことを意味する）4

フォーマット5

定義オプション
（00 = n は定義オプションなし）
0x 80 = ユニークディスクリプタ
0x 40 = サブ／スーパーディスクリプタの親
0x 20 = フォネティックディスクリプタの親
0x 10 = PE グループフィールド／PE 内部グループ／
PE グループ内のエレメンタリフィールド
0x 08 = 空値省略
0x 04 = マルチプルフィールド
0x 02 = 固定フォーマット
0x 01 = ディスクリプタ

6
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注意: コマンドオプション 2 = 空白のレコードバッファ内にある定義オプションは、メイ
ンフレームと互換性がありません。メインフレーム互換の LF コマンドは、コマンドオプ
ション 2 = S でのみ使用できます

コマンドオプション 2 = ‘X’ および ‘F’ のレコードバッファ

コマンドオプション 2 を「X」または「F」に設定すると、次のフォーマットで情報が返されま
す。

レコードバッファの一般形式

説明バイト数

情報の合計長1～4

構造レベル（=0）（S オプションを使用すると、この場所で「F」を取得できます）5

将来使用するためのフラグバイト6

FDT 内のエントリ数（特殊ディスクリプタテーブル（SDT）および参照整合性制約テーブ
ル（RIT）を含む）

7～8

FDT 内の最大エントリ数は、SDT を含めて 3214 です。さらに、ファイルに対して参照整
合性制約を定義できます。
UNIX タイムスタンプ（1970 年以降のマイクロ秒）9～16

フィールド定義、それぞれの長さは 16 バイト将来のバージョンでは、より大きなエントリ
が可能になる可能性があります。

17～N

SDT（特殊ディスクリプタテーブル）特殊ディスクリプタは次のとおりです。（N+1）～M

■サブディスクリプタ
■スーパーディスクリプタ
■フォネティックディスクリプタ
■ハイパーディスクリプタ
■照合ディスクリプタ

SDT 定義の長さは 4 バイトの倍数です。
RIT（参照整合性制約テーブル）（M+1）～L

注：

■ レコードバッファの各エントリは、次のフィールドで始まります。
■ バイト 1：エントリのタイプ
■ バイト 2：エントリの長さ
■ バイト 3～4：エントリの名前
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■ バイト 5：フォーマット（RI 制約用ではない）
■ バイト 6：オプション（RI 制約用ではない）
■ ディスクリプタ長（SDT エントリのみ）

■ 将来の Adabas バージョンとの互換性を維持するために、次の点を考慮してください。
■ 将来の Adabas バージョンでは、「X」オプションに追加のエントリタイプが提供される可
能性があります。そのため、不明なエントリタイプをエラーとみなさないようにする必要が
あります。

■ レコードバッファエントリは、現在の Adabas バージョンよりも大きくなる可能性がありま
す。したがって、次のエントリにスキップするには、常にエントリ長フィールドを使用する
必要があります。レコードバッファに現在返されている情報は、将来の Adabas バージョン
でもレコードバッファエントリの同じ位置に返されます。

■ 各エントリの長さは 4 バイトに揃えられるので、アライメントの問題なく 4 バイトの整数値
にアクセスできます。

■ ファイル定義で指定されているよりも多くのエントリが、LF コマンドで返される場合があり
ます。これは、外部キーを含むファイルに対してのみ参照整合性制約の名前が定義されていま
すが、そのプライマリキーを含むファイルに対する LF コマンドでも再び返されることが原因
です。

FDT フィールド定義

説明バイト数

指標フィールド名「F」1

「F」エントリの合計長2

フィールド名3-4

フォーマット5

定義オプション
（00 = nは定義オプションなし）
0x 01 = ユニークディスクリプタ
0x 02 = サブ／スーパーディスクリプタの親
0x 04 = フォネティックディスクリプタの親
0x 08 = PE グループフィールド／PE 内部グループ／
PE グループ内のエレメンタリフィールド
0x 10 = 空値省略
0x 20 = マルチプルフィールド
0x 40 = 固定フォーマット
0x 80 = ディスクリプタ

6
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説明バイト数

0x01 = NC オプションが有効
0x02 = NN オプションが有効
0x04 = LB オプションが有効
0x08 = LA オプションが有効
0x20 = HF オプションが有効
0x40 = NV オプションが有効
0x80 = NB オプションが有効

7

レベル番号8

日付／時刻編集マスク：
1 = E(DATE)
2 = E(TIME)
3 = E(DATETIME)
4 = E(TIMESTAMP)
5 = E(NATDATE)
6 = E(NATTIME)
7 = E(UNIXTIME)
8 = E(XTIMESTAMP)

9

サブオプション：10

DT オプションの場合（バイト 9 が 0 でないことによって示される）：
ビット 0x01 = TZ オプションがアクティブ

ディスクリプタオプションの場合（バイト 6 のビット 0x80 で示される）：
ビット 0x02 = TR オプションがアクティブ

SY オプションの場合（バイト 11 が 0 でないことによって示される）：
ビット 0x40 = CR オプションがアクティブ
SY 機能：
1 = TIME
2 = SESSIONID
3 = OPUSER

11

非アクティブ化フラグ（コマンドオプション「F」のみ）：
ビット 0x01 = Field は論理的に削除される

12

フィールド長13-16

SDT フィールド定義

「S」オプションと同じディスクリプタタイプおよび同じ先頭バイトを持つ SDT フィールド定義
があります。
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照合ディスクリプタ定義

説明バイト数

C は照合ディスクリプタを示します。1

C エントリの合計長2

照合ディスクリプタ名。3-4

親フィールドのフォーマット（オープンシステムでは W のみ、メインフレームでは
A も可能）

5

定義オプション（"S" オプションのバイト 4 と同じ）6

標準長7-8

親フィールド名9-10

最大内部長11-12

追加オプション
0x04 = LA
0x08 = LB
0x80 = 照合出口を介して定義された照合
設定なし：ICU を介して定義された照合
その他のビット：未使用

13

照合属性文字列の文字列長（長さバイトおよび終了空値は含まず）14

空値終端文字列としての照合属性文字列、例：「‘de’,PRIMARY」15～14 + バイト 14

照合出口を介して照合が定義されている場合：空値終端文字列としての出口番号、
例：「1」

注意: 

1. C エントリの長さは 4 バイトに揃えられます。
2. 親フィールドのフォーマットは、バリューバッファ内で親フィールド値を指定する場合に関

係します。照合ディスクリプタが HE オプションなしで定義されている場合は、内部照合ディ
スクリプタの値も指定できます。これらの値は、オプション NV が指定されたフォーマット
A を持ちます。

ハイパーディスクリプタ定義

説明バイト数

H はハイパーディスクリプタ定義を示します。1

H エントリの合計長2

ハイパーディスクリプタ名3-4

フォーマット5

定義オプション（"S" オプションのバイト 4 と同じ）6

ハイパーディスクリプタの長さ7-8
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説明バイト数

出口番号9

追加オプション（メインフレームのみ、「S」オプションのバイト 8 と同じ）10

未使用11

親フィールドの数12

親フィールド名13～12 + 2* バイト 12

注意: H エントリの長さは 4 バイトに揃えられます。

フォネティックディスクリプタ定義

説明バイト数

P はフォネティックディスクリプタを示します。1

P エントリの合計長2

フォネティックディスクリプタ名3-4

フォーマット（現時点では A のみサポート）5

オプション（未使用）6

ディスクリプタ長7-8

未使用9-10

親フィールド名11-12

サブ／スーパーディスクリプタ定義

説明バイト数

S はサブディスクリプタを示します。1

T はスーパーディスクリプタを示します。
エントリの合計長2

サブ／スーパーディスクリプタ名3-4

フォーマット5

定義オプション（"S" オプションのバイト 4 と同じ）6

ディスクリプタ長7-8

未使用9

親フィールドの数（サブディスクリプタでは 1、スーパーディスクリプタでは > 1）10

親フィールドエントリ - 親フィールドごと：11～10 + 6* バイト 10

■親フィールド名（2 バイト）
■開始バイト（2 バイト）
■終了バイト（2 バイト）
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注意: サブ／スーパーディスクリプタエントリの長さは 4 バイトに揃えられます。

参照整合性定義

説明バイト数

R は参照制約を示す1

R エントリの合計長2

制約名3-4

参照ファイル5-8

プライマリファイルエントリの場合は、外部キーのファイル

外部ファイルエントリの場合は、プライマリキーのファイル
プライマリキー名（00 は ISN を意味する）9-10

外部キー名11-12

1 つのプライマリファイルエントリ13

2 つの外部ファイルエントリ
更新アクション：14

0 アクションなし

1 カスケード

2 NULL を設定
削除アクション：15

0 アクションなし

1 カスケード

2 NULL を設定
未使用16

2 つの参照ファイルのそれぞれの FDT には、参照制約のエントリが含まれています。外部キー
とプライマリキーの両方が参照制約の同じファイルにある場合、このファイルの FDT にはこの
制約のエントリが 2 つ含まれます。

注意: 参照整合性制約の名前は、ファイルのフィールドまたは特殊ディスクリプタの名前
としても存在する可能性があります。
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例

ファイル 1 のフィールド定義情報（Adabas バージョン 6.2 で導入された機能を含む）を読み込
みます。

コントロールブロック：

Command Code LF

File Number 1 (field definitions for file 1 requested)

Record Buffer Length 100

Command Option 2 X

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)
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機能および使用

MC コマンドは、Adabas データベースとアプリケーションプログラムの間の処理間コミュニケー
ションを削減するために使用します。MC コマンドには、Adabas コールインターフェイスにお
ける追加機能はありません。MC コマンドは、読み込みコマンドのマルチフェッチの動作を一般
化するものです。この一般化は、BT、CL、OP、MC を除く、任意の Adabas コマンドのシーケ
ンスに適用されます。

注意: MC コマンドは、ACB インターフェイスによってのみサポートされ、ACBX イン
ターフェイスではサポートされません。

このような順の各 Adabas コマンドは、MC コマンドの対応するバッファに渡される各コマンド
のコマンドバッファおよびコントロールブロックで表します。コントロールブロックはレコード
バッファの先頭に渡されます。異なる Adabas コマンドの数は cq_isn_quantity に指定しなけれ
ばなりません。

MC コマンドの Adabas コマンドの順は ET コマンドで終了できます。ET コマンドは、1 つの
MC コマンドにつき 1 つだけ許可され、常に最後のコマンドでなければなりません。ET コマン
ドが最後のコマンドでない場合は、レスポンスコード 22 で拒否されます。

サブコマンド処理時に 0 より大きいレスポンスコードが発生すると、そのサブコマンドの実行は
直ちに中断します。ただし、オープントランザクションはバックアウトされません。MC コマン
ドはレスポンスコード 16 を返し、アディション 2 に中断されたサブコマンドのコントロールブ
ロックのポインタを与えます。
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBISN 数
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UBサーチバッファ長（ACB のみ）
F/UBバリューバッファ長（ACB のみ）
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 2

-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
F/Aレコードバッファ
F/Uサーチバッファ
F/Uバリューバッファ
F/AISN バッファ

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

311コマンドリファレンス

MC コマンド（複数コマンド発行）



コントロールブロック

コマンドコード
MC

Response Code
Adabasは このフィールドに、コマンドのレスポンスコードを返します。サブコールが 0 以
外のレスポンスコードで終了した場合は、Adabas がこのフィールドにレスポンスコード 16
を返し、これ以降のサブコマンドの処理を停止します。

ISN 数
MC コマンドから渡されたサブコマンドの数。値 0 は、何もすることがないことを意味しま
す。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファを参照しているサブコマンドがない場合は、この長さを 0 にセットで
きます。

レコードバッファ長（ACB のみ）
このフィールドには、レコードバッファ長を指定します。ISN 数が 0 でない場合は、この長
さを設定する必要があります。指定する長さは、必要なレコードバッファのエントリとコン
トロールブロックのすべてを収容するだけの大きさでなければいけません。

サーチバッファ長（ACB のみ）
サーチバッファを参照しているサブコマンドがない場合は、この長さを 0 にセットできま
す。

バリューバッファ長（ACB のみ）
バリューバッファを参照しているサブコマンドがない場合は、この長さを 0 にセットできま
す。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファを参照しているサブコマンドがない場合は、この長さを 0 にセットできます。

コマンドオプション 2
このフィールドに S（SHORT）を指定すると、サブコマンド処理時にエラーが起こらない場
合に、MC コマンドのコントロールブロックだけが返ることを示します。

アディション 2
レスポンスコード 16 が返ると、次の情報がこのフィールドに返ります。
■ 先頭 2 バイトには、0 以外のレスポンスコードを受け取るために、最初のサブコールのシー
ケンス番号が入ります。

■ 第 3 バイトと第 4 バイトにはレスポンスコードが起きたレコードバッファにあるコント
ロールブロックのオフセットのバイト数が入ります。
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フォーマットバッファ

フォーマットバッファには、バッファヘッダー（「処理に関する考慮事項」の「コマンドバッ
ファ」を参照）およびサブコマンドのフォーマットバッファ（複数可）が含まれます。フォー
マットバッファを参照するサブコマンドがない場合は、指定する必要はありません。

レコードバッファ

レコードバッファには、最初にすべてのサブコマンドのコントロールブロックが含まれ、次にサ
ブコマンドのレコードバッファがバッファヘッダーに含まれます。

サーチバッファ

サーチバッファには、バッファヘッダー（「処理に関する考慮事項」の「コマンドバッファ」を
参照）およびサブコマンドのサーチバッファ（複数可）が含まれます。サーチバッファを参照す
るサブコマンドがない場合は、指定する必要はありません。

バリューバッファ

バリューバッファには、バッファヘッダー（「処理に関する考慮事項」の「コマンドバッファ」
を参照）およびサブコマンドのバリューバッファ（複数可）が含まれます。バリューバッファを
参照するサブコマンドがない場合は、指定する必要はありません。

ISN バッファ

ISN バッファには、バッファヘッダー（「処理に関する考慮事項」の「コマンドバッファ」を参
照）およびサブコマンドの ISN バッファ（複数可）が含まれます。ISN バッファを参照するサ
ブコマンドがない場合は、指定する必要はありません。
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処理に関する考慮事項

コマンドバッファ

数個のサブコマンドのコマンドバッファは、MC コマンドの対応するコマンドバッファ内に渡さ
れます。このため、バッファ内で、複数のエントリが存在することができます。各バッファは 2
エレメント構造（オフセット 0）で開始しなければなりません。この構造体は 2 つの 2 バイトの
オフセットを含み、これらをバッファヘッダーと呼びます。バッファヘッダーはバッファに何が
あるかを表します。バッファには複数のコマンドバッファ、または全サブコマンドが使用するグ
ローバルバッファを 1 つだけ入れることができます。指定したすべてのオフセットは、対応する
コマンドバッファの先頭に関連しています。

バッファヘッダーに対する C の定義：

struct CmdBufHd
{

unsigned short GloBuf; /* Offset to global buffer used by all subcommands */
unsigned short StartOff; /* Offset to an array of buffer start

offsets */

}

バッファヘッダーのオフセットを両方とも設定すると、対応する MC コマンドはレスポンス 146
で拒否されます。

例：

MC コマンドのフォーマットバッファに、全サブコマンドに共通のフォーマットバッファが含ま
れる場合は、バッファヘッダーの GloBuf オフセットが共通のフォーマットバッファを指さなけ
ればならず、StartOff オフセットは 0 でなければなりません。
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ただし、バッファには異なる複数のフォーマットバッファが含まれてもかまいません。この場
合、バッファヘッダーには、異なるフォーマットバッファへの開始オフセットが含まれる、第 2
構造体への 1 つのオフセットがあります。開始オフセットは、サブコマンドのシーケンス番号を
インデックスとして使用する 2 バイトのフィールドです。開始オフセット 0 は、対応するサブコ
マンドがそのコマンドバッファを参照しないことを示します。

2 バイトの開始オフセットの配列は位置に依存しませんが、配列全体は連続的に渡されなければ
なりません。この例外はレコードバッファだけです。異なるサブコマンドのコントロールブロッ
クは、レコードバッファの Buffer Header（オフセット =4）のあとに続けて、常に直接渡されな
ければなりません。
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サブコマンドがコマンドバッファを使用しない場合、対応するオフセットはチェックされませ
ん。グローバルな入力バッファは、コマンドがそのバッファを参照しない場合無視されます。

サブコマンドのコントロールブロックおよび ISN バッファは、常に対応する MC コマンドバッ
ファ内の 4 の倍数のオフセットで開始しなければなりません。サブコマンドのコントロールブ
ロックは Buffer Header の後に続いて直接開始しなければならないため、最初のコントロールブ
ロックは常にオフセット 4 で開始しなればなりません。これにより、すべての後続のコントロー
ルブロックでは、コントロールブロック長が常に 4 の倍数であるため、正しいオフセットで自動
的に開始します。ISN バッファにおいて、ユーザーはすべてのオフセットが 4 の倍数であること
を確認する必要があります。4 の倍数以外の場合は、MC コマンドがレスポンスコード 146 で終
了し、どのサブコマンドも処理されません。
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コマンドバッファを参照するシーケンスのサブコマンドがない場合は、MC コマンドの対応する
バッファが不要で、バッファサイズを 0 にセットできます。

異なるサブコマンドからコマンドバッファへの同じ開始オフセットを指定することもできます
が、あるサブコマンドから次のサブコマンドへデータを転送するためには、この機能を使用でき
ません。レコードバッファまたは ISN バッファの整合性のチェックは行われません。呼び出し
元が、上書きされないようにサブコマンドの出力バッファを正しく指定する必要があります。

レスポンスの取り扱い

エラーが発生すると、現在のサブコマンドはバックアウトされ、必要であれば、後続のサブコマ
ンドの実行を直ちに終了します。これは 0 より大きいレスポンスコードすべてに当てはまりま
す。

エラーは次のように通知されます。

MC 環境内で発生したエラーは、MC コマンドのコントロールブロックに返されます。cb_add2
は、サブコマンドのコントロールブロックをポイントしません。このようなエラーは、MC コマ
ンドの開始処理時または終了処理時に起こります（最初のサブコマンドの前、または最後のサブ
コマンドの処理後）。

サブコマンド処理時に発生したエラーは、サブコマンドのコントロールブロックに返ります。
MC コマンド自体はサブコマンドが失敗したことを通知するために、レスポンス 16 を返します。
アディション 2 は、失敗したサブコマンドのコントロールブロックを指します。

MC コマンドのレスポンスの表

説明ADD_2
（下位 2 バイト）

ADD_2
（上位 2 バイト）

RSP

サブコマンド処理時のエラー。エラーコードお
よび追加情報が、失敗したサブコマンドのコン
トロールブロックに渡されます。

サブコマンドのコント
ロールブロックのオフ
セット

サブコマンドの数16

不正な MC コマンドバッファが検出されまし
た（不正なバッファヘッダー、開始オフセット

コマンドバッファ名コマンドバッファ
数

146

の範囲指定エラー、ISN バッファオフセットが
4 の倍数でない、など）。
MC コマンドがコマンド開始処理時またはコマ
ンド終了処理時に終了しました。

追加情報（ある場合）MC コマン
ドのレスポ
ンス
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レスポンスコード 146

説明：次のいずれかの状態が発生しました。

■ 不正なバッファヘッダーが検出された（オフセットは 2 つとも設定）
■ ISN バッファのオフセットが 4 の倍数でない
■ 開始オフセットの配列が MC バッファの範囲外である
■ MC コマンドのレコードバッファは、サブコマンドのコントロールブロックすべてが入る大き
さより小さい

■ 不正なバッファ長が検出された（サブコマンド）

コントロールブロックの cb_add2 フィールドにはレスポンスコード 146 の追加情報が含まれま
す。

後半 2 バイト先頭 2 バイト

FB1フォーマットバッファ
RB2レコードバッファ
SB3サーチバッファ
VB4バリューバッファ
IB5ISN バッファ

注意: PREFETCH/MULTIFETCH オプションを使用した Adabas コマンドが、後続の ISN
処理中にレスポンスを返して終了する場合、このレスポンスは対応するコントロールブ
ロックには返されず、このため MC コマンドはレスポンス 16 で終了できません。このよ
うなサブコマンドは正常終了したものとして扱います。

MC コマンドがレスポンス 146 で終了する場合は、どのサブコマンドも処理されていません。

サブコマンドのレスポンスの表

説明ADD_2
（下位 2 バイト）

ADD_2
（上位 2 バイト）

RSP

不正なバッファ長が検出されました。例えば、サブ
コマンドバッファの最後（オフセット+バッファ長）
が対応する MC コマンドバッファの範囲外など。

コマンドバッファ
名

コマンドバッファ
数

146

不正なコマンドまたは MC コマンドシーケンス内
で許されないコマンド。
MC サブコマンドシーケンスの最後のコマンドでな
い ET コマンド。

22
23

-22

サブコマンド処理はレスポンスコード rsp で終了し
ました。

追加情報（ある場合）コマンドのレ
スポンス
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機能および使用

N1 コマンドは、ファイルに新しいレコードを追加する場合に使用します。

レコードを追加するファイルと値を与えるフィールドを指定します。追加レコード内で指定のな
いフィールドには空値が入ります。

Adabas は レコードに ISN を割り当て、レコードをデータストレージに追加し、必要に応じて
アソシエータの更新を行います。

N2 コマンドは、ADAFDUにREUSE=ISN を指定しているかどうかにかかわらず、レコードに割
り当てる ISN をユーザーが指定する場合に使用します。

ユーザーが ET ロジックユーザーの場合、追加レコードは排他的ホールド状態になります。
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N1/N2 Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

*BISN

F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
F/Uレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
*N1 の場合は –/A、N2 の場合は F/U
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（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
N1/N2

コマンド ID
複数のレコードを一連の N1/N2 コールで追加し、各コールで同一フィールドをフォーマッ
トバッファに指定する場合は、このフィールドに空白またはゼロ以外の値をセットすべきで
す。これにより、各 N1/N2 コール処理に必要な時間を削減できます。

1 レコードだけを追加する、または N1/N2 コール間にフォーマットバッファを変更する場合
は、コマンド ID に空白またはバイナリのゼロをセットすべきです。

このフィールドの上位バイトには 16 進数の FF を設定できません。これは、自動コマンド
ID 生成を使用するときは除きます（詳細については、「コマンド ID の使用」を参照してく
ださい）。

このフィールドの上位バイトには 16 進数 "FF" を設定しないでください。
File Number

レコードを追加するファイルの番号。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN
N1 コマンドを使用する場合は、Adabas が、このフィールドにレコードに割り当てた ISN を
返します。

N2 コマンドを使用する場合は、レコードに割り当てる ISN を、このフィールドに指定しな
ければなりません。与える ISN は、ファイル中のレコードにすでに割り当てられた ISN で
あってはならず、当ファイルに対する ISN の制限（MAXISN）内になければなりません。
MAXISN は、ファイルのロード時に DBA が指定します。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。
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アディション 2
レスポンスコード 0 が返る場合は、Adabas が、このフィールドに追加されたレコードの圧
縮レコード長を返します。この長さは先頭 2 バイトにバイナリ形式で入ります。

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。

アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

先頭バイトが小文字の場合は、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目まで
が別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。

先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

このバッファには、レコードバッファに指定する値と対応するフィールドを指定します。

フォーマットバッファ構成の構文および例については、「Adabas の呼び出し」の「フォーマッ
トバッファとレコードバッファ」を参照してください。

指定しなかったフィールドは、追加レコード内で空値として扱われます。

フォーマットバッファに指定されていないすべての非 NU ディスクリプタは、インバーテッド
リストに空値を持ちます。
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バージョン 3.2 以前でロードされたファイルについては、N1/N2 コマンドで使用するフォーマッ
トバッファで指定されていない非 NU ディスクリプタに次のルールが適用されます。

■ フォーマットバッファで指定されたフィールドより（フィールド定義テーブル内で）前にあ
り、フィールド定義テーブルの先頭から最も遠い省略された非 NU ディスクリプタは、その
ディスクリプタのインバーテッドリストに入力されたレコードに空値を持つことになります。

■ フォーマットバッファで指定されたフィールドより（フィールド定義テーブル内で）後にあ
り、フィールド定義テーブルの先頭から最も遠い省略された非 NU ディスクリプタは、その
ディスクリプタのインバーテッドリストに入力されたレコードに空値を持ちません。

したがって、フォーマットバッファは、すべての非 NU ディスクリプタが参照されるように、
または参照されるすべての非 NU ディスクリプタより（フィールド定義テーブル内で）後にあ
る少なくとも 1 つのフィールドが参照されるように構築する必要があります。これにより、非
NU ディスクリプタのインバーテッドリストに、空値が正しく挿入されます。

ピリオディックグループ内の非 NU ディスクリプタについては、フォーマットバッファに指定
された最高オカレンス番号の前に位置する空値オカレンスについてのみ、インバーテッドリスト
に空値がエントリされます。

レコードバッファ

フォーマットバッファに指定した各フィールドの値を、このバッファに指定しなければなりませ
ん。

各値は、フォーマットバッファに標準長以外の長さやフォーマットを指定する場合を除いて、該
当フィールドの標準長および標準フォーマットに従って指定する必要があります。

フィールドが可変長フィールド（標準長なし）として定義されている場合、フィールドの長さ
（長さバイトも含む）を持つ 1 バイトのバイナリフィールドを値の直前に指定する必要がありま
す。

値が入るフィールドが、ユニークディスクリプタとして定義されている場合は、指定値がディス
クリプタに存在することはできません。そうでないと、コマンドはレスポンスコード 98 を受け
取ります。
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その他の考慮事項

N1/N2 コマンドを使用するときは、以下の事項を考慮しなければなりません。

1. サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、およびフォネティックディスクリプタを
フォーマットバッファに指定できません。サブディスクリプタ、スーパーディスクリプタ、
およびフォネティックディスクリプタの親フィールドをフォーマットバッファに指定した場
合、Adabas は自動的にこれらのディスクリプタ値を正しく作成します。

2. 圧縮後の最大レコード長（レコード ISN を含む）は、使用可能な最大データストレージブロッ
クサイズ - 4 です。

3. 圧縮前の最大レコード長は 32,767 バイトです。ただし、Adabas セッションの LU パラメータ
に指定された値によっては、この値より小さくなります（最大レコード長 = LU 値 – フォー
マットバッファ長 – 108）。圧縮後の最大レコード長は、データストレージブロックサイズ -
4 バイトまたは WORK ブロックサイズ - 55 バイトのどちらか小さい方です。

4. ディスクリプタが TR オプション付きで定義されていない限り、ディスクリプタ値が 1144 バ
イトを超えることはできません。

5. フィールドに、標準長を超える長さを指定した場合（フィールドが FI オプションで定義され
ている場合には許されない）、このフィールドを後で参照するときにはここで指定した長さ
を指定すべきです。後でそれを標準長で参照すると、英数字フィールド
（OPTIONS=TRUNCATION が指定されている場合）では値の桁落ちが発生し、数値フィー
ルドでは、0 以外のレスポンスコードが返されます。

6. インデックスなしのフィールド名は、それがマルチプルバリューフィールドの場合にのみ複
数回指定できます。マルチプルバリューフィールドと、インデックスが同じピリオディック
グループ内のフィールドは、複数指定できません。グループとそのグループ内のフィールド
を同時に指定することも禁止されています。

7. 数値編集マスクはフォーマットバッファに指定できません。
8. フォーマットバッファに指定したマルチプルバリューカウントフィールド、またはピリオ

ディックグループカウントフィールドは、無視されます。レコードバッファの対応する値も
無視されます。フォーマットバッファのリテラルやレコードバッファの対応する位置も無視
されます。

9. マルチプルバリューフィールドをフォーマットバッファに指定する場合、Adabas は次のルー
ルに従って、マルチプルバリューフィールドカウントを設定します。
■ NU オプション付で定義したマルチプルバリューフィールドに対するカウントフィールド
は、現在空値でない値の個数になります。空白値は完全に削除されます。
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01,MF,5,A,MU,NU
MF1-3
XXXXXYYYYYZZZZZ
XXXXX,YYYYY,ZZZZZ
MF カウント = 3

フィールド定義
フォーマットバッファ
レコードバッファ
追加後の結果

MF1-3
XXXXXbbbbbZZZZZ
XXXXX,ZZZZZ
MF カウント = 2

フォーマットバッファ
レコードバッファ
追加後の結果

MF1-3
bbbbbbbbbbbbbbb（空白）
値は省略
MF カウント = 0

フォーマットバッファ
レコードバッファ
追加後の結果

■ NU オプションなしで定義したマルチプルバリューフィールドに対するカウントフィール
ドは、存在する値（空値も含めた）の個数になります。

01,MF,5,A,MU
MF1-3
XXXXXYYYYYbbbbb
XXXXX,YYYYY,b（空白）
MF カウント = 3

フィールド定義
フォーマットバッファ
レコードバッファ
追加後の結果

MF1
bbbbb（空白）
b（空白）
MF カウント = 1

フォーマットバッファ
レコードバッファ
追加後の結果

10. ピリオディックグループまたはピリオディックグループ内のフィールドをフォーマットバッ
ファに指定すると、ピリオディックグループカウントはフォーマットバッファに指定された
最大オカレンス番号に等しくなります。最高オカレンス値が空値で削除される場合は、カウ
ントはそれに応じて調整されます。

01,GB,PE
02,BA,1,B,DE,NU
02,BB,5,P,NU

フィールド定義

GB1-2
0x08000000500C09000000600C
（または ^X08000000500C09000000600C）

フォーマットバッファ
レコードバッファ

GB1-2.
^X08000000500C09000000600C

フォーマットバッファ
レコードバッファ

GB（第 1 オカレンス）
BA = 8 BB = 500
GB（第 2 オカレンス）
BA = 9 BB = 600
GB カウント = 2

追加後の状態
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GB1-2
0x00000000000C00000000000C
（または ^X00000000000C00000000000C）

フォーマットバッファ
レコードバッファ

GB1-2.
^X00000000000C00000000000C

フォーマットバッファ
レコードバッファ

GB（第 1 オカレンス）
値は省略
GB（第 2 オカレンス）
値は省略
GB カウント = 0

追加後の状態

11. 可変長（標準長がない）に定義されたフィールドをフォーマットバッファに指定する場合、
対応するレコードバッファ内の値の前に、値の長さを示す 1 バイトの 2 進数（長さバイトを
含む）を指定する必要があります。

01,AA,3,A
01,AB,0,A

フィールド定義

AA,AB
0x313233063132333435
（または ^X3132330631323334350）

フォーマットバッファ
レコードバッファ

AA,AB.
^X313233063132333435

フォーマットバッファ
レコードバッファ

フィールド AA と AB が更新されます。AA の値は 123 です。AB（可変長フィールド）の値
は 12345 です。

例

例 1：

1 つのレコードをファイル 1 に追加します。レコードの ISN は Adabas によって割り当てられま
す。指定するフィールド値は、以下のとおりです。

値フィールド
ABCDAA

AAAMF（値 1）
BBBMF（値 2）
5BA（第 1 オカレンス）
6BA（第 2 オカレンス）
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コントロールブロック：

Command Code N1

Command ID bbbb (only 1 record being added)

File Number 1

Format Buffer Length 15 (or larger)

Record Buffer Length 16 (or larger)

Additions 3 bbbbbbbb (file 1 not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer AA,MF1-2,BA1-2.

Record Buffer 0x61626364202020206161616262620506
(or ^X61626364202020206161616262620506)

Record Buffer ^X61626364202020206161616262620506

例 2：

1 つのレコードをファイル 2 に追加します。レコードの ISN はユーザーが指定します。指定する
フィールド値は以下のとおりです。

値フィールド
12345678RA

ABCDRB
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コントロールブロック：

Command Code N2

Command ID bbbb (only 1 record is to be added)

File Number 2

ISN 20 (ISN 20 is to be assigned to the
record)

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 18 (or larger)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer RA,RB.

Record Buffer 0x313233343536373861626364202020202020
(or ^X313233343536373861626364202020202020)

Record Buffer ^X313233343536373861626364202020202020
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機能および使用

OP コマンドは、ユーザーセッションの開始を示すために使用します。ユーザーが Adabas にま
だ認識されていない場合は、ユーザーキューエレメントが新しく割り当てられ、ユーザーが CL
コマンドを発行するまで存在し、Adabas またはオペレータによって終了します。

OP コマンドは、つぎのいずれかに該当する場合指定必須となります。

■ ユーザーが排他制御ユーザーの場合（Adabas コマンドの「概要」を参照）
■ ET コマンドで Adabas システムファイルに格納したユーザーデータを読み込む場合
■ ユーザーがアクセスオンリーユーザーの場合（更新コマンドは許されません）
■ ユーザーに特別な処理優先権を割り当てます。

現在のニュークリアスセッションにおいて、OPTION = OPEN_REQUIRED が使用できない場合
の全ユーザーに対して、OP コマンドはオプションです。現在 Adabas に認識されていないユー
ザーが最初に Adabas コマンドを発行すると、Adabas は内部的に OP コマンドと同等の処理を
行います。

セキュリティ保護されたファイルをアクセスするユーザーは、必ずしも OP コマンドを発行する
必要はありませんが、そのセキュリティ保護されたファイルを呼び出すコマンドにはすべて、パ
スワードを指定しなければなりません。

OP コマンドがアクティブな ET ロジックユーザーから発行され、しかもそのユーザーが ET 状
態でない（同時にホールド状態のレコードを持つ）場合は、Adabas がユーザーに対して BT コ
マンドを発行し、OP コマンドに対してレスポンスコード 9 を返します。OP コマンドが別のユー
ザータイプのアクティブなユーザーから発行される場合は、Adabas が、OP コマンド処理に先
立って内部的に CL コマンドを発行します。

ユーザータイプ

Adabas は、ユーザーが行うアクセス／更新の種類によって、いろいろなユーザータイプを認識
します。詳細については、「概念および機能」の「ユーザータイプ」を参照してください。
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OP Command, Procedure Flow
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OP Command, Procedure Flow (continued)
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OP Command, Procedure Flow (continued)

335コマンドリファレンス

OP コマンド（ユーザーセッションの開始）



コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
-/ABコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/ABISN 下限
F/ABISN 数
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

F/UAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

-/AAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

*/–フォーマットバッファ
F/Uレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
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使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
OP

コマンド ID
アクセスオンリーユーザーの場合、Adabas は常にこのフィールドに 0 を返します。

ET ロジックユーザーの場合は、Adabas が、このユーザーの前セッションが CL コマンドで
正常終了したか、前セッションがない場合にバイナリのゼロを返します。このユーザーが ID
ユーザー（アディション 1 が空白でない）であり、現ユーザー ID の先行セッションが CL
コマンドで正常終了しなかった場合は、Adabas が、最後に正常終了したユーザートランザ
クションのシーケンス番号を返します。さらに、レスポンスコード 9 も返ります。

ISN 下限
このフィールドは、ユーザーが非アクティビティタイムリミットを指定するために使用しま
す。

このフィールドにバイナリのゼロが指定されている場合は、Adabas セッションの ADANUC
パラメータ（TNAA、TNAE、TNAX）に指定されている、非アクティビティタイムリミッ
トが有効となります。OP コマンドが正常終了した後、Adabas はこのフィールドに Adabas
システムリリース情報を返します。これ以前にフィールドに表示されていたタイムアウト情
報は、アディション 5 フィールドに返されます。

次のプラットフォーム情報が ISN 下限フィールドに返され、4 バイトのバイナリ値と見なさ
れます。

内容バイト

データベースのハードウェアアーキテクチャを表すアーキテクチャバイト：上位バイト

ビット 0x01 設定済み：下位優先
ビット 0x01 未設定：上位優先

ビット 0x04 設定済み：EBCDIC
ビット 0x04 未設定：ASCII

ビット 0x20 設定済み：IEEE 浮動小数点
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内容バイト

ビット 0x20 未設定：メインフレームの浮動小数点

これは以下を意味します。
インテルアーキテクチャ（Windows、Linux）のアーキテクチャバイトは 0x21 です。
UNIX（AIX、HPUX、Solaris）z/Linux のアーキテクチャバイトは 0x20 です。
メインフレーム Adabas のアーキテクチャバイトは 0x04 です。
製品ライン：
2 = オープンシステム
0

ローカル／リモート指標（ローカルニュークリアス = 0、リモートニュークリアス = 1）下位バイト

ISN 数
ユーザーがトランザクションタイムリミットを指定するために使用します。

このフィールドにバイナリのゼロが指定されている場合は、Adabas セッションの ADANUC
に TT パラメータで指定されている非アクティビティタイムリミットが有効となります。OP
コマンドが正常終了した後、Adabas はこのフィールドに Adabas システムリリース情報を
返します。これ以前にフィールドに表示されていたタイムアウト情報は、アディション 5
フィールドに返されます。

次のバージョン情報が ISN 数フィールドに返され、4 バイトのバイナリ値と見なされます。

内容バイト

主バージョン上位バイト
副バージョン
SM レベル
パッチレベル下位バイト

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レコードバッファ長（ACB のみ）
このフィールドには、レコードバッファ長を指定します。指定する長さは、必要な全レコー
ドバッファエントリを格納するのに十分な長さである必要があります。レコードバッファが
空の場合は、レコードバッファ長をゼロに設定する必要があります。

Adabas システムファイルに格納されたユーザーデータを取り出す場合は、指定する長さが
レコードバッファにユーザーデータが入るだけの十分な長さでなければなりません。そうで
ない場合は、ユーザーデータの桁落ちが発生します。

コマンドオプション 1
このフィールドに R を指定すると、ユーザーがアクセス／更新するファイルを、レコード
バッファに指定したファイルリスト内のファイルだけに制限することを示します。ファイル
リスト内にないファイルへのアクセスまたは更新を試みると、レスポンスコード 17 が返さ
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れます。R を指定しないと、ファイルリスト内にないファイルのアクセス／更新要求は、後
述の｢ユーザーキューエレメント｣に記述したとおりに処理されます。

このフィールドに「S」を指定すると、サブトランザクションのユーザーセクションが有効
になります。ファイルリストが指定されている場合、このオプションは「R」オプションの
意味になります。

コマンドオプション 2
このフィールドに E を指定すると、CL または ET コマンドで Adabas システムファイルに格
納したユーザーデータがレコードバッファに返されることを示します。

ユーザーデータを指定した CL または ET コマンドのうち、最後に正しく実行されたコマン
ドのデータが返されます。

このオプションは、ユーザーセッション開始時に、ユーザーデータを格納したセッションと
同一ユーザー ID を指定した場合に限り使用できます。

それ以外はすべて、このフィールドに空白をセットしなければなりません。
アディション 1

このフィールドは、ユーザーセッションにユーザー ID を指定する場合に使用します。

ユーザー ID は、ユーザーデータの読み込み／格納をしたい場合、さらに後続のユーザー、
または Adabas セッション中にこのデータを使用可能としたい場合に、指定しなければなり
ません。

次のいずれかの場合は、ユーザー ID を指定する必要があります。
■ ユーザーはユーザーデータの格納、および／または読み込みをするつもりです。そして
ユーザーは次のユーザーまたは Adabas セッションの間にこのデータが利用可能であるこ
とを望みます。

■ ユーザーは特別な処理プライオリティを割り当てられるはずです。

ユーザー ID の値は、このユーザーに対しユニークでなければならず（他のユーザーが使用
していない）、また数字か大文字の値で開始していなければなりません。

上記以外のユーザーは、このフィールドを空白にセットしなければなりません。
アディション 2

コマンドが正しく実行されると、Adabas がこのフィールドに返す値は、ユーザータイプに
よって異なります。
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入力値は変わりません。アクセスオンリーユーザー：
返る値は、ユーザーデータが格納された、ユーザーが最後に正常終了
したトランザクションの ISN です。これが最初のセッションである場
合、または ID ユーザーセッションでない場合は、値 0 が返ります。

ET ロジックユーザー：

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 5
ユーザーが ISN 下限フィールドおよび ISN 数フィールドに指定したタイムアウト値は、ア
ディション 5 フィールドの後半 4 バイトに返されます。上位 2 バイトには、ユーザーが指定
した非アクティビティタイムリミットがバイナリ形式で含まれ、下位 2 バイトには、ユー
ザーが指定したトランザクションタイムリミットがバイナリ形式で含まれます。

レコードバッファ

W フィールドのデフォルトエンコード、ローカルタイムゾーン、アクセスや更新の対象ファイ
ル、および実行する更新の種類を、このバッファに指定します。

このバッファの構文形式は以下のとおりです。

[OP_expression,...].

OP_expression は次のいずれかです。

説明OP_expression

Olson データベースとしても知られている tz データベースに含まれるタイムゾー
ンの名前を timezone に指定する必要があります

TZ=’timezone’

（https://www.iana.org/time-zones）。ロケーションのフルネームを指定する必
要があります。例：
America/New_York

http://www.iana.org/assignments/character-sets にリストされているエンコー
ディング名を char_set に指定する必要があります。このリスト内の文字セットの

WCHARSET=’char_set’

ほとんどは、ICU でサポートされています。Adabas は、ICU を使用して国際化
をサポートしています。この文字セットは、フォーマットバッファやサーチバッ
ファに他の文字セットが指定されていないときに、Adabas ユーザーセッション
のレコードバッファやバリューバッファの W フィールドに使用されるデフォル
トの文字セットです。
一部の文字セットは、プラットフォーム依存です（UTF-16 など）。対応するプ
ラットフォームに依存しない文字セット、つまり、UTF-16 の代わりに UTF-16BE
や UTF-16LE を使用することを強く推奨します。そうでなければ、Adabas は、
どの改良型が使用されるかを保証できません。
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説明OP_expression

ここで、usage は次のいずれかになります。usage=file_list

■ ACC または ACCESS：ファイルはアクセスのみになります。
■ UPD または UPDATE：ファイルは更新されます（ET ロジックを意味しま
す）。UPD または . を指定すると、ユーザーは ET ロジックユーザーになりま
す。

■ EXF：ファイルはユーザーの排他制御の下で開かれます。このユーザーセッ
ションがアクティブな間、他のユーザーはファイルにアクセスできません。他
のアクティブなユーザーがそのファイルに ACC、EXF、EXU、または UPD パ
ラメータを指定して、OP コマンドを出していなければ、排他制御が与えられ
ます。

■ EXU：ファイルはユーザーの排他制御の下で更新されます。このユーザーセッ
ションがアクティブな間、他のユーザーはファイルを更新できません。他のア
クティブなユーザーがそのファイルに EXF、EXU、または UPD パラメータを
指定して、OP コマンドを出していなければ、排他制御が与えられます。

file_list の構文は以下のとおりです。

filenumber [,filenumber] ...

ここで、filenumber は、先行するキーワードが適用される Adabas ファイルを示
す番号（先行ゼロを許容）です。

TZ および WCHARSET は一度しか指定できません。

特定の usage キーワード内で、ファイル番号が重複していてもかまいません。複数の usage キー
ワード間で、ファイル番号が重複していてもかまいません。各 usage キーワードは 1 回だけ指
定できます。

UPD、EXF、および EXU は、ファイルのアクセスも暗黙的に含んでいます。ACC または UPD
が唯一の指定キーワードである場合、ファイルリストは必要ありません。

次のキーワードの組み合わせが使用可能です。

■ ACC + EXF
■ ACC + EXU
■ ACC + UPD
■ EXF + UPD
■ EXU + UPD
■ ACC + EXF + UPD
■ ACC + EXU + UPD

ユーザーまたは Adabas ユーティリティ（UTI で表される）によって現在使用中のファイルを別
のユーザーが使用できる場合とできない場合を下記に示します。
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ユーザー 1 現在使用しているユーザー 2 使用を要求する
UTIUPDEXUEXFACC

×○○×○ACC

×××××EXF

××××○EXU

×○××○UPD

×××××UTI*

* ユーティリティには、ユーティリティ実行中に他のユーザーがファイルにアクセスできるもの
もあります。この場合、ユーティリティは、指定した EXU パラメータを使用して OP コマンド
を発行します。

キーワードを指定しない（レコードバッファは . に設定されている）場合、ユーザーは自動的に
ET ロジックユーザーになります。この場合、Adabas コントロールブロックでレコードバッファ
長をゼロに設定できるため、レコードバッファを用意する必要はありません。

ユーザーキューエレメント

ユーザーがアクティブの間、Adabas はそのユーザーに対するユーザーキューエレメント（UQE）
を保持します。UQE は、ユーザーが現在使用中のファイルを示すファイル番号リストを持ちま
す。ファイルリストは、ユーザーが OP コマンドを出したときに生成され、ユーザーセッション
中に変更されることもあります。OP コマンドが発行されていない場合、ファイルリストには
ファイルは記載されていません。

ファイルリストの中の各ファイルは、次のいずれかに区分されます。

■ ACC アクセスのみ
■ EXF 他のすべてのユーザーに対して読み取り／書み込み保護
■ EXU アクセスおよび更新（排他的制御下）
■ UPD アクセスおよび更新
■ UTI アクセスおよび更新（Adabas ユーティリティにより使用）

後で、現在はユーザーファイルリストにないファイルにアクセスしようとすると、そのファイル
が現在 Adabas ユーティリティで使用中かどうかがチェックされ、使用中でない場合は、その
ファイルがユーザーのファイルリストに追加され、ACC とマークされます。

後で、現在はユーザーファイルリストにないファイルを更新しようとすると、以下のチェックが
行われます。

■ 要求とユーザータイプが矛盾していないかどうか。例えば、アクセスオンリーユーザーが更新
コマンドを発行してはならない。
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■ OP コマンドのコマンドオプション 1 フィールドに R が指定されているために、ユーザーの
ファイルリストが制限されているか？

■ 対象ファイルが別のユーザーまたは Adabas ユーティリティによる排他制御の下で更新される
かどうか。

ファイルがそのユーザーに使用可能であると判断されると、そのファイルはユーザーのファイル
リストに追加され、UPD とマークされます。

同ユーザーの前セッションを終了するための OP の使用

次の特殊機能は、ニュークリアスが OPTIONS=OPEN_REQUIRED で開始した場合に限り、有効
になります。

例えば、電源を切り、PC をリブートするなどして、ユーザーセッションが CL（CLOSE）コマ
ンドを使用しないで終了する場合、Adabas ニュークリアスは、まだ接続したままであるとみな
します。ユーザーが同じユーザー ID で新しいセッションを開始しようとすると、ニュークリア
スは新しいプロセス ID のために、この OP コマンドを異なるユーザーから発行されたように扱
い、ユーザーにレスポンスコードを返します。

ただし、このユーザーが新しいセッションを開始し続け、最初のセッションが指定した時間枠
（約 60 秒）の間、非アクティブのままである場合は、最初のセッションが終了します。この結
果、最初のセッションのバックアウトトランザクションコマンド（BT）が発生します。そして、
このユーザーの第 2 セッションを開始できます。その間に、最初のセッションが別のコマンドを
発行する場合は、レスポンスコード 9 が最初のセッションに対して返され、OPEN REQUIRED
を示す情報がコントロールブロックのアディション 2 フィールドに追加されます。詳細について
は、『メッセージおよびコードマニュアル』のレスポンスコード 9、アディション 2 フィールド
の OPEN REQUIRED の値を参照してください。

例

例 1：アクセスオンリーユーザー（文字セット UTF-16BE を使用）

W フィールドに文字セット UTF-16BE を用いて、アクセスオンリーユーザーセッションをオー
プンします。
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コントロールブロック

Command Code OP

Record Buffer Length 24 (or larger)

バッファエリア：

Record Buffer WCHARSET='UTF-16BE',ACC.

例 2：ET ロジックユーザー

ユーザーセッションをオープンし、そのセッション中でファイル 8 と 9 にアクセスし、ファイル
8 と 16 を更新します。また、セッション中にユーザーデータを Adabas システムファイルに格
納します。前のセッションで格納されたユーザーデータも読みます。このユーザーのユーザー
ID は USER0001 です。

コントロールブロック：

Command Code OP

Record Buffer Length 15 (or larger)

Command Option 2 E (user data is to be read)

Additions 1 USER0001 (USERID is required if user data
is to be stored and/or read)

バッファエリア：

Record Buffer ACC=9,UPD=8,16.

例 3：ET ロジック未使用排他制御ユーザー

ファイル 10、11、および 12 を排他制御で扱うユーザーセッションをオープンします。ユーザー
は ET コマンドを発行せず、Adabas システムファイルから／内にユーザーデータを格納せず、
読み込みません。
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コントロールブロック：

Command Code OP

Record Buffer Length 13 (or larger)

Command Option 2 b (user data is not to be stored or read)

Additions 1 bbbbbbbb (USERID is not required)

バッファエリア：

Record Buffer EXU=10,11,12.

例 4：排他制御更新ユーザー

ファイル 10、11、および12 を排他制御で扱うユーザーセッションをオープンします。ユーザー
は ET コマンドを発行します。

コントロールブロック：

Command Code OP

Record Buffer Length 26 (or larger)

Command Option 2 b (user data is not to be stored or read)

Additions 1 bbbbbbbb (USERID is not required)
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バッファエリア：

Record Buffer EXU=10,11,12,UPD=10,11,12.

例 5：ユーザー定義タイムアウトの値

ファイル 5 および 7 を更新するつもりのユーザーセッションをオープンします。ユーザー ID は
USER0002 です。ユーザーセッションは、タイムアウト値 TNAE=30（分）および TT=10（分）
で稼動します。

コントロールブロック：

Command Code OP

Record Buffer Length 8

ISN Lower Limit 1800 (1800 seconds = 30 minutes)

ISN Quantity 600 (600 seconds = 10 minutes)

Additions 1 USER0002

バッファエリア：

Record Buffer UPD=5,7.
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機能および使用

RC コマンドは、現在ユーザーに割り当てられている 1 以上のコマンド ID を解放するときに使
用できます。

コマンド ID は、次のいずれかの場合に解放されなければなりません。

■ SAVE ISN LIST オプション付きの Sx コマンドを実行した結果、Adabas 一時ワークスペース
に格納された ISN リストの処理をユーザーが完了したとき。これにより、Adabas は現在、こ
のリストが占めていたスペースを再使用できます。

■ ユーザーが、エンドオブファイル条件に達する前に、ファイルの順次読み込み（L2/L5、L3/L6、
L9）コマンドを終了したいとき。

■ ユーザーが、空白以外のコマンド ID を用いた一連の L1/L4、A1、N1/N2 コマンドを完了した
とき。
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RC Command, Procedure Flow
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RC Command, Procedure Flow (continued)
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RC Command, Procedure Flow (continued)

コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

-/AA、Bアディション 2

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア
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バッファエリア

バッファ

–/–フォーマットバッファ
–/–レコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
RC

コマンド ID
解放するローカルコマンド ID または区切られたフォーマットバッファ ID をこのフィールド
に指定します。バイナリ 0 を指定すると、ユーザーに現在割り当てられている全コマンド ID
が解放されます。

解放するローカルコマンド ID は、このフィールドに指定します。バイナリ 0 を指定すると、
ユーザーに現在割り当てられている全コマンド ID が解放されます。このコマンドはグロー
バルコマンド ID には適用されません。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。
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コマンドオプション 1/2
この 2 つのフィールドは、解放するコマンド ID が、内部フォーマットバッファプール、ISN
リストテーブル、またはシーケンシャルコマンドテーブルのいずれのタイプかを示すために
使用します。この各テーブルについては、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照してください。

この 2 つのフィールドのどちらかが F のときは、コマンド ID が内部フォーマットバッファ
プールにある場合は、解放することを示します。

この 2 つのフィールドのどちらかが S のときは、コマンド ID がシーケンシャルコマンドテー
ブルにある場合は、解放することを示します。

この 2 つのフィールドのどちらかが I のときは、コマンド ID が ISN リストテーブルにある
場合は、解放することを示します。

2 つのフィールドともに空白またはバイナリ 0 の場合は、上記テーブルに存在するコマンド
ID を全部解放します。

これらのフィールドのいずれかに "L" が含まれるときは、グローバルフォーマットバッファ
ID を解放することを示しています。フォーマットバッファ ID はアディション 5 フィールド
に格納されます。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 5
このフィールドは、コマンドオプション 1/2 フィールドに L が含まれている場合に、解放さ
れるグローバルフォーマットバッファ ID を提供するものに使用します。

例

例 1：

コマンド ID X003 を解放します。

コントロールブロック

Command Code RC
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Command ID X003 (command ID X003 to be released)

Command Option 1/2 bb (all CID types to be released)

例 2：

現在ユーザーに割り当てられている全コマンド ID を解放します。

コントロールブロック

Command Code RC

Command ID 0x00000000 (binary zeros indicate that
(or ^X00000000) all command IDs are to be released)

Command ID ^X00000000 ( binary zeros indicate that
all command IDs are to be released)

Command Option 1/2 bb (all CID types to be released)
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例 3：

シーケンシャルコマンドテーブルまたは内部フォーマットバッファプールにあるユーザーに割り
当てられている全コマンド ID を解放します。

コントロールブロック

Command Code RC

Command ID 0x00000000 (binary zeros indicate that
(or ^X00000000) all command IDs are to be released)

Command ID ^X00000000 (binary zeros indicate that
all command IDs are to be released)

Command Option 1 F (F indicates that command IDs contained
in the internal format buffer pool are to
be released)

Command Option 2 S (S indicates that command IDs contained
in the table of sequential commands are
to be released)
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機能および使用

RE コマンドは、前に CL または ET コマンドで Adabas システムファイルに格納されたユーザー
データを読むために使用します。

このユーザーデータは、ユーザーセッションまたは Adabas セッションの異常終了後、ユーザー
再スタートを実行するのに必要な場合があります。

同じユーザー ID を OP コマンドで指定して、前セッションと現在のセッションを開始した場合
は、RE コマンドが前セッションで格納したユーザーデータを読み込みます。

データを格納したユーザーのユーザー ID がわかっている場合は、別のユーザーが格納したユー
ザーデータを読み込むことができます。

RE Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
-/ABコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

*/–フォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*
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（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
RE

コマンド ID
ユーザーデータを格納したユーザーが ET ロジックユーザーの場合は、Adabas がこのフィー
ルドに、そのユーザーが最後に完了した論理トランザクションシーケンス番号を返します。

ユーザーが現在アクティブではなく、最後のセッションが正常終了した場合は、0 が返され
ます。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファの長さを示します。指定した長さによって、返されるユーザーデータのバ
イト数が決まります。

指定長が使用可能なユーザーデータより短い場合は、指定バイト数だけがレコードバッファ
に入り、右側のバイトが桁落ちします。レスポンスコード 2 が返されます。

コマンドオプション 1
このフィールドに I を指定すると、他ユーザーが格納したユーザーデータを読むことを示し
ます。

アディション 1
他ユーザーが格納したユーザーデータを読む場合は、このフィールドに、データを格納した
ユーザーのユーザー ID を指定しなければなりません。

アディション 2
読み込まれるデータを格納したユーザーが ET ロジックユーザーであった場合は、Adabas が
このフィールドに、ET または CL コマンドでユーザーデータを格納した最終完了トランザク
ションシーケンス番号を返します。
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レコードバッファ

Adabas はこのバッファにユーザーデータを返します。

ET データが見つからない場合は、レコードバッファが空白になります。

レコードバッファがユーザーデータよりも大きい場合は、レコードバッファに空白が付加されま
す。レコードバッファがユーザーデータよりも小さい場合は、ユーザーデータが切り捨てられま
す。

例

例 1：

以前に ET コマンドで格納したユーザーデータを読みます。

コントロールブロック

Command Code RE

Record Buffer Length 100 (100 bytes user data is to be read)

Command Option 1 b (the user data to be read was stored by
this user)

例 2：

他のユーザー（ユーザー ID=USER6666）が格納したユーザーデータを読みます。

コントロールブロック

Command Code RE
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Record Buffer Length 150 (150 bytes of user data to be read)

Command Option 1 I (the user data to be read was stored by
another user)

Additions 1 USER6666 (USERID of the user who stored
the user data)
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機能および使用

RI コマンドは、レコードのロック解除、またはロックレベルのダウングレード（排他から共有）
に使用されます。

解放するレコードの ISN とファイル番号を指定します。

現在当ユーザーにホールドされている全レコードを解放するオプションもあります。

このコマンドは、更新していたレコードには拒否されます。

RI Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

F/ABISN

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
-/AA、Bアディション 2

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

–/–フォーマットバッファ
–/–レコードバッファ
–/–サーチバッファ
–/–バリューバッファ
–/–ISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。
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コントロールブロック

コマンドコード
RI

File Number
解放したいレコードをもつファイル番号。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。指定したレコードが現ユーザーに
対してホールド状態でない場合も、レスポンスコード 0 が返されます。指定したレコードが
別のユーザーに対してホールド状態である場合は、ホールドされたレコードが解放されず、
レスポンスコード 0 が返されます。

ISN
解放するレコードの ISN。

ユーザーがホールドした全レコードを解放したい場合は、このフィールドにバイナリ 0 を
セットします。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
このフィールドを空白にすると、レコードはホールド状態から完全に解放されます。この
フィールドを「S」にすると、ロックモードが排他から共有へとダウングレードされます。

例

ファイル 2 の ISN 3 のレコードをホールド状態から解放します。

コントロールブロック

Command Code RI

File Number 2 (record to be released is in file 2)

ISN 3 (record with ISN 3 is to be released)
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機能および使用

S1/S2/S4 コマンドは、ある検索条件を満足するレコードの集合を選択するのに使用します。

検索条件は、単一フィールド、または論理演算子で連結された複数のフィールドを使用して作成
できます。ディスクリプタのみを使用した場合、Adabas は、アソシエータインバーテッドリス
トを使用して問い合わせを解決し、データストレージにはアクセスしません。

S1/S2/S4 コマンドの結果は、条件を満足するレコードおよびその ISN リストのセットです。S1/S4
コマンドを使用すると、ISN バッファに昇順で ISN が返されます。S2 コマンドを使用すると、
ユーザーが指定したソート順に ISN が返されます。S4 コマンドを使用すると、生成された ISN
リスト内で最初の ISN が、ホールド状態になります。つまり、他のユーザーに対してレコード
がロックされます。S4 コマンドは、ユーザーがレコードを更新したい場合など、他のユーザー
がレコードを更新できないようにする必要がある場合に使用します。詳細については、「概念お
よび機能」の「競合更新、共有ロック」を参照してください。レコードに対し、ユーザーがすで
に下位のロックモードでロックをホールドしている場合は、要求されたロックモードにアップグ
レードされます。レコードに対し、ユーザーがすでに上位ロックモードでホールドしている場
合、ロックモードは変更されません。

Adabas は、（要求された場合に）最初の S1/S2/S4 コールで ISN バッファに挿入できなかった
ISN を Adabas 一時ワークスペースに格納します。オーバーフロー ISN は、S1/S2/S4 の再コール
により、後で取り出せます。詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「ISN リスト処
理」を参照してください。

Adabas は、オーバーフロー ISN リストの最後にある ISN がユーザーに返されたきにそのリスト
を解放します。後の処理のために全 ISN リストを保持する必要がある場合は、SAVE ISN LIST
オプションを使用する必要があります。このオプションを指定すると、ISN リスト全体が Adabas
一時ワークスペース上に格納され、しかも RC または CL コマンドが発行されるまで（または
Adabas セッションが終了するまで）解放されません。

L1/L4 コマンドの GET NEXT オプションを使って ISN で識別されるレコードを読むときは、ISN
バッファは必要ありません。このオプションを使用すると、Adabas によって保存された ISN リ
ストから自動的に ISN が取得されます。

オプションとして、S1/S2/S4 コマンドで、データストレージから結果 ISN リストの最初の ISN
レコードを読み取ることができます。
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S1/S2/S4 Command, Procedure Flow
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S1/S2/S4 Command, Procedure Flow (continued)
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S1/S2/S4 Command, Procedure Flow (continued)
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

-/ABISN

F/UBISN 下限
-/ABISN 数
F/UBフォーマットバッファ長（ACB のみ）
F/UBレコードバッファ長（ACB のみ）
F/UBサーチバッファ長（ACB のみ）
F/UBバリューバッファ長（ACB のみ）
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

F/UAコマンドオプション 3（ACBX のみ）
F/UAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/UAアディション 5

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

F/Uフォーマットバッファ
–/Aレコードバッファ
F/Uサーチバッファ
F/Uバリューバッファ
–/AISN バッファ
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フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
S1/S2/S4

コマンド ID
このフィールドは、結果の ISN リストを Adabas 一時ワークスペースに格納する場合に、ISN
リストを識別する値を指定するために使用します。

SAVE ISN LIST オプションを使用する場合、またはオーバーフローした ISN を格納する場合
には、このフィールドに空白以外でゼロ以外の値を指定する必要があります。

S2 コマンドが使用されている場合、このフィールドに空白以外で 0 以外の値を指定する必要
があります。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
に設定しないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには、16 進数 "FF" をセットしないでください。

詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「ISN リスト処理」を参照してくださ
い。

File Number
ISN を選択するファイルの番号。

Response Code
このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。
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ISN
このフィールドには、ISN 結果リストの先頭 ISN が返されます。実行結果の ISN リストがな
い場合、このフィールドは変更されません。これは最初のコールでも、その後の Adabas 一
時ワークスペースから ISN を取得するためのコールでも同様です。

ISN 下限
このフィールドを最初の Sx コールで使用すると、このフィールドに指定した ISN より大き
い ISN だけが ISN 結果リストに含まれるように制限されます。このフィールドをゼロに設定
すると、該当するすべての ISN が返されます。

後続の Sx コールでは、このフィールドは、Adabas 一時ワークスペースに保存された ISN リ
ストから ISN グループを取得するときに、使用する最初の ISN を特定する目的で使用されま
す。

ISN 数
Adabas は最初の Sx コールの結果として、検索条件を満足するレコード件数をこのフィール
ドに返します。

また、Adabas は、Adabas 一時ワークスペースから ISN を取得するのに使用した後続の SX
コールの結果として、ISN バッファに返した ISN の個数を返します。

フォーマットバッファ長（ACB のみ）
フォーマットバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するフォー
マットバッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

レコードバッファ長（ACB のみ）
レコードバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するレコード
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

サーチバッファ長（ACB のみ）
サーチバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するサーチバッ
ファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

バリューバッファ長（ACB のみ）
バリューバッファ長（バイト単位）を示します。ユーザープログラムで定義するバリュー
バッファエリアは、ここに指定する長さ以上である必要があります。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファ長（バイト単位）を示します。この長さによって ISN バッファに配置される
ISN の数が決定します。

このフィールドをゼロにすると、ISN は ISN バッファに追加されません。L1/L4 コマンドの
GET NEXT オプションを指定して ISN 結果リストを読み込む場合、または条件に合ったレ
コード数を求めるためだけにコマンドを発行する場合、このフィールドはゼロにする必要が
あります。

ゼロ以外の値を指定する場合は、4 の倍数にする必要があります。それ以外の場合、長さに
は 4 の倍数で次に小さい整数が設定されます。
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コマンドオプション 1
このフィールドを H にすると、SAVE ISN LIST オプションを呼び出します。このオプショ
ンを使用すると、Adabas は実行結果の ISN リスト全体を Adabas 一時ワークスペースに格
納します。

このフィールドに R を指定すると、RETURN オプションを使用することを示します。S4 コ
マンドが発行され、読み込んでホールドするレコードが別のユーザーにホールドされている
場合は、Adabas が、そのレコードが使用可能になるまでユーザーをホールド状態に置かず
にレスポンスコード 145 を返します。

コマンドオプション 2
S2 コマンドを使用している場合は、このフィールドを、実行結果の ISN をディスクリプタ
値の昇順と降順のどちらでソートするかを指定するために使用します。

D は、降順ソートを指定することを意味します。

T は、インデックス切り捨てチェックを実行することを示します。このオプションが指定さ
れると、サーチバッファには、TR オプションを持つディスクリプタを指定しければならず、
バリューバッファには対応する値を指定しなければなりません。この場合、検索処理が実行
されるわけではなく、指定されたディスクリプタ値がインデックスで切り捨てられるかどう
かを確認するチェックだけが行われます。レスポンスコード 0 は切り捨てを行わないこと
を、レスポンスコード 2 は切り捨てを行うことを示します。

コマンドオプション 1/2
いずれかのフィールドが I であるときは、コマンド実行中に行う最初の処理として、コマン
ド ID フィールドに指定されている CID 値を解放します。

コマンドオプション 3（ACBX のみ）
コマンドオプション 3 は、S4 コマンドにのみ関係します。

このフィールドの「C」は、コマンドがアクティブな間のみ、最初に見つかったレコードの
共有ロックを取得することを示しています。レコードが事前に既にロックされている場合
は、レコードはロックされたままになります。このオプションを使用すると、ダーティリー
ドが回避され、レコードのコミット済みの状態のみが表示されます。

このフィールドの「S」は、最初に見つかったレコードが共有ホールド状態になることを示
しています。現在のトランザクションがコミットまたはバックアウトされたときにロックは
再び解除されます。コマンドがサブトランザクションに属している場合、現在のサブトラン
ザクションがバックアウトされたときにロックも解除されます。RI コマンドを使用してロッ
クを解除することもできます。

このフィールドの「Q」は、コマンド ID と ISN バッファ長が 4 の S4 コマンドにのみ許可さ
れ、最初に見つかったレコードが共有ホールド状態になることを示します。この読み込み
シーケンスの次の順次読み込みコマンドの開始時か、「S」オプションを使用したレコード
の読み込みを解放するイベントの発生時か、どちらかが先に発生したときに、ロックが再び
解放されます。「Q」オプションを使用した複数のコマンドによって同じレコードが読み込
まれた場合、これらのすべてのコマンドシーケンスで、次のレコードが読み込まれるか、RC
コマンドが発行されたときにのみレコードが解放されます。"S" オプションが指定された別
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のコマンドによって同じレコードが読み込まれた場合またはレコードが排他的にロックされ
た場合は、コマンドシーケンスの次のレコードを読み込んでもレコードは解放されません。
「Q」オプションは、コマンドオプション 1 = ‘M’（マルチフェッチ機能）と組み合わせて指
定することはできません。

注意: S4 コマンドで 1 つのレコードのみが見つかり、コマンドオプション 1 が「H」
と等しくない場合、ISN リストエントリは生成されません。そのため、「Q」オプショ
ンを使用して読み込まれた場合にレコードを解放するコマンド ID に対して、順次読
み込みコマンドを実行できません。つまり、「Q」オプションで読み込まれたレコー
ドは、「S」オプションで読み込まれたレコードも解放されるイベントが発生するま
で、共有ホールド状態のままになります。

このフィールドが空白のときは、レコードが排他的にロックされていることを示します。
アディション 1

S2 コマンドを使用している場合は、このフィールドに、ソート順を制御するディスクリプタ
（複数でも可）を指定します。1 個から 4 個までのディスクリプタを指定できます。ディス
クリプタまたは非ディスクリプタフィールド名が使用されている可能性がありますが、フィー
ルド名をピリオディックグループから生成しないでください。ハイパーディスクリプタを指
定することはできますが、非ディスクリプタフィールド名と組み合わせることはできませ
ん。フォネティックディスクリプタは指定しないでください。サブディスクリプタおよび
スーパーディスクリプタは、PEグループのフィールドでない場合に指定できます。マルチプ
ルバリューフィールドは指定できますが、その場合、指定レコード内の最高値に基づいて
ISN がソートされます。

ディスクリプタは、バイト 1 から開始して（左詰めで）指定し、残りの桁は空白（以下の例
では "b"）にセットする必要があります。

例：

XXYYbbbb

XX = major sort descriptor
YY = minor sort descriptor

非ディスクリプタフィールドを使用し、FDT の標準長がゼロ以外の場合、非ディスクリプタ
フィールドの値すべてが、FDT の標準長以内に収まる必要があります。そうでない場合はレ
スポンス 1 が返されることがあります。

NU オプションで定義され、空値を含むディスクリプタをソート順として使用した場合、ソー
トされたリストの先頭に空値が表示されます。
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例：

Sorted list with NU option : 0, -1, +1

Sorted list without NU option : -1, 0, +1

S2 コマンドを使用している場合は、このフィールドはソート順の制御に使用するディスクリ
プタ（複数可）を指定します。1～3 個のディスクリプタを指定できます。サブディスクリプ
タおよびスーパーディスクリプタは、PEグループのフィールドでない場合に指定できます。
フォネティックディスクリプタまたはピリオディックグループ内のディスクリプタは指定で
きません。マルチプルバリューフィールドは使用できます。このとき、レコード内の最高値
に応じて ISN がソートされます。

ディスクリプタは、バイト 1 から開始して（左詰めで）指定し、残りの桁は空白にセットす
る必要があります。
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例：

XXYYbbbb

XX = 主ソートディスクリプタ
YY = 副ソートディスクリプタ

ソートできる ISN の数は、DBA が設定した SORT ワークエリアのサイズに依存します。限
度を超過すると、ソートは行われず、レスポンスコード 1 が返されます。ISN は昇順で返さ
れます。ISN 結果リストの異なるディスクリプタ値の個数は、65535 に制限されます。

NU オプションで定義され、空値を含むディスクリプタをソート順として使用した場合、ソー
トされたリストの先頭に空値が表示されます。

例：

Sorted list

with NU option: 0, –1, +1
format: unpacked

without NU option: –1, 0, +1

アディション 2
少なくとも 1 つのレコードが見つかり、フォーマットバッファで少なくとも 1 つの Adabas
フィールドが要求された場合、Adabas はこのフィールドで読み込まれたレコードの圧縮レ
コード長を返します。この長さは先頭 2 バイトにバイナリ形式で入ります。

末尾の 2 バイトには、フォーマットバッファで選択した非圧縮（デコンプレス）フィールド
の長さがバイナリ形式で入ります。

このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 5
このフィールドには、このコマンド用の内部フォーマットバッファを識別する別のフォー
マットバッファ ID を指定するか、グローバルフォーマットバッファ ID を指定します。
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アディション 5 フィールドの先頭バイトが英数字でなければ、コマンド ID フィールドに指
定された値をフォーマットバッファ ID としても使用できます。

先頭バイトが小文字の場合は、アディション 5 フィールドの 5 バイト目から 8 バイト目まで
が別のローカルフォーマットバッファ ID として使用されます。

先頭バイトが数字または大文字の場合は、アディション 5 フィールド（8 バイト）が別のグ
ローバルフォーマットバッファ ID として使用されます。つまり、フォーマットバッファ ID
は、複数のユーザーが同時に使用できます。

詳細および例については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID の使用」を参照
してください。

フォーマットバッファ

ISN 結果リストの先頭の ISN を持つレコードをデータストレージから読み込む場合、このバッ
ファには、値を取得するレコード内のフィールドを指定する必要があります。

フォーマットバッファ構成の構文および例については、「Adabas の呼び出し」の「フォーマッ
トバッファとレコードバッファ」を参照してください。

読み込みを行わない場合、このバッファの空白以外の第 1 文字はピリオド（.）である必要があ
ります。

レコードバッファ

フォーマットバッファが与えられている場合は、Adabas が、このバッファに要求されたフィー
ルドの値を返します。

その値は、特にユーザーがフォーマットバッファに標準長と異なるフィールド長および／または
フォーマットを要求しない限り、フィールドの標準長と標準フォーマットに従って返されます。

サーチバッファとバリューバッファ

この 2 つのバッファは、検索条件を定義するのに使用します。検索式（複数可）をサーチバッ
ファに指定し、検索式に対応する値をバリューバッファに指定します。

サーチバッファとバリューバッファの構文および例については、「Adabas の呼び出し」の「サー
チバッファとバリューバッファ」を参照してください。

379コマンドリファレンス

S1/S2/S4 コマンド（検索レコード）



ISN バッファ

このバッファには、ISN 結果リストが格納されます。各 ISN は 4 バイトの 2 進数で返されます。

ISN は、S2 コマンドを使用していない場合は昇順で返されます。S2 コマンドを使用している場
合は、ユーザー指定のソート順で返されます。

ISN バッファ長フィールドがゼロに指定されている場合は、ISN バッファに ISN がまったく返
されません。

ISN バッファ長がゼロでなく、ISN バッファが実行結果の全ISNを入れるには充分の長さがな
く、しかも空白やゼロ以外の有効なコマンド ID を使った場合、Adabas はオーバーフローした
ISN を Adabas 一時ワークスペースに格納します。その後、同一コマンド ID の S1/S2/S4 コール
を使って、この ISN を取り出すことができます。詳細については、「プログラミングの考慮事
項」の「ISN リスト処理」を参照してください。

例

注意: ここで記述するすべての例は、付録 A のファイルを使用しています。

例 1：

ディスクリプタ AA で、A から J の値を持つファイル 1 内のレコードの集合を選択します。

コントロールブロック：

Command Code S1

Command ID bbbb (no ISNs are to be stored on the
Adabas temporary working space)

File Number 1
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ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be returned)

Format Buffer Length 1 (or larger)

Search Buffer Length 12 (or larger)

Value Buffer Length 2 (or larger)

ISN Buffer Length 200 (no more than 50 ISNs are expected)

Command Option 1 b (SAVE ISN LIST option not used)

Additions 3 bbbbbbbb (the file is not security
protected)

バッファエリア：

Format Buffer . (no read to be done)

Search Buffer AA,1,S,AA,1.

Value Buffer C'AJ'

例 2：

READ オプション付き FIND。フィールド AA が ABCDEFGH の レコードの ISN をファイル 1
から選択します。また、レコードのフィールド AC の値をデータストレージから読みます。

コントロールブロック：

Command Code S1
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Command ID bbbb (no ISNs are to be stored on the
Adabas temporary working space)

File Number 1

ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be returned)

Format Buffer Length 3 (or larger)

Record Buffer Length 20 (or larger)

Search Buffer Length 3 (or larger)

Value Buffer Length 8 (or larger)

ISN Buffer Length 4 (no more than 1 ISN expected)

Command Option 1 b (the Save ISN List option is not to be
used)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer AC. (the value for field AC is to be
returned)

Search Buffer AA.
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Value Buffer "ABCDEFGH"
0x6162636465666768
(or ^X6162636465666768)

Value Buffer "ABCDEFGH"
^X6162636465666768

例 3：

ISN バッファオーバーフローのある FIND。ファイル 1 のフィールド AA の値が、A から D の範
囲にあるレコードの集合を選択します。ISN バッファオーバーフローを取り扱います。

コントロールブロック：

Command Code S1

Command ID ABCD (a non blank Command ID is required)

File Number 1

ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be returned)

Format Buffer Length 1 (or larger)

Record Buffer Length 0 (or larger)

Search Buffer Length 12 (or larger)

Value Buffer Length 2 (or larger)

ISN Buffer Length 100 (up to 25 ISNs will be returned with
each call)
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Command Option 1 b (SAVE ISN LIST option not used)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer . (no read to be performed)

Search Buffer AA,1,S,AA,1.

Value Buffer "AD"
0x6164
(or ^X6164)

Value Buffer "AD"
^X6164

Adabas は、最初の S1 コールの結果として ISN バッファに最大 25 個の ISN を返します。問い合
わせの結果の ISN の数が 25 を超えた場合、残りの ISN はコマンド ID ABCD の下で Adabas 一
時ワークスペースに格納されます。オーバーフローした ISN は、同じコマンド ID を使用して
S1 コールを繰り返すことで読み込めます。

例 4：

SAVE ISN LIST オプション付き FIND。ファイル 2 のフィールド XB の値が +80 である全レコー
ドを選択します。実行結果の ISN リスト全体は Adabas 一時ワークスペースに格納されます。

コントロールブロック：

Command Code S1

Command ID BCDE (a non blank CID is required when
using the Save ISN List option)
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File Number 2

ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be selected)

Format Buffer Length 1 (or larger)

Record Buffer Length 0 (or larger)

Search Buffer Length 3 (or larger)

Value Buffer Length 2 (or larger)

ISN Buffer Length 200 ( a maximum of 50 ISNs will be
returned on each call)

Command Option 1 H (Save ISN List option is to be used)

Additions 3 Password (file is security protected)
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バッファエリア：

Format Buffer . (no read is to be done)

Search Buffer XB.

Value Buffer 0x080C
(or ^X080C)

Value Buffer ^X080C

コマンド ID BCDE の S1 コマンドを繰り返すと、このコールの結果、格納される ISN リストか
らどの ISN グループも読み込めます。Adabas は、ISN 下限フィールドで指定した ISN の次に大
きい ISN で始まるバッファに収容できるだけの ISN を入れます。

例 5：

ソート付き FIND。ファイル 1 のフィールド AA の値が A から F の範囲にある全レコードを選
択します。実行結果の ISN リストは、フィールド AB の値の昇順で返されます。

コントロールブロック：

Command Code S2

Command ID CDEF (a non blank Command ID is required
when using the S2 command)

File Number 1

ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be selected)

Format Buffer Length 1 (or larger)
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Record Buffer Length 0 (or larger)

Search Buffer Length 12 (or larger)

Value Buffer Length 2 (or larger)

ISN Buffer Length 100 ( a maximum of 25 ISNs will be
returned on each call)

Command Option 1 b (the Save ISN List option is not used)

Command Option 2 b (the descending sort option is not used)

Additions 1 ABbbbbbb (resulting ISNs are to be sorted
on the values of field AB)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

バッファエリア：

Format Buffer . (no read is to be done)

Search Buffer AA,1,S,AA,1.

Value Buffer "AF"
0x6166
(or ^X6166)

Value Buffer "AF"
^X6166

例 6：

ホールド付 FIND。フィールド AA の値が 87654321 のファイル 1 のレコードを選択します。ま
た、ISN リストの先頭のレコードは、読んでホールド状態に置かれます。フィールド AB と AC
の値が返ります。

387コマンドリファレンス

S1/S2/S4 コマンド（検索レコード）



コントロールブロック：

Command Code S4

Command ID bbbb (blank Command ID may be used since
SAVE ISN LIST option is not to be used
and no overflow ISNs are expected)

File Number 1

ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be selected)

Format Buffer Length 6 (or larger)

Record Buffer Length 22 (or larger)

Search Buffer Length 3 (or larger)

Value Buffer Length 8 (or larger)

ISN Buffer Length 4 (only 1 ISN is expected)

Command Option 1 b (the Save ISN List option is not to be
used)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)
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バッファエリア：

Format Buffer AB,AC. (the record which is identified by
the first ISN is to be read, values for
fields AB and AC are to be returned)

Search Buffer AA.

Value Buffer "87654321"
0x6867666564636261
(or ^X6867666564636261)

Value Buffer "87654321"
^X6867666564636261

例 7：

複合検索条件を使用した FIND。サブディスクリプタ SA の値が ABCD で、フィールド XB の値
が 80 より小さく、フィールド XE の値が MMMMM から ZZZZZ（ただし、Sbbbb から TZZZZ
までは除く）であるファイル 2 のレコードセットの集合を選択します。

コントロールブロック：

Command Code S1

Command ID GGGG (a non blank Command ID is used
since Save ISN List option is to be used)

File Number 2

ISN Lower Limit 0 (all qualifying ISNs are to be selected)

Format Buffer Length 1 (or larger)
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Record Buffer Length 0 (or larger)

Search Buffer Length 35 (or larger)

Value Buffer Length 27 (or larger)

ISN Buffer Length 0 (No ISNs to be returned in the ISN
Buffer).

Command Option 1 H (Save ISN List option is to be used)

Additions 3 Password (file 2 is security protected)

バッファエリア：

Format Buffer . (no read is to be done)

Search Buffer SA,D,XB,3,U,LT,D,XE,S,XE,N,XE,S,XE.

Value Buffer C'ABCD080MMMMMZZZZZSbbbbTZZZZ'
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機能および使用

S8 コマンドは、先の Sx コマンドで作成された 2 つの ISN リストに論理演算処理を行うために使
用します。

処理を行う 2 つの ISN リストは、ISN 順に並んでいなければなりません。S2 または S9 コマンド
で作成された ISN 順に並んでない ISN リストは使用できません。

使用する ISN リストには、単一 Adabas ファイルの ISN が含まれていなければなりません。

S8 コマンドは、以下の論理演算を行うのに使用できます。

■ AND（論理積）実行結果の ISN リストには、両方の ISN リストに共通に存在する ISN が含ま
れます。

■ OR（論理和）実行結果の ISN リストには、両方の ISN リストのうちどちらかに存在する ISN
が含まれます。

■ NOT実行結果の ISN リストには、第 1 の ISN リストに属し、第 2 の ISN リストには属さない
ISN が含まれます。

実行結果の ISN は、昇順で ISN バッファに返されます。

1 つまたは両方の元 ISN リストが SAVE ISN LIST オプションを指定しないで格納された場合は、
そのリスト（複数可）が S8 コマンド終了時に自動的に解放されます。
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S8 Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

-/ABISN

F/ABISN 下限
-/ABISN 数
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

F/UAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

*フォーマットバッファ
*レコードバッファ
*サーチバッファ
*バリューバッファ
–/AISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
ユーザーによって設定F
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Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
S8

コマンド ID
このフィールドは、結果の ISN リストを Adabas 一時ワークスペースに格納する場合に、ISN
リストを識別する値を指定するために使用します。

SAVE ISN LIST オプションを使用する場合、またはオーバーフローした ISN を格納する場合
には、このフィールドに空白以外でゼロ以外の値を指定する必要があります。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
に設定しないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには 16 進数 "FF" をセットしないでください。
File Number

処理対象 ISN リストを取得するファイルの番号。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN
このフィールドには、ISN 結果リストの先頭 ISN が返されます。実行結果の ISN リストがな
い場合、このフィールドは変更されません。これは最初のコールでも、その後の Adabas 一
時ワークスペースから ISN を取得するためのコールでも同様です。

ISN 下限
このフィールドを最初の Sx コールで使用すると、このフィールドに指定した ISN より大き
い ISN だけが ISN 結果リストに含まれるように制限されます。このフィールドをゼロに設定
すると、該当するすべての ISN が返されます。

また、このフィールドは、Adabas 一時ワークスペースに保存された ISN リストから ISN グ
ループを取得するときにも使用します。
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ISN 数
Adabas はこのフィールドに、最初の S8 コールの結果として実行結果の ISN リストに入るレ
コード数を返します。

また、Adabas 一時ワークスペースから ISN を取得するための後続の S8 コールの結果とし
て、Adabas は ISN バッファに格納した ISN の数を返します。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファ長（バイト単位）を示します。この長さによって ISN バッファに配置される
ISN の数が決定します。

このフィールドをゼロにすると、ISN は ISN バッファに追加されません。L1/L4 コマンドの
GET NEXT オプションを指定して ISN 結果リストを読み込む場合、または条件に合ったレ
コード数を求めるためだけにコマンドを発行する場合、このフィールドはゼロにする必要が
あります。

ゼロ以外の値を指定する場合は、4 の倍数にする必要があります。それ以外の場合、長さに
は 4 の倍数で次に小さい整数が設定されます。

コマンドオプション 1
このフィールドを H にすると、SAVE ISN LIST オプションを呼び出します。このオプショ
ンを使用すると、Adabas は実行結果の ISN リスト全体を Adabas 一時ワークスペースに格
納します。

コマンドオプション 2
このフィールドは、ISN リストに行う論理演算を示すのに使用します。

D は、AND（論理積）演算を行います。実行結果の ISNリスト には、両 ISN リストに共通
の ISN だけが入ります。

O は、OR（論理和）演算を行います。実行結果の ISN リストには、両 ISNリストのうち、
どちらかに存在する ISN がすべて入ります。

N は、NOT演算を行います。実行結果の ISN リストには、第 1 リストにあって、第 2 リス
トにない ISN が入ります。

I は、コマンド実行時に最初に行うアクションとして、コマンド ID フィールドに指定された
CID 値を解放します。

アディション 1
処理する ISN リストを識別するコマンド ID を、このフィールドに（コマンド ID ごとに 4 バ
イトずつ）指定しなければなりません。各 ISN リストは、現在 Adabas 一時ワークスペース
に格納されており、同一ファイルの ISN で構成されている必要があります。

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。
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使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

ISN バッファ

このバッファには、ISN 結果リストが格納されます。各 ISN は 4 バイトの 2 進数で返されます。

ISN バッファ長がゼロでなく、ISN バッファが実行結果の全 ISN を格納するのに充分な大きさ
がなく、しかも空白やゼロ以外のコマンド ID を使用した場合には、Adabas はオーバーフロー
した ISN を Adabas 一時ワークスペースに格納します。これらの ISN は、その後、同一コマン
ド ID の Sx コールで読み込むことができます。詳細については、「プログラミングの考慮事項」
の「ISN リスト処理」を参照してください。

例

2 つの ISN リストのいずれかに属する ISN を持つ第 3 の ISN リストを生成するために、2 つの
リスト間に論理 OR 演算を行います。処理対象の 2 つの ISN リストは、コマンド ID U020 と
U021 の下で Adabas 一時ワークスペースに格納されています。結果のリストは、コマンド ID
U999 の下で Adabas 一時ワークスペースに格納されます。SAVE ISN LIST オプションを使用し
ます。

コントロールブロック：

Command Code S8

Command ID U999 (the resulting ISN list is to be
stored under the command ID U999)

ISN Lower Limit 0 (all of the resulting ISNs are to be
selected)
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ISN Buffer Length 0 (no ISNs are to be returned in the ISN
Buffer)

Command Option 1 H (Save ISN List option to be used)

Command Option 2 O (an OR operation is to be performed)

Additions 1 U020U021 (the ISN lists identified by the
command IDs U020 and U021 are to be
processed)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)
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機能および使用

S9 コマンドは、先の Sx コマンドを使って作成した ISN リストをソートしたり、ユーザーの与え
た ISN リストをソートしたりするのに使用します。

ソートには 2 つのタイプがあります。

■ ISN 値の順（ISN の昇順）
■ ユーザー指定のディスクリプタの値（複数可）の順。ソート順の制御用に、1～4 個のディス
クリプタを指定できます。昇順、降順のどちらかを指定できます。

ソートする ISN リストは、Adabas 一時ワークスペースファイルに格納されるか、または ISN
バッファに提供されます。

実行結果の ISN リストは、ISN バッファに入ります。
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S9 Command, Procedure Flow
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コントロールブロック

フォーマットField

F/UBコールタイプ
-/-予約（内部使用）
F/UAコマンドコード
F/UBコマンド ID

F/U (1)BFile Number

F/A (1)BResponse Code

-/ABISN

F/UBISN 下限
F/ABISN 数
F/UBISN バッファ長（ACB のみ）
F/UAコマンドオプション 1

F/UAコマンドオプション 2

F/UAアディション 1

-/AA、Bアディション 2

F/AAアディション 3

F/AAアディション 4

-/ABコマンドタイム
F/Uユーザーエリア

バッファエリア

バッファ

*フォーマットバッファ
*レコードバッファ
*サーチバッファ
*バリューバッファ
F/AISN バッファ

フォーマット：

英数字A
2 進数B

x/y Adabasコール前／後 - xとyは、値を取ることができます。

Adabas によって設定A
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ユーザーによって設定F
Adabas コール後も変更なしU
使用しません-
使用せず。ただし、コールステートメントのパラメータリストに含まれていなければな
らない。

*

（1）このフィールドの意味は、Call タイプに指定された値によって異なります。詳細につ
いては、「Adabas の呼び出し」の「コントロールブロック」を参照してください。

コントロールブロック

コマンドコード
S9

コマンド ID
このフィールドに空白やゼロ以外の値を設定しても構いません。

コマンド ID の自動生成を使用するとき以外、このフィールドの上位バイトを 16 進数の FF
に設定しないでください（詳細については、「プログラミングの考慮事項」の「コマンド ID
の使用」を参照）。

このフィールドの上位バイトには 16 進数 FF をセットしないでください。
File Number

ソートする ISN リストの作成元となったファイルの番号を示します。
Response Code

このフィールドには、コマンドに対するレスポンスコードが返されます。レスポンスコード
0 は、このコマンドが正しく実行されたことを示します。

ISN
このフィールドには、ISN 結果リストの先頭 ISN が返されます。実行結果の ISN リストがな
い場合、このフィールドは変更されません。これは最初のコールでも、その後の Adabas 一
時ワークスペースから ISN を取得するためのコールでも同様です。

ISN 下限
このフィールドは、指定する ISN より大きい ISN だけを ISN リストに入れるために、最初
の S9 コールで用います。このフィールドをゼロに設定すると、該当するすべての ISN が返
されます。

また、このフィールドは、Adabas 一時ワークスペースに保存された ISN リストから ISN グ
ループを取得するときにも使用します。詳細については、「プログラミングの考慮事項」の
「ISN リストの読み込み」を参照してください。
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ISN 数
Adabas はこのフィールドに、最初の S9 コールの結果として実行結果の ISN リストに入るレ
コード数を返します。

また、Adabas 一時ワークスペースから ISN を取得するための後続の S9 コールの結果とし
て、Adabas は ISN バッファに格納した ISN の数を返します。

ソートする ISN リストが ISN バッファで提供されている場合、このフィールドにはソートす
る ISN の数が含まれている必要があります。ISN バッファで提供されている ISN の数よりも
大きい値を指定した場合、その値は、提供されている ISN の数まで減らされます。

ISN バッファ長（ACB のみ）
ISN バッファ長（バイト単位）を示します。この長さによって ISN バッファに配置される
ISN の数が決定します。

このフィールドをゼロにすると、ISN は ISN バッファに追加されません。L1/L4 コマンドの
GET NEXT オプションを指定して ISN 結果リストを読み込む場合、または条件に合ったレ
コード数を求めるためだけにコマンドを発行する場合、このフィールドはゼロにする必要が
あります。

ゼロ以外の値を指定する場合は、4 の倍数にする必要があります。それ以外の場合、長さに
は 4 の倍数で次に小さい整数が設定されます。

ソートすべき ISN を ISN バッファに入れる場合は、このフィールドが、ソートする ISN の
数の 4 倍かそれ以上でなければなりません。

コマンドオプション 1
このフィールドを H にすると、SAVE ISN LIST オプションを呼び出します。このオプショ
ンを使用すると、Adabas は実行結果の ISN リスト全体を Adabas 一時ワークスペースに格
納します。

このフィールドの "S" は、ISN リストがソート済みであることを ADABAS に伝えます。"S"
オプションには、SAVE ISN LIST オプションが含まれています。"S" オプションを指定した
にもかかわらず、ISN リストがソートされていない場合、レスポンスコード 24 が返されま
す。"S" オプションは、ISN リストが ISN バッファに供給されている場合のみ使用できます。
アディション 4 は空白に設定する必要があります。

コマンドオプション 2
このフィールドは、降順オプションを呼びだすのに使用します。このフィールドを D とする
と、ISN リストを降順にソートします。降順オプションは、ISN 値でソートするときは指定
できません。

コマンドオプション 1/2
いずれかのフィールドが I であるときは、コマンド実行中に行う最初の処理として、コマン
ド ID フィールドに指定されている CID 値を解放します。

アディション 1
値が ISNbbbbb であるときは、ソート順に ISN 値を使用します。

ソート順を制御する使用ディスクリプタをこのフィールドに指定します。
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1 個から 4 個までのディスクリプタを指定できます。ディスクリプタまたはそれ以外のフィー
ルド名は使用できますが、ピリオディックグループのフィールドは使用できません。ハイ
パーディスクリプタも指定できますが、ディスクリプタでないフィールド名と組み合わせる
ことはできません。フォネティックディスクリプタは指定しないでください。サブディスク
リプタおよびスーパーディスクリプタは、PEグループのフィールドでない場合に指定できま
す。マルチプルバリューフィールドは使用できます。このとき、レコード内の最高値に応じ
て ISN がソートされます。

ディスクリプタは、バイト 1 から開始して（左詰めで）指定し、残りの桁は空白（以下の例
では "b"）に設定する必要があります。

例：

XXYYbbbb

XX = major sort descriptor
YY = minor sort descriptor

非ディスクリプタフィールドを使用し、FDT の標準長がゼロ以外の場合、非ディスクリプタ
フィールドの値すべてが、FDT の標準長以内に収まる必要があります。そうでない場合はレ
スポンス 1 が返されることがあります。

NU オプションで定義され、空値を含むディスクリプタをソート順として使用した場合、ソー
トされたリストの先頭に空値が表示されます。

例：

Sorted list with NU option : 0, -1, +1

Sorted list without NU option : -1, 0, +1

値が ISNbbbbb であるときは、ソート順に ISN 値を使用します。

このフィールドには、ソート順の制御に使用するディスクリプタを指定することもできま
す。

1～3 個のディスクリプタを指定できます。サブディスクリプタおよびスーパーディスクリプ
タは、PEグループのフィールドでない場合に指定できます。フォネティックディスクリプタ
またはピリオディックグループ内のディスクリプタは指定できません。マルチプルバリュー
フィールドは使用できます。このとき、レコード内の最高値に応じて ISN がソートされま
す。

ディスクリプタは、バイト 1 から開始して（左詰めで）指定し、残りの桁は空白にする必要
があります。
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例：

XXYYbbbb

XX = major sort descriptor
YY = minor sort descriptor

ソートできる ISN の数は、DBA が設定した SORT ワークエリアのサイズに依存します。限
度を超過すると、ソートは行われず、レスポンスコード 1 が返されます。ISN は昇順で返さ
れます。ISN 結果リストの異なるディスクリプタ値の個数は、65535 に制限されます。

NU オプションで定義され、空値を含むディスクリプタをソート順として使用した場合、ソー
トされたリストの先頭に空値が表示されます。

例：

Sorted list

with NU option: 0, –1, +1
format: unpacked

without NU option: –1, 0, +1

アディション 2
このフィールドには、一部のレスポンスコードについて詳細情報が返されます。詳細につい
ては、『Adabas メッセージおよびコードマニュアル』を参照してください。

アディション 3
セキュリティ保護のためのパスワードを指定します。

使用するファイルがセキュリティ保護されていない場合、このフィールドは空白にしておき
ます。ファイルがセキュリティ保護されている場合は、ユーザーは該当するパスワードを指
定する必要があります。

指定したパスワードを保護するため、このフィールドはコマンド処理時に空白にセットされ
ます。

アディション 4
Adabas 一時ワークスペース内の ISN リストをソートする場合は、このフィールドの最初の
4 バイトに、リスト格納時のコマンド ID を指定する必要があります。

ソートする ISN リストが ISN バッファにある場合は、このフィールドを空白にセットしなけ
ればなりません。
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ISN バッファ

ユーザーは、ソートする ISN リストをこのバッファに指定することもできます。ソートする ISN
をこのバッファに入れる場合は、初めにソートするすべての ISN が充分入るだけの大きさでな
ければなりません。

このバッファには、ISN 結果リストが格納されます。各 ISN は 4 バイトの 2 進数で返されます。

ISN バッファ長がゼロでなく、ISN バッファが実行結果の ISN を全部格納するのに充分な大き
さではなく、しかも空白でないコマンド ID を使用した場合は、Adabas はオーバーフローした
ISN を Adabas 一時ワークスペースに格納します。その後、同一コマンド ID の S9 コールを使っ
て、この ISN を取り出すことができます。詳細については、「プログラミングの考慮事項」の
「ISN リスト処理」を参照してください。

例

例 1：

ISN バッファ内の ISN リストを ISN 順でソートします。622 個の ISN をソートします。

コントロールブロック：

Command Code S9

Command ID S901 (a non blank, non zero command ID is
required)

File Number 1 (the ISN list to be sorted is derived
from file 1)

ISN Quantity 622 (622 ISNs are to be sorted)
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ISN Lower Limit 0 (all ISNs are to be selected)

ISN Buffer Length 2488 (or larger) (each ISN to be sorted
requires 4 bytes)

Command Option 1 H (the Save ISN List option is to be used)

Command Option 2 b (ascending sequence is to be used)

Additions 1 ISNbbbbb (the ISN values are to be used
as the sorting sequence)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

Additions 4 bbbbbbbb (the ISN list to be sorted is
contained in the ISN Buffer)

バッファエリア：

ISN Buffer The ISNs to be sorted are provided in
this buffer. Each ISN must be provided as
a four byte binary number.

例 2：

Adabas 一時ワークスペースに格納された ISN リストをソートします。ISN リストを格納するた
めのコマンド ID は U066 です。主および副シーケンスフィールドとしてディスクリプタ AA お
よび AB を使ってリストをソートします。降順ソートを使用します。

コントロールブロック：

Command Code S9

コマンドリファレンス408

S9 コマンド（ISN リストのソート）



Command ID S902 (a non blank command ID is required)

File Number 1 (the ISN list was derived from file 1)

ISN Lower Limit 0 (All ISNs are to be selected)

ISN Buffer Length 0 (no ISNs are to be returned in the ISN
Buffer)

Command Option 1 H (the Save ISN List option is to be used)

Command Option 2 D (the descending option is to be used)

Additions 1 AAABbbbb (AA is to be used as the major
sequence field; AB is to be used as the
minor sequence field)

Additions 3 bbbbbbbb (file is not security protected)

Additions 4 U066bbbb (the ISN list to be sorted is
stored on the Adabas temporary working
space under the command ID U066)

409コマンドリファレンス

S9 コマンド（ISN リストのソート）



410



29 付録 A ファイル定義（例）

以下のファイル定義を、このドキュメントのすべての例で使用しています。

それらの例では、SL= 標準長、SF= 標準フォーマットです。

ファイル 1：

01,GA ; Group GA, consisting of fields AA and AB.

02,AA,8,A,DE,NU ; Elementary field AA; SL is 8 bytes, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

02,AB,2,P,DE,NU ; Elementary field AB; SL is 2, SF is Packed,
; Descriptor, Null Value Suppression.

01,AC,20,A,NU ; Elementary field AC; SL is 20, SF is
; Alphanumeric, Null Value Suppression.

01,MF,3,A,MU,DE,NU ; Multiple value field MF; SL is 3, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.
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01,GB,PE ; Periodic group GB.

02,BA,1,B,DE,NU ; Elementary field BA (within periodic group
; GB); SL is 1, SF is Binary, Descriptor, Null
; Value Suppression.

02,BB,5,P,NU ; Elementary field BB (within periodic group
; GB); SL is 5, SF is Packed, Null Value
; Suppression.

02,BC,10,A,NU ; Elementary field BC (within periodic group
; GB); SL is 10, SF is Alphanumeric, Null Value
; Suppression.

01,GC,PE ; Periodic group GC.

02,CA,7,A,DE,NU ; Elementary field CA (within periodic group
; GC); SL is 7, SF is Alphanumeric, Descriptor,
; Null Value Suppression.

02,CB,10,A,MU,NU ; Multiple value field CB (within periodic group
; GC); SL is 10, SF is Alphanumeric, Null Value
; Suppression.

01,DA,4,F,NC ; Elementary field DA; SL is 4; SF is Fixed Point;
; may contain SQL NULL values

01,W1,0,W ; Elementary field W1
; SL is variable
; SF is Unicode

ファイル 2：
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01,L1,0,A,NU,NV,NB,LB ; LOB field

01,RG ; Group RG, consisting of all other fields in the
; record.

02,RA,8,A,DE,NU ; Elementary field RA; SL is 8, SF is Alphanumeric,
; Descriptor, Null Value Suppression.

02,RB,10,A,DE ; Elementary field RB; SL is 10, SF is
; Alphanumeric, Descriptor.

02,GX ; Group GX, consisting of the fields XA, XB, XC,
; XD, and XE.

03,XA,10,A ; Elementary field XA; SL is 10, SF is
; Alphanumeric.

03,XB,2,P,DE ; Elementary field XB; SL is 2, SF is Packed,
; Descriptor.

03,XC,6,U ; Elementary field XC; SL is 6, SF is Unpacked.

03,XD,8,A,DE,NU ; Elementary field XD; SL is 8, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

03,XE,5,A,DE,NU ; Elementary field XE; SL is 5, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

SA=RA(1,4) ; Subdescriptor SA; derived from bytes 1 through
; 4 of field RA, format is Alphanumeric.
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SB=RA(1,8),RB(1,4) ; Superdescriptor SB; derived from bytes 1
; through 8 of field RA and bytes 1 through 4 of
; field RB, format is Alphanumeric.

SC=XB(1,2),XC(1,6) ; Superdescriptor SC; derived from bytes 1
; through 2 of field XB and bytes 1 through 6 of
; field XC, format is Binary.

SD,B,UQ = XC(1,1),XC(5,6)
; Superdescriptor SD; derived from the first byte
; and the bytes 5 through 6 of the field XC, the
; resulting format is binary, unique descriptor

ファイル 1：

01,GA ; Group GA, consisting of fields AA and AB.

02,AA,8,A,DE,NU ; Elementary field AA; SL is 8 bytes, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

02,AB,2,P,DE,NU ; Elementary field AB; SL is 2, SF is Packed,
; Descriptor, Null Value Suppression.

01,AC,20,A,NU ; Elementary field AC; SL is 20, SF is
; Alphanumeric, Null Value Suppression.

01,MF,3,A,MU,DE,NU ; Multiple value field MF; SL is 3, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

01,GB,PE ; Periodic group GB.

02,BA,1,B,DE,NU ; Elementary field BA (within periodic group
; GB); SL is 1, SF is Binary, Descriptor, Null
; Value Suppression.

02,BB,5,P,NU ; Elementary field BB (within periodic group
; GB); SL is 5, SF is Packed, Null Value
; Suppression.

02,BC,10,A,NU ; Elementary field BC (within periodic group
; GB); SL is 10, SF is Alphanumeric, Null Value
; Suppression.

01,GC,PE ; Periodic group GC.
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02,CA,7,A,DE,NU ; Elementary field CA (within periodic group
; GC); SL is 7, SF is Alphanumeric, Descriptor,
; Null Value Suppression.

02,CB,10,A,MU,NU ; Multiple value field CB (within periodic group
; GC); SL is 10, SF is Alphanumeric, Null Value
; Suppression.

ファイル 2：

01,L1,0,A,NU,NV,NB,LB ; LOB field

01,RG ; Group RG, consisting of all other fields in the
; record.

02,RA,8,A,DE,NU ; Elementary field RA; SL is 8, SF is Alphanumeric,
; Descriptor, Null Value Suppression.

02,RB,10,A,DE ; Elementary field RB; SL is 10, SF is
; Alphanumeric, Descriptor.

02,GX ; Group GX, consisting of the fields XA, XB, XC,
; XD, and XE.

03,XA,10,A ; Elementary field XA; SL is 10, SF is
; Alphanumeric.

03,XB,2,P,DE ; Elementary field XB; SL is 2, SF is Packed,
; Descriptor.

03,XC,6,U ; Elementary field XC; SL is 6, SF is Unpacked.

03,XD,8,A,DE,NU ; Elementary field XD; SL is 8, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

03,XE,5,A,DE,NU ; Elementary field XE; SL is 5, SF is
; Alphanumeric, Descriptor, Null Value
; Suppression.

SA=RA(1,4) ; Subdescriptor SA; derived from bytes 1 through
; 4 of field RA, format is Alphanumeric.

SB=RA(1,8),RB(1,4) ; Superdescriptor SB; derived from bytes 1
; through 8 of field RA and bytes 1 through 4 of
; field RB, format is Alphanumeric.

SC=XB(1,2),XC(1,6) ; Superdescriptor SC; derived from bytes 1
; through 2 of field XB and bytes 1 through 6 of
; field XC, format is Binary.
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30 付録 B サンプルプログラムのファイル定義

以下のファイル定義が、次のサンプルプログラムで使用されます。

1 , A0 ; Personnel data
2 , AA , 8 , A , DE,UQ ; Personnel ID
2 , AB ; ID data
3 , AC , 4 , F , DE ; Personnel no.
3 , AD , 8 , B , NU,HF ; ID card
3 , AE , 0 , A , LA,NU,NV,NB ; Signature

1 , B0 ; Full name
2 , BA , 40 , W , NU ; First name
2 , BB , 40 , W , NU ; Middle name
2 , BC , 50 , W , NU ,DE ; Name

1 , CA , 1 , A , FI ; Maritial status
1 , DA , 1 , A , FI ; Sex
1 , EA , 4 , P , DE,NC ; Birth
1 , F0 , PE ; Private address
2 , FA , 60 , W , NU,MU ; Address line
2 , FB , 40 , W , DE,NU ; City
2 , FC , 10 , A , NU ; Post code
2 , FD , 3 , A , NU ; Country
2 , F1 ; Phone email
3 , FE , 6 , A , NU ; Area code
3 , FF, 15 , A , NU ; Private phone
3 , FG , 15 , A , NU ; Private fax
3 , FH , 15 , A , NU ; Private mobile
3 , FI , 80 , A , NU,MU,DE ; Private email

1 , I0 , PE ; Business address
2 , IA , 40 , W , NU,MU ; Address line
2 , IB , 40 , W , DE,NU ; City
2 , IC , 10 , A , NU ; Post code
2 , ID , 3 , A , NU ; Country
2 , IE , 5 , A , NU ; Room number
2 , I1 ; Phone email
3 , IF , 6 , A , NU ; Area code
3 , IG , 15 , A , NU ; Business phone
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3 , IH , 15 , A , NU ; Business fax
3 , II , 15 , A , NU ; Business mobile
3 , IJ , 80 , A , NU,MU,DE ; Business email

1 , JA , 6 , A , DE ; Department
1 , KA , 66 , W , DE,NU ; Job title
1 , L0 , PE ; Income
2 , LA , 3 , A , NU ; Currency code
2 , LB , 6 , P , NU ; Salary
2 , LC , 6 , P , NU,MU,DE ; Bonus

1 , MA , 4 , G , NU ; Total income
1 , N0 ; Leave data
2 , NA , 2 , U ; Leave due
2 , NB , 3 , U , NU ; Leave taken

1 , O0 , PE ; Leave booked
2 , OA , 8 , U , NU ; Leave start
2 , OB, 8 , U , NU ; Leave end

1 , PA , 3 , A , DE,NU,MU ; Language
1 , QA , 7 , P ; Last update
1 , RA , 0 , A , LB,NU,NV,NB ; Picture
1 , S0 , PE ; Documents
2 , SA , 80 , W , NU ; Document description
2 , SB , 3 , A , NU ; Document type
2 , SC , 0 , A , LB,NU,NV,NB,MU ; Document

CN,HE=COLLATING(BC,'de__PHONEBOOK',PRIMARY)
H1=NA(1,2),NB(1,3)
S1=JA(1,2)
S2=JA(1,6),BC(1,40)
S3=LA(1,3),LB(1,6)
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この付録には、Adabas ダイレクトコールを使用する C の例が含まれています。

C の例

この例では、付録 B で定義されている Adabas ファイルを使用します。

/************* ADABAS ************* (C) Copyright Software AG 2005
*
* File : c_example.c
* Description: Example for ADABAS calls from C programs
*
*
*************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include <adabasx.h> /* include adabas definitions */

#define NULLPTR ((char *) 0) /* define for NULL-pointer */

int dbid; /* default database */
int emp_file ; /* filenumber */

#define FMTBUF "LB1,4,F." /* FB: get first salary field */
#define FBLEN 8 /* format buffer's length */

#define SEABUF "BC,5." /* SB: search NAME equal to */
#define SBLEN 5 /* search buffer's length */

#define VALBUF "SMITH" /* VB: name to search for */
#define VBLEN 5 /* value buffer's length */

#define RBLEN 4 /* record buffer's length */
#define IBLEN 4 /* ISN buffer's length */

char openrb[100]; /* record buffer used for OPEN */

/*
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+----------------+
! define buffers !
+----------------+

*/

static CB_PAR cb; /* control block */

static int isn_buffer; /* ISN buffer (1 ISN) */

static int rb_salary; /* record buffer (for salary field) */

/*************************************************************************/
/** Module Local Functions **/
/*************************************************************************/

int usage ();
int open_database ();
int close_database();
void response ();
int update_record();
int find_record();
int issue_bt ();

usage()
{

printf("usage: c_example <dbid> <employees file number>\n");
exit(1);

}

/*
+------------------+
! Main program !
+------------------+

*/

int main (int argc, char **argv )
{

register int upd = 0; /* update counter */
register int old_salary; /* saving salary field */

printf ("\nSoftware AG - C example program for calling ADABAS\n\n") ;

if (argc==3)
{

if (sscanf (argv[1],"%d",&dbid)==0)
usage ();
if (sscanf (argv[2],"%d",&emp_file)==0)
usage ();
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}
else

usage();

/*--------------*/
/* Open session */
/*--------------*/
if ( open_database() != ADA_NORMAL )

response (); /* open command failed */
else
{

/*--------------------------------------*/
/* Search all persons with name = SMITH */
/*--------------------------------------*/
if ( find_record () == ADA_NORMAL )
{

printf ("Found %ld records with name %s, increase salary by 10 %%\n",
cb.cb_isn_quantity, VALBUF);

while ( cb.cb_return_code == ADA_NORMAL && cb.cb_isn_quantity != 0 )
{

old_salary = rb_salary;
rb_salary += rb_salary / 10;

/*-------------------------*/
/* Increase salary by 10 % */
/*-------------------------*/

if ( update_record () != ADA_NORMAL )
cb.cb_isn_quantity = 0;

else
{

upd++;
printf

("%3d. ISN = %8d old salary = %10ld new salary = %10ld\n",
upd, cb.cb_isn, old_salary, rb_salary);

/*-----------------*/
/* Get next record */
/*-----------------*/

find_record ();
}

}
}

if ( cb.cb_return_code != ADA_NORMAL ) /* if response given: */
{

response (); /* display response code */
cb.cb_return_code = ADA_NORMAL;

if ( upd != 0 ) /* if updates done */
{

if ( issue_bt () == ADA_NORMAL ) /* backout transaction */
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upd = 0;
else

response (); /* BT failed */
}
}

if ( close_database () != ADA_NORMAL )
response ();

}
}

/*
+------------------------+
! Open the database for !
! updating the EMPLOYEES !
! file !
+------------------------+

*/

int open_database ()
{

cb.cb_cmd_code[0] = 'O';
cb.cb_cmd_code[1] = 'P';

sprintf(openrb,"UPD=%d.",emp_file);

cb.cb_rec_buf_lng = strlen(openrb);
do
{

CB_SET_FD(&cb,dbid,0);
adabas ( &cb , NULLPTR , openrb, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR );

}
while ( cb.cb_return_code == ADA_TABT );

cb.cb_isn_quantity = 0;
cb.cb_isn_ll = 0;

return ( cb.cb_return_code );
}

/*
+--------------------------------+
! Close the database and give !
! implicit end of transaction. !
+--------------------------------+

*/

int close_database ()
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{
CB_SET_FD(&cb,dbid,0);

cb.cb_cmd_code[0] = 'C';
cb.cb_cmd_code[1] = 'L';

adabas ( &cb, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR );

return ( cb.cb_return_code );
}

/*
+--------------------------------+
! Call ADABAS to find all people !
! named SMITH and read them !
+--------------------------------+

*/

int find_record ()
{

CB_SET_FD(&cb,dbid,emp_file);

if ( cb.cb_isn_quantity == 0 ) /* if first call: */
{ /* search records and */

cb.cb_cmd_code[0] = 'S'; /* read first one */
cb.cb_cmd_code[1] = '4';
cb.cb_cmd_id[0] = 'F';
cb.cb_cmd_id[1] = 'I';
cb.cb_cmd_id[2] = 'N';
cb.cb_cmd_id[3] = 'D';

cb.cb_fmt_buf_lng = FBLEN;
cb.cb_rec_buf_lng = RBLEN;
cb.cb_sea_buf_lng = SBLEN;
cb.cb_val_buf_lng = VBLEN;
cb.cb_isn_buf_lng = IBLEN; /* read 1. record by search */

}
else /* if subsequent call: */
{ /* read next record */

cb.cb_cmd_code[0] = 'L';
cb.cb_cmd_code[1] = '4';
cb.cb_cop2 = ADA_GET_NEXT; /* activate get-next option */

}

adabas ( &cb , FMTBUF , &rb_salary , SEABUF , VALBUF , &isn_buffer );

if ( cb.cb_return_code == ADA_EOF )
{

cb.cb_return_code = ADA_NORMAL; /* indicate success */
cb.cb_isn_quantity = 0; /* force termination of loop */

コマンドリファレンス424

付録 C C の例



}
return ( cb.cb_return_code );

}

/*
+----------------------------+
! Change the value of salary !
! and update the record !
+----------------------------+

*/

int update_record ()
{

CB_SET_FD(&cb,dbid,emp_file);

cb.cb_cmd_code[0] = 'A';
cb.cb_cmd_code[1] = '1';
cb.cb_cop1 = cb.cb_cop2 = ' ';

adabas ( &cb , FMTBUF , &rb_salary, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR );

return ( cb.cb_return_code );
}

/*
+-----------------------+
! printf response code !
+-----------------------+

*/

void response ()
{

printf ("** Response code %d from ADABAS for Command %-2.2s\n",
cb.cb_return_code , cb.cb_cmd_code);

printf ("** Additions2 %d %d\n",
cb.cb_add2[2] , cb.cb_add2[3]);

}

/*
+--------------------+
! Issue BT command !
+--------------------+

*/

int issue_bt ()
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{
CB_SET_FD(&cb,dbid,0);

cb.cb_cmd_code[0] = 'B';
cb.cb_cmd_code[1] = 'T';
cb.cb_cop1 = cb.cb_cop2 = ' ';

adabas ( &cb, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR, NULLPTR );

return ( cb.cb_return_code );
}

LOB 処理の C の例

この例は、エレメンタリ LOB フィールドを含む任意のファイルで使用できます。データベース
ID、ファイル番号、LOB フィールドの名前は、パラメータとしてプログラムに渡されます。

/************* ADABAS  ************* (C) Copyright Software AG 2006 **********
*
* File       : lob_example.c
*
* Description: Example for ADABAS calls from C programs
*
*          This is an example how read and write large objects in a database
*          or to read an object from a database
*
*          Parameters:
*           function (add_lob or read_lob)
*           Database-ID
*           Filenr
*           Isn
*           fieldname
*           filename
*
*           The add_lob function reads a disk file and adds or updates the
*           content of a specified field in a database. This is done by an
*           ADABAS A1 call.
*           The record must exist and the given field is updated.
*
*           The read_lob function does two L1 calls to retrieve the size and
*           the content of a given field in a database. The content is then
*           written to a disk file.
*
*
*           adabasx()is required for buffers greater than 64 K.
*           The buffers are described by ABD structures (ADABAS Buffer
*           descritpions) that are passed as arguments to adabasx.
*           More than one pair of ABDs for record and format buffer can be used.
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*           (See function add_lob)
*           This means that not all data has to be in one continuous memory
*           area.The ABDs are initialized by the SETABD macros.
*
*
*****************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include "adabasx.h"        /* include adabas definitions */

/* opening the database */
void open_database( int dbid );

/*close the database */
void close_database( int dbid );

/*usage descriptions */
void usage( );

/* display response code */
void response( ACBX *cbx );

/* read from database */
void read_lob( int dbid, int filenr, int isn, char *filename, char *field );

/* write in the database */
void add_lob( int dbid, int filenr, int isn, char *filename, char *field );

/* read from the file */
int  read_file( char *filename, void **obj);

/* write LOB to file */
void write_file( char *filename, char *obj, unsigned int objsize  );

int main ( int argc, char **argv )
/*
    Main function
    read the argument and pass control to one of the functions
*/

{
    int filenr, dbid, isn;    /* variables for adabas call        */
    char * command = NULL;      /* command to execute (read/write)*/
    char * filename = NULL;     /* filename                       */
    char *field;          /* field of the database                */
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    printf("\nSoftware AG - C example program for calling ADABAS with large");
    printf(" objects\n\n    add/read a large object to/from a record \n\n");

    if( argc != 7 )
        usage( );
    else
    {
        command = &argv[1][0];

        if( ( strcmp( command ,"add_lob") != 0 )
              && ( strcmp( command, "read_lob") != 0 ) )
        {
            usage ( );
        }

        if( sscanf( argv[2],"%d",&dbid ) == 0 )
            usage( );

        if( sscanf (argv[3],"%d",&filenr ) == 0 )
            usage( );

        if( sscanf (argv[4],"%d",&isn ) == 0 )
            usage( );

        field = argv[5];

        filename = argv[6];
    }

    open_database( dbid );      /* Open database            */

                    /* read in the database         */
    if( strcmp( command, "add_lob" ) == 0 )
        add_lob( dbid, filenr, isn, filename, field );
    else                /* Write from database          */
        read_lob( dbid, filenr, isn, filename, field );

    close_database( dbid );     /* Close database           */

}

void usage( )
/*----------------------------------------
    Display how the program has to be used
------------------------------------------*/
{
printf("usage:\n");
printf("    lob_example (add_lob | read_lob) <dbid> <file> <isn> <field> <file ↩
name>");
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printf("\n\n");
printf("    add_lob  : Read an object from <file name> and update <field> in ↩
record\n");
printf("    read_lob : Read from database, save to file on disk\n");
printf("    dbid     : Number of ADABAS database\n");
printf("    file     : Number of file\n");
printf("    isn      : ISN of record to be updated/read\n");
printf("    field    : Field where object is (to be) stored\n");
printf("    file name: Name of the disk file to be read or written\n\n");
printf("    ie.: lob_example add_lob 12 9 1100 RA picture.jpg \n");
printf("    ie.: lob_example read_lob 12 9 1100 RA picture.jpg\n");
    exit(1);
}

void open_database( int dbid )

/*-------------------------------------------------
  Open the database

  This call is done with conventional adabas
  function.
  All other calls are done via adabasx to show that
  The two types of calls can be mixed.
-------------------------------------------------*/

{

    CB_PAR cb;                          /* Control block        */
    char *open_rb = ".";

    memset(&cb,0,sizeof(cb));

    cb.cb_call_type=0;

    cb.cb_cmd_code[0] = 'O';            /* open options         */
    cb.cb_cmd_code[1] = 'P';
    CB_SET_FD(&cb,dbid,0);
    adabas( &cb, 0, open_rb , 0 ,0 ,0); /* adabas call          */

    if( cb.cb_return_code != 0 )
    {
        printf("Open of Database %d failed with response %d\n",
        dbid,
        cb.cb_return_code );
        exit(1);
    }
}
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void read_lob( int dbid, int filenr, int isn, char *filename, char *field )
/*--------------------------------------------+
  Read a large object from database
  two L1 calls are done:
  the first to determine the size of the object.
  then a buffer with this size is allocated.
  the second reads the actual object.
+---------------------------------------------*/
{
#define abdcount 4
    char i=0;
    ACBX cbx;                   /* Control block                    */
    ABD  object_fb_abd;         /* Format buffer ABD for the object */
    ABD  object_rb_abd;         /* Record buffer ABD for the object */
    ABD  object_size_fb_abd;    /* Format buffer ABD for the size   */
    ABD  object_size_rb_abd;    /* Record buffer ABD for the size   */

    ABD* pabd[abdcount];        /* ABD array for Adabas call        */

    char size_fb[20];           /* format buffer for size           */
    char object_fb[30];         /*format buffer to retrieve the     */
                                /*object itself                     */
    unsigned int object_size;   /*The 4-Byte integer object_size    */
                                /*is our record buffer              */
                                /*for the first call                */
    unsigned int object_size_chk;/*store the size to check if object*/
                                /*changed between the calls         */

    SETACBX ( &cbx );

    cbx.acbxdbid   = dbid;
    cbx.acbxfnr    = filenr;
    cbx.acbxisn    = isn;
    cbx.acbxcmd[0] = 'L';       /* Command code         */
    cbx.acbxcmd[1] = '1';

    /*Initialize the abds*/
    pabd[0] = &object_size_fb_abd;
    pabd[1] = &object_size_rb_abd;
    pabd[2] = &object_fb_abd;
    pabd[3] = &object_rb_abd;

    /*Initialize abd*/
    for (i=0 ;i< abdcount;i++)
    {
        SETABD  ( pabd[i] );
        pabd[i]->abdloc = ABDQIND;
    /*  ABDQIND means that the buffer is found at abdaddr   */
    }
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    object_size_fb_abd.abdid    = ABDQFB;
    sprintf( size_fb, "%sL.", field );
    object_size_fb_abd.abdaddr  = size_fb;
    object_size_fb_abd.abdsend  =
    object_size_fb_abd.abdsize  = strlen( size_fb );

    object_size_rb_abd.abdid    = ABDQRB;
    object_size_rb_abd.abdaddr  = &object_size;
    object_size_rb_abd.abdsize  = sizeof(object_size);

    adabasx ( &cbx, 2 , pabd );
    response( &cbx );

    printf("Size of Object in Database :%d     \n\n",object_size);
    if (object_size)
    {
        object_fb_abd.abdid    = ABDQFB;

        sprintf( object_fb, "%s,*.", field );
        object_fb_abd.abdaddr  = object_fb;
        object_fb_abd.abdsend = object_fb_abd.abdsize  = strlen(object_fb);

        object_rb_abd.abdid    = ABDQRB;

        do {
            object_size_chk=object_size;

            /*Now the memory for the object is allocated                */
            /*and the object itself is read by a second call            */
            /*the lenth is read again to verify that it is unchanged    */
            object_rb_abd.abdsize  = object_size_chk;
            if (object_rb_abd.abdaddr)
                free(object_rb_abd.abdaddr);
            object_rb_abd.abdaddr  = malloc ( object_size_chk);
            if (object_rb_abd.abdaddr)
            {
                adabasx ( &cbx , 4 , pabd );    /* Adabas call  */
                response( &cbx );

            }
            else
            {
                printf ("*** Memory allocation for Record Buffer failed");
                close_database(dbid);
                exit (-1);
            }
         } while (object_size>object_size_chk&&object_size);
    }
    if (object_size)
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    {
write_file( filename, object_rb_abd.abdaddr, (unsigned int)object_rb_abd.abdsize );
printf("Object from field %s ISN %d file %d Database %d successfully written\nto ↩
file %s\n\n",
field,isn,filenr,dbid,filename);
    }
    else
    {
printf("No Object found in field %s ISN %d file %d Database %d\n",
field,isn,filenr,dbid);
printf("No file written\n\n");
    }

}

void write_file( char *filename, char *obj, unsigned int objsize  )
/*--------------------------------------------
    write LOB to disc file
---------------------------------------------*/
{
    FILE * fd;
    struct stat st;        /* to specify the exists of the file */

    if(stat(filename , &st) > 0)
    {
        printf("The file %s already exists!\n\n", filename);
        exit( 1 );
    }
                    /* open the file            */
    if( ( fd = fopen( filename, "wb+" ) ) == NULL )
    {
        printf("File %s could not be opened for writing!\n\n", filename);
        exit( 1 );
    }
                    /* write in the file        */
    else if ( fwrite ( obj, 1, objsize, fd ) < 0 )
    {
        printf("Cannot write to file %s\n\n", filename);
        exit( 1 );
    }
    fclose(fd);
}

void add_lob( int dbid, int filenr, int isn, char *filename, char *field)
/*----------------------------------------------------------
    add a large object to a record in a  database.
    for demonstration purposes two pairs of record and format
    buffer segments are used:
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    one pair is used to specify the size of the object
    one pair is used for the object itself
 ----------------------------------------------------------*/
{
#define abdcount 4
    char i=0;
    ACBX cbx;                   /* Control block                    */
    ABD  object_fb_abd;         /* Format buffer ABD for the object */
    ABD  object_rb_abd;         /* Record buffer ABD for the object */
    ABD  object_size_fb_abd;    /* Format buffer ABD for the size   */
    ABD  object_size_rb_abd;    /* Record buffer ABD for the size   */

    ABD* pabd[abdcount];        /* ABD array for Adabas call        */

    char size_fb[20];           /* format buffer for size           */
    char object_fb[20];         /* format buffer for content        */
    int object_size;

    SETACBX ( &cbx );           /* Initialing abds                  */
    cbx.acbxdbid = dbid;
    cbx.acbxfnr  = filenr;
    cbx.acbxisn  = isn;
    cbx.acbxcmd[0] = 'A';       /* Record Update                    */
    cbx.acbxcmd[1] = '1';
    cbx.acbxcop1   = 'H';       /* Hold status database             */

    pabd[0] = &object_size_fb_abd;
    pabd[1] = &object_fb_abd;
    pabd[2] = &object_size_rb_abd;
    pabd[3] = &object_rb_abd;

    /*Initialize abd*/
    for (i=0 ;i< abdcount;i++)
    {
        SETABD  ( pabd[i] );
        pabd[i]->abdloc = ABDQIND;
    /*  ABDQIND means that the buffer is found at abdaddr           */
    }

    /*the object is stored in a pair of rb and fb                   */
    object_fb_abd.abdid     = ABDQFB;
    object_fb_abd.abdaddr   = object_fb;
    sprintf (object_fb,"%s,*.",field);
    object_fb_abd.abdsend = object_fb_abd.abdsize = strlen(object_fb);
    strlen(object_fb);

    object_rb_abd.abdid    = ABDQRB;
    /*store the size of the object in the abdsize field             */
    /*this field is also used as the second record buffer segment*/
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    object_size = (int)read_file( filename, &object_rb_abd.abdaddr);
    object_rb_abd.abdsend = object_rb_abd.abdsize = object_size ;

    printf("** Size of Object to add:%d     \n\n",object_rb_abd.abdsize);

    /*the size of the object is stored in a separate pair           */

    object_size_fb_abd.abdid  = ABDQFB;
    object_size_fb_abd.abdaddr=size_fb;
    sprintf (size_fb,"%sL.",field);
    object_size_fb_abd.abdsend = object_size_fb_abd.abdsize
        = strlen(size_fb);

    object_size_rb_abd.abdid = ABDQRB;
    object_size_rb_abd.abdsend = object_size_rb_abd.abdsize
        = sizeof(object_size);

    object_size_rb_abd.abdaddr=&object_size;

    adabasx ( &cbx , abdcount,  pabd );    /* Adabas call           */

    response( &cbx );

printf("Object successfully added/updated in field %s ISN %d file %d Database %d\n\n",
 field,isn,filenr,dbid);

#undef abdcount
}

int  read_file( char *filename, void **obj)
/*------------------------------------
 allocate memory for the record buffer and
 read a file into it
+--------------------------------------*/
{
    unsigned int filelength;
    FILE * fd;
    struct stat st;

    /*  determine the length of  file    */

    if( stat(filename , &st) < 0 )
    {
        printf("The file %s doesn't exist!\n\n", filename);
        exit (1);
    }
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    if( ( filelength = st.st_size ) < 0 )
    {
        printf("File % could not be opened!\n\n", filename);
        exit( 1 );
    }

                    /* open the file            */
    if( !filename || ( fd = fopen( filename, "rb" ) ) == NULL )
    {
        printf("File % could not be opened!\n\n", filename);
        exit( 1 );
    }

    if (!(*obj=malloc (filelength)))
    {
        printf("Could not allocate memory\n\n");
        exit( 1 );
    }

    filelength=fread( *obj, sizeof(char), filelength / sizeof(char), fd );

    fclose ( fd );

    if( filelength < 0 )
    {
        printf("Could not read  from the file: %s\n\n", filename);
        exit( 1 );
    }

    return  filelength;
}

void close_database( int dbid )
/*----------------------------+
  Close the session and give
  implicit end of transaction.
+----------------------------*/

{
    ACBX cbx;               /* Control block            */

    SETACBX( &cbx );        /* Initialize the Control      Block*/
    cbx.acbxcmd[0] = 'C';       /* put close option         */
    cbx.acbxcmd[1] = 'L';
    cbx.acbxdbid = dbid;

    adabasx( &cbx , 0 , NULL);      /* adabas call              */

    response( &cbx );
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    if( cbx.acbxrsp != 0 )
         printf("** Close failed with response %d\n\n", cbx.acbxrsp);
}

void response( ACBX *cbx )
/*-----------------+
print response code
+------------------*/

{
    if( cbx->acbxrsp != 0)
    {
        printf("** Response code from ADABAS for Command %-2.2s:     %d\n\n",
        cbx->acbxcmd, cbx->acbxrsp);
        if( cbx->acbxrsp == ADA_LOBERR)
        {
            printf("** subcommand response %d\n\n",cbx->acbxerrc);
        }
        if ( cbx->acbxrsp != ADA_ANACT)
        {
                close_database(cbx->acbxdbid);
        }
        exit( 1 );
    }

}
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32 付録 D Adabas キットのサンプルファイル

Adabas キットには、以下のサンプルファイルが含まれています。

説明ファイル名

C サンプルプログラムの実行可能ファイル$ACLDIR/examples/bin/c_example（UNIX）
%ACLDIR%\..\examples\client\c_example.exe
（Windows）

32 ビットモードでの C サンプルプログラム
の実行可能ファイル

$ACLDIR/examples/bin32/c_example（32 ビットモードがサ
ポートされる 64 ビットの UNIX システムのみ）
%ACLDIR%\..\examples\bin32\c_example.exe（32 ビット
モードがサポートされる 64 ビットの Windows システムの
み）

付録 C の C サンプルプログラム$ACLDIR/examples/src/c_example.c（UNIX）
%ACLDIR%\..\examples\src\c_example.c（Windows）

ワイド文字セットを使用した C サンプルプ
ログラム

$ACLDIR/examples/src/c_example_w.c (UNIX)
%ACLDIR%\..\examples\src\c_example_w.c (Windows)

LOB 処理用の C サンプルプログラムの実行
可能ファイル

$ACLDIR/examples/bin/lob_example（UNIX）
%ACLDIR%\..\examples\client\lob_example.exe
（Windows）

32 ビットモードでの LOB 処理用の C サンプ
ルプログラムの実行可能ファイル

$ACLDIR/examples/bin32/lob_example（32 ビットモードが
サポートされる 64 ビットの UNIX システムのみ）
%ACLDIR%\..\examples\bin32\lob_example.exe（32 ビッ
トモードがサポートされる 64 ビットの Windows システム
のみ）

付録 C の LOB 処理 C サンプルプログラム$ACLDIR/examples/src/lob_example.c（UNIX）
%ACLDIR%\..\examples\src\lob_example.c（Windows）

C サンプルプログラムのためのMakefile（使
用については Makefile 内のコメントを参照
してください。）

$ACLDIR/examples/src/makefile（UNIX）
%ACLDIR%\..\examples\src\makefile（Windows）

Adabas 認証を使用した C サンプルプログラ
ム

$ACLDIR/examples/src/security_example.c (UNIX)
%ACLDIR%\..\examples\src\security_example.c (Windows)
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注意: C の例では、Employees ファイルを使用しています。このファイルは、Adabas キッ
トに付属しているデモ Adabas ファイルの 1 つです。デモファイルの詳細については、
「Adabas ユーティリティ」の「付録 A」を参照してください。
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33 付録 C VAX–11 MACRO の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 MACRO の例です。付録 B で定義された Adabas
ファイルが使用されています。

.TITLE EXAMPLE ADABAS (OpenVMS) example program

;********************************************************
;* *
;* A D A B A S / V M S MACRO example program *
;* ------------------------------------------- *
;* *
;* Assemble, link and run this program by typing: *
;* *
;* $ MACRO EXAMPLE *
;* $ LINK EXAMPLE *
;* $ RUN EXAMPLE *
;* *
;* Function: *
;* *
;* Find in the default database all people *
;* named 'SMITH' and increase their salary *
;* by 10% *
;* *
;********************************************************
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.DEFAULT DISPLACEMENT WORD

.EXTERNAL ADABAS,LIB$PUT_OUTPUT

EXAMPLE_DB = 0 ; Use default database
PERSON_FILE = 11 ; and example file 'EMPLOYEES'

.PSECT CONSTANT,NOEXE,NOWRT

FB: .ASCII /ASN,4,F./ ; Format Buffer :
L_FB = .-FB ; Salary as 4 byte integer

SB: .ASCII /AE,5./ ; Search Buffer :
L_SB = .-SB ; Searching via name

VB: .ASCII /SMITH/ ; Value Buffer :
L_VB = .-VB ; Searching for 'SMITH'

TXT_START: .ASCID /MACRO example program for calling ADABAS (OpenVMS)/
TXT_RESP: .ASCID /** Response code !UW from ADABAS for command !AD/
TXT_FOUND: .ASCID /Found : !5UL records/
TXT_SALARY: .ASCID / ISN !8UL old salary = !10UL new salary = !10UL/

.PSECT VARIABLE,PIC,NOEXE

CB: ; Control block
.BLKB 2

COMMAND_CODE: .BLKB 2
COMMAND_ID: .BLKB 4
FILE_NUMBER: .BLKB 1
DB_ID: .BLKB 1
RESPONSE_CODE: .BLKW 1
ISN: .BLKL 1
ISN_LL: .BLKL 1
ISN_QUANTITY: .BLKL 1
FMT_BUF_LNG: .BLKW 1
REC_BUF_LNG: .BLKW 1
SEA_BUF_LNG: .BLKW 1
VAL_BUF_LNG: .BLKW 1
ISN_BUF_LNG: .BLKW 1
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CMD_OPT_1: .BLKB 1
CMD_OPT_2: .BLKB 1
ADDITIONS_1: .BLKB 8
ADDITIONS_2: .BLKB 4
ADDITIONS_3: .BLKB 8
ADDITIONS_4: .BLKB 8
ADDITIONS_5: .BLKB 8
COMMAND_TIME: .BLKL 1
USER_AREA: .BLKB 4

IB: .BLKL 1 ; ISN Buffer :
L_IB = .-IB ; Reserves space for 1 ISN

ADAPAR: .BLKL 7 ; ADABAS parameter list

FAOPAR: .BLKL 4 ; FAO parameter list

OUTDESC: .BLKL 2 ; Descriptor of formatting buffer

OUTBUF: .BLKB 80 ; Formatting buffer
L_OUTBUF= .-OUTBUF

RB: .ASCII /UPD=11./ ; Record Buffer :
L_RB_OP = .-RB ; Open file 11 for update
. = RB
SALARY: .BLKL 1 ; Overlay SALARY
L_RB = .-RB

.PSECT CODE,EXE,NOWRT

.ENTRY EXAMPLE,^M<>

MOVAB TXT_START,FAOPAR ; Display
BSBW WRITE_LINE ; startup message
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BSBB OPEN_DATABASE ; Open successful ?
BNEQ 40$ ; No

CLRL R3 ; Update count

BSBW FIND_RECORD ; Initial find successful ?
BNEQ 20$ ; No

MOVAB TXT_FOUND,FAOPAR ; Display
MOVL ISN_QUANTITY,FAOPAR+4 ; no. of records found
BSBW WRITE_LINE

TSTL ISN_QUANTITY ; Any records?
BEQL 30$ ; No

10$:
MOVL SALARY,R2 ; Save old salary

BSBW UPDATE_RECORD ; Salary updated successful ?
BNEQ 20$ ; No

MOVAB TXT_SALARY,FAOPAR
MOVL ISN,FAOPAR+4 ; Display
MOVL R2,FAOPAR+8 ; ISN, old and new salary
MOVL SALARY,FAOPAR+12
BSBW WRITE_LINE

INCL R3 ; No. of records updated

BSBW FIND_RECORD ; Subsequent find successful ?
BEQL 10$ ; Yes
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CMPW RESPONSE_CODE,#3 ; End of ISN list ?
BEQL 30$ ; Yes

20$:
BSBW RESPONSE ; Display response

TSTL R3 ; Any modifications made ?
BEQL 30$ ; No

BSBB ISSUE_BT ; Backout transaction successful ?
BNEQ 40$ ; No

CLRL R3 ; Nothing has changed

30$:
BSBB CLOSE_DATABASE ; Close successful ?

BEQL 999$ ; Yes

40$:
BSBW RESPONSE ; Display response code

999$:
RET

OPEN_DATABASE:

MOVB #EXAMPLE_DB,DB_ID ; Example database
MOVW #^A/OP/,COMMAND_CODE
MOVW #L_RB_OP,REC_BUF_LNG ; 'Open' Record Buffer length
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10$:
PUSHAB RB ; Record Buffer adr.
CLRL -(SP) ; No Format Buffer
PUSHAB CB ; Control Block adr.
CALLS #3,G^ADABAS ; OPEN, UPDATE=EMPLOYEES_FILE

CMPW RESPONSE_CODE,#9 ; Response 9 ?
BEQL 10$ ; Yes

TSTW RESPONSE_CODE ; Set condition code

RSB

CLOSE_DATABASE:

MOVW #^A/CL/,COMMAND_CODE
PUSHAB CB ; Control Block adr.
CALLS #1,G^ADABAS ; CLOSE

TSTW RESPONSE_CODE ; Set condition code

RSB

ISSUE_BT:

MOVW #^A/BT/,COMMAND_CODE
PUSHAB CB ; Control Block adr.
CALLS #1,G^ADABAS ; Backout transaction

TSTW RESPONSE_CODE ; Set condition code

コマンドリファレンス444

付録 C VAX–11 MACRO の例



RSB

FIND_RECORD:

MOVW #^A/L4/,COMMAND_CODE

TSTL ISN_QUANTITY ; Initial call ?
BNEQ 10$ ; No

MOVW #^A/S4/,COMMAND_CODE
MOVB #EMPLOYEES_FILE,-

FILE_NUMBER ; Search in file 'EMPLOYEES'
MOVL #^A/FIND/,COMMAND_ID
MOVW #L_FB,FMT_BUF_LNG ; Set-up
MOVW #L_RB,REC_BUF_LNG ; buffer lengths
MOVW #L_SB,SEA_BUF_LNG
MOVW #L_VB,VAL_BUF_LNG
MOVW #L_IB,ISN_BUF_LNG
MOVB #^A/N/,CMD_OPT_2

MOVAB CB,ADAPAR+4 ; Set-up
MOVAB FB,ADAPAR+8 ; ADABAS parameter block
MOVAB RB,ADAPAR+12
MOVAB SB,ADAPAR+16
MOVAB VB,ADAPAR+20
MOVAB IB,ADAPAR+24

10$:
MOVL #6,ADAPAR ; CB, FB, RB, SB, VB, IB used

CALLG ADAPAR,G^ADABAS ; Find next EMPLOYEES
with NAME = 'SMITH'

TSTW RESPONSE_CODE ; Set condition code
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RSB

UPDATE_RECORD:

DIVL3 #10,SALARY,R0 ; Increase
ADDL2 R0,SALARY ; salary by 10%

MOVW #^A/A1/,COMMAND_CODE

MOVL #3,ADAPAR ; CB, FB, RB used

CALLG ADAPAR,G^ADABAS ; Update salary

TSTW RESPONSE_CODE ; Set condition code

RSB

RESPONSE:

MOVAB TXT_RESP,FAOPAR
MOVZWL RESPONSE_CODE,FAOPAR+4 ; Display
MOVL #2,FAOPAR+8 ; ADABAS response code
MOVAB COMMAND_CODE,FAOPAR+12
BSBB WRITE_LINE

RSB

WRITE_LINE:

MOVL #L_OUTBUF,OUTDESC ; Output buffer
MOVAB OUTBUF,OUTDESC+4 ; length and adr.
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$FAOL_S @FAOPAR,OUTDESC,- ; Formatting of output successful ?
OUTDESC,FAOPAR+4

BLBC R0,10$ ; No

PUSHAQ OUTDESC
CALLS #1,G^LIB$PUT_OUTPUT ; Output written successful ?
BLBC R0,10$ ; No

RSB

10$:
$EXIT_S R0

.END EXAMPLE
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34 付録 D VAX–11 COBOL の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 COBOL の例です。付録 B で定義された Adabas
ファイルが使用されています。

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. EXAMPLE.

*********************************************************
* *
* A D A B A S / V M S COBOL example program *
* ------------------------------------------- *
* *
* Compile, link and run this program by typing: *
* *
* $ COBOL EXAMPLE *
* $ LINK EXAMPLE *
* $ RUN EXAMPLE *
* *
* Function: *
* *
* Find in the default database all people *
* named 'SMITH' and increase their salary *
* by 10% *
* *
*********************************************************
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ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.
SOURCE-COMPUTER. VAX-11.
OBJECT-COMPUTER. VAX-11.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

01 EXAMPLE-DB COMP PIC 9(4) VALUE 0.
01 EXAMPLE-DB-X REDEFINES EXAMPLE-DB PIC X(1).

01 EMPLOYEES-FILE COMP PIC 9(4) VALUE 11.
01 EMPLOYEES-FILE-X REDEFINES EMPLOYEES-FILE PIC X(1).

77 QUANTITY PIC Z(4)9.
77 OLD-SALARY DISPLAY PIC Z(9)9.
77 NEW-SALARY DISPLAY PIC Z(9)9.
77 UPD_COUNT COMP PIC 9(5) VALUE ZERO.

* Control Block

vms 01 CB.
02 FILLER PIC X(2).
02 COMMAND-CODE PIC X(2).
02 COMMAND-ID PIC X(4).
02 FILE-NUMBER PIC X(1).
02 DB-ID PIC X(1).
02 RESPONSE-CODE COMP PIC 9(3).
02 ISN COMP PIC 9(8).
02 ISN-LL COMP PIC 9(9).
02 ISN-QUANTITY COMP PIC 9(9) VALUE ZERO.
02 FMT-BUF-LNG COMP PIC 9(4).
02 REC-BUF-LNG COMP PIC 9(4).
02 SEA-BUF-LNG COMP PIC 9(4).
02 VAL-BUF-LNG COMP PIC 9(4).
02 ISN-BUF-LNG COMP PIC 9(4).
02 CMD-OPT-1 PIC X(1).
02 CMD-OPT-2 PIC X(1).
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02 ADDITIONS-1 PIC X(8).
02 ADDITIONS-2 PIC X(4).
02 ADDITIONS-3 PIC X(8).
02 ADDITIONS-4 PIC X(8).
02 ADDITIONS-5 PIC A(8).
02 COMMAND-TIME COMP PIC 9(9).
02 USER-AREA PIC X(4).

* Format Buffer

77 FB PIC A(8) VALUE "ASN,4,F.".
77 L-FB COMP PIC 9(4) VALUE 7 .

* Record Buffer

01 RB.
02 OP PIC A(7) VALUE "UPD=11.".
02 SALARY REDEFINES OP COMP PIC 9(7).

77 L-RB-OP COMP PIC 9(4) VALUE 7 .
77 L-RB COMP PIC 9(4) VALUE 4 .

* Search Buffer

77 SB PIC X(5) VALUE "AE,5.".
77 L-SB COMP PIC 9(4) VALUE 5.

* Value Buffer

77 VB PIC A(5) VALUE "SMITH".
77 L-VB COMP PIC 9(4) VALUE 5.
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* ISN Buffer

77 IB PIC 9(9).
77 L-IB COMP PIC 9(4) VALUE 4.

PROCEDURE DIVISION.

MAIN-PROGRAM SECTION.

EXAMPLE-START.

DISPLAY "COBOL example program for calling ADABAS (OpenVMS)".
PERFORM OPEN-DATABASE.
IF RESPONSE-CODE NOT EQUAL ZERO

PERFORM RESPONSE
ELSE

PERFORM FIND-RECORD
IF RESPONSE-CODE EQUAL ZERO

MOVE ISN-QUANTITY TO QUANTITY
DISPLAY "Found : ", QUANTITY, " records"
PERFORM INCREASE-SALARY UNTIL ISN-QUANTITY EQUAL ZERO

END-IF
IF RESPONSE-CODE NOT EQUAL ZERO

PERFORM RESPONSE
MOVE ZERO TO RESPONSE-CODE
IF UPD-COUNT NOT EQUAL TO ZERO

PERFORM ISSUE-BT
IF RESPONSE-CODE EQUAL ZERO

MOVE ZERO TO UPD-COUNT
ELSE

PERFORM RESPONSE
END-IF

END-IF
END-IF
IF RESPONSE-CODE EQUAL ZERO

PERFORM CLOSE-DATABASE
IF RESPONSE-CODE NOT EQUAL ZERO

PERFORM RESPONSE.
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STOP RUN.

SUBROUTINES SECTION.

INCREASE-SALARY.

MOVE SALARY TO OLD-SALARY.
COMPUTE SALARY = SALARY + SALARY / 10.
MOVE "A1" TO COMMAND-CODE.
CALL "ADABAS" USING CB, FB, RB.

IF RESPONSE-CODE NOT EQUAL ZERO
MOVE ZERO TO ISN-QUANTITY

ELSE
MOVE SALARY TO NEW-SALARY
DISPLAY " ISN =", ISN WITH CONVERSION,

" old salary = ", OLD-SALARY,
" new salary = ", NEW-SALARY

ADD 1 TO UPD_COUNT
PERFORM FIND-RECORD
IF RESPONSE-CODE NOT EQUAL ZERO

MOVE ZERO TO ISN-QUANTITY
IF RESPONSE-CODE EQUAL 3

MOVE ZERO TO RESPONSE-CODE.

FIND-RECORD.

MOVE "L4" TO COMMAND-CODE.
IF ISN-QUANTITY EQUAL ZERO

MOVE "S4" TO COMMAND-CODE
MOVE EMPLOYEES-FILE-X TO FILE-NUMBER
MOVE "FIND" TO COMMAND-ID
MOVE L-FB TO FMT-BUF-LNG
MOVE L-RB TO REC-BUF-LNG
MOVE L-SB TO SEA-BUF-LNG
MOVE L-VB TO VAL-BUF-LNG
MOVE L-IB TO ISN-BUF-LNG
MOVE "N" TO CMD-OPT-2.
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CALL "ADABAS" USING CB, FB, RB, SB, VB, IB.

OPEN-DATABASE.

MOVE EXAMPLE-DB-X TO DB-ID.
MOVE "OP" TO COMMAND-CODE.
MOVE L-RB-OP TO REC-BUF-LNG.

PERFORM OPEN-DATABASE-9 TEST AFTER
UNTIL RESPONSE-CODE NOT EQUAL 9.

OPEN-DATABASE-9.

CALL "ADABAS" USING CB, FB, RB.

CLOSE-DATABASE.

MOVE "CL" TO COMMAND-CODE.

CALL "ADABAS" USING CB.

ISSUE-BT.

MOVE "BT" TO COMMAND-CODE.

CALL "ADABAS" USING CB.

RESPONSE.
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DISPLAY "** Response code ", RESPONSE-CODE WITH CONVERSION
" from ADABAS for command ", COMMAND-CODE.
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35 付録 E VAX–11 PL/I の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 PL/I の例です。付録 B で定義された Adabas ファ
イルが使用されています。

EXAMPLE: PROC OPTIONS (MAIN) ;

/********************************************************
* *
* A D A B A S / V M S PL/1 example program *
* --------------------------------------------- *
* *
* Compile, link and run this program by typing: *
* *
* $ PLI EXAMPLE *
* $ LINK EXAMPLE *
* $ RUN EXAMPLE *
* *
* Function: *
* Find in the default database all people *
* named 'SMITH' and increase their salary *
* by 10% *
* *
********************************************************/

%REPLACE EXAMPLE_DB BY 0 ;
%REPLACE PERSON_FILE BY 11;
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/*************************
* ADABAS Control block *
*************************/

DCL ADABAS ENTRY (ANY,ANY,ANY,ANY,ANY,ANY)
OPTIONS (VARIABLE) ;

DCL 1 CB,
2 FILLER1 CHAR(2),
2 COMMAND_CODE CHAR(2),
2 COMMAND_ID CHAR(4),
2 FILE_NUMBER CHAR(1),
2 DB_ID CHAR(1),
2 RESPONSE_CODE FIXED BINARY(15),
2 ISN FIXED BINARY(31),
2 ISN_LL FIXED BINARY(31),
2 ISN_QUANTITY FIXED BINARY(31),
2 FMT_BUF_LNG FIXED BINARY(15),
2 REC_BUF_LNG FIXED BINARY(15),
2 SEA_BUF_LNG FIXED BINARY(15),
2 VAL_BUF_LNG FIXED BINARY(15),
2 ISN_BUF_LNG FIXED BINARY(15),
2 CMD_OPT_1 CHAR(1),
2 CMD_OPT_2 CHAR(1),
2 ADDITIONS_1 CHAR(8),
2 ADDITIONS_2 CHAR(4),
2 ADDITIONS_3 CHAR(8),
2 ADDITIONS_4 CHAR(8),
2 ADDITIONS_5 CHAR(8),
2 COMMAND_TIME FIXED BINARY(31),
2 USER_AREA CHAR(4) ;

/************************************
* ADABAS Format and Record Buffer *
************************************/

DCL FB CHAR(8) INIT ('ASN,4,P.') ;
DCL OPENRB CHAR(7) INIT ('UPD=11.') ;
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DCL RB CHAR(4) ;
DCL SALARY FIXED DECIMAL(7) BASED (ADDR(RB)) ;
DCL OLD_SALARY FIXED DECIMAL(7);

/**********************************
* ADABAS Search and Value Buffer *
**********************************/

DCL SB CHAR(5) INIT ('AE,5.') ;
DCL VB CHAR(5) INIT ('SMITH') ;

/*********************
* ADABAS ISN Buffer *
*********************/

DCL IB(1) FIXED BINARY(31) ;

vms /***********
* Counter *
***********/

DCL UPD FIXED BINARY(15) INIT(0) ;

/**************************
* Write startup message *
***************************/

PUT SKIP EDIT ('PL/1 example program for calling ADABAS') (A);

/******************
* Open database *
******************/
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COMMAND_CODE= 'OP' ;
DB_ID = BYTE(EXAMPLE_DB) ;
REC_BUF_LNG = LENGTH(OPENRB) ;

CALL ADABAS (CB,,OPENRB) ;
IF RESPONSE_CODE=9 THEN

CALL ADABAS (CB,,OPENRB) ;

IF RESPONSE_CODE ^= 0 THEN GOTO ERR30 ;

/*****************
* Initial find *
*****************/

COMMAND_CODE= 'S4' ;
COMMAND_ID = 'FIND' ;
FILE_NUMBER = BYTE(EMPLOYEES_FILE) ;
FMT_BUF_LNG = LENGTH(FB) ;
REC_BUF_LNG = LENGTH(RB) ;
SEA_BUF_LNG = LENGTH(SB) ;
VAL_BUF_LNG = LENGTH(VB) ;
ISN_BUF_LNG = HBOUND(IB,1)*4 ;
CMD_OPT_1 = ' ' ;
CMD_OPT_2 = 'N' ;

CALL ADABAS (CB,FB,RB,SB,VB,IB) ;
IF RESPONSE_CODE ^= 0 THEN GOTO ERR30;
PUT SKIP EDIT (' Found: ',cb.isn_quantity,' records' ) (A,F(4),A);
IF ISN_QUANTITY = 0 THEN GOTO ERR20 ;

/**************************************
* Change the value for field SALARY *
* and update record *
**************************************/

コマンドリファレンス460

付録 E VAX–11 PL/I の例



CON10:
OLD_SALARY = SALARY ;
SALARY = SALARY + (SALARY * 0.1 ) ;

COMMAND_CODE= 'A1' ;
CALL ADABAS (CB,FB,RB);
IF RESPONSE_CODE ^= 0 THEN GOTO ERR10;

PUT SKIP EDIT (' ISN= ' ,CB.ISN,' old salary= ',
old_salary,' new salary= ',salary)(A) ;

UPD = UPD + 1 ;
COMMAND_CODE = 'L4' ;
CALL ADABAS (CB,FB,RB,SB,VB,IB) ;

IF RESPONSE_CODE = 0 THEN GOTO CON10 ;
IF RESPONSE_CODE = 3 THEN GOTO ERR20 ;

/***********************
* Backout transaction *
***********************/

ERR10:
PUT SKIP EDIT ('**Response code ',response_code,'from ADABAS for

command' ,COMMAND_CODE) (A) ;

IF UPD = 0 THEN GOTO ERR20 ;

COMMAND_CODE = 'BT' ;
CALL ADABAS (CB) ;

IF RESPONSE_CODE ^= 0 THEN GOTO ERR30 ;
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UPD = 0 ;

/******************
* Close database *
******************/

ERR20:
COMMAND_CODE = 'CL' ;
CALL ADABAS (CB) ;
IF RESPONSE_CODE ^= 0 THEN GOTO ERR30 ;

GOTO EXIT ;

/**********************
* Print response code *
**********************/

ERR30:

PUT SKIP EDIT ('** Response code ',response code,'from ADABAS for
command',COMMAND_CODE) (A) ;

EXIT:

END EXAMPLE ;
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36 付録 F VAX–11 FORTRAN の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 FORTRAN の例です。付録 B で定義された Adabas
ファイルが使用されています。

PROGRAM EXAMPLE

C********************************************************
C *
C A D A B A S / V M S FORTRAN example program *
C --------------------------------------------- *
C *
C Compile, link and run this program by typing: *
C *
C $ FORTRAN EXAMPLE *
C $ LINK EXAMPLE *
C $ RUN EXAMPLE *
C *
C Function: *
C *
C Find in the default database all people *
C named 'SMITH' and increase their salary *
C by 10% *
C *
C********************************************************
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BYTE EXAMPLE_DB,
2 EMPLOYEES_FILE

           PARAMETER      (EXAMPLE_DB = 0,         ! Use default database
           2               EMPLOYEES_FILE = 11)    ! and example file             ↩
                                                 ! 'EMPLOYEES'

INCLUDE 'EXAINC /LIST'

CHARACTER*(*) FB, SB, VB

PARAMETER (FB = 'ASN,4,F.',
2 SB = 'AE,5.',
2 VB = 'SMITH')

STRUCTURE /RECORD_BUFFER/
UNION

MAP ! Preset for the OPEN call
CHARACTER*7 OP /'UPD=11.'/

END MAP
MAP

INTEGER*4 SALARY
END MAP

END UNION
END STRUCTURE

RECORD /RECORD_BUFFER/ RB ! Record Buffer

INTEGER*4 OLD_SALARY,
2 UPD_COUNT /0/ ! No. of records updated

LOGICAL OPEN_DATABASE, ! Functions
2 CLOSE_DATABASE, ! being referenced later
2 ISSUE_BT,
2 FIND_RECORD,
2 UPDATE_RECORD
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WRITE (6,1)

CB.DB_ID = EXAMPLE_DB
IF (.NOT. OPEN_DATABASE (CB, RB.OP)) THEN

CALL RESPONSE(CB)
ELSE

CB.FILE_NUMBER = EMPLOYEES_FILE
CB.ISN_QUANTITY = 0
IF (FIND_RECORD (CB, FB, %DESCR(RB.SALARY), SB, VB)) THEN

WRITE (6,2) CB.ISN_QUANTITY
DO WHILE (CB.ISN_QUANTITY .NE. 0)

OLD_SALARY = RB.SALARY
IF (.NOT. UPDATE_RECORD (CB, FB, RB.SALARY, SB, VB)) THEN

CB.ISN_QUANTITY = 0
ELSE

WRITE (6,3) CB.ISN, OLD_SALARY, RB.SALARY
UPD_COUNT = UPD_COUNT + 1
IF (.NOT. FIND_RECORD (CB, FB, %DESCR(RB.SALARY),SB,VB))

2 THEN
CB.ISN_QUANTITY = 0
IF (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 3) THEN

CB.RESPONSE_CODE = 0
END IF

END IF
END IF

END DO
END IF

IF (CB.RESPONSE_CODE .NE. 0) THEN
CALL RESPONSE (CB)
CB.RESPONSE_CODE = 0
IF (UPD_COUNT .NE. 0) THEN

IF (ISSUE_BT (CB)) THEN
UPD_COUNT = 0

ELSE
CALL RESPONSE (CB)

END IF
END IF

END IF
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IF (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 0) THEN
IF (.NOT. CLOSE_DATABASE (CB)) THEN

CALL RESPONSE (CB)
END IF

END IF
END IF

1 FORMAT (' FORTRAN example program for calling ADABAS (OpenVMS)')
2 FORMAT (' Found :',I5,' records')
3 FORMAT (' ISN =',I8,' old salary = ',I10,' new salary = ',I10)

END

LOGICAL FUNCTION OPEN_DATABASE (CB, RB)

           INCLUDE 'EXAINC'                        ! ADABAS Control Block         ↩
                                                 ! layout

CHARACTER*(*) RB

CB.COMMAND_CODE = 'OP'
CB.REC_BUF_LNG = LEN(RB)

CALL ADABAS (CB,,%REF(RB))

DO WHILE (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 9)
CALL ADABAS (CB,,%REF(RB))

END DO

OPEN_DATABASE = (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 0)
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END

LOGICAL FUNCTION CLOSE_DATABASE (CB)

           INCLUDE 'EXAINC'                        ! ADABAS Control Block         ↩
                                                 ! layout

CB.COMMAND_CODE = 'CL'

CALL ADABAS (CB)

CLOSE_DATABASE = (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 0)

END

LOGICAL FUNCTION ISSUE_BT (CB)

           INCLUDE 'EXAINC'                        ! ADABAS Control Block         ↩
                                                 ! layout

CB.COMMAND_CODE = 'BT'

CALL ADABAS (CB)

ISSUE_BT = (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 0)

END
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LOGICAL FUNCTION FIND_RECORD (CB, FB, RB, SB, VB)

           INCLUDE 'EXAINC'                        ! ADABAS Control Block         ↩
                                                 ! layout

CHARACTER*(*) FB, RB, SB, VB

INTEGER*4 IB ! ISN Buffer

CB.COMMAND_CODE = 'L4'
IF (CB.ISN_QUANTITY .EQ. 0) THEN

CB.COMMAND_CODE = 'S4'
CB.COMMAND_ID = 'FIND'
CB.FMT_BUF_LNG = LEN(FB)
CB.REC_BUF_LNG = LEN(RB)
CB.SEA_BUF_LNG = LEN(SB)
CB.VAL_BUF_LNG = LEN(VB)
CB.ISN_BUF_LNG = 4
CB.CMD_OPT_2 = 'N'

END IF

CALL ADABAS (CB, %REF(FB), %REF(RB), %REF(SB), %REF(VB), IB)

FIND_RECORD = (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 0)

END

LOGICAL FUNCTION UPDATE_RECORD (CB, FB, RB)

           INCLUDE 'EXAINC'                        ! ADABAS Control Block         ↩
                                                 ! layout
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STRUCTURE /RECORD_BUFFER/
INTEGER*4 SALARY

END STRUCTURE

CHARACTER*(*) FB

RECORD /RECORD_BUFFER/ RB ! Record Buffer

RB.SALARY = RB.SALARY + RB.SALARY / 10
CB.COMMAND_CODE = 'A1'

CALL ADABAS (CB, %REF(FB), %REF(RB))

UPDATE_RECORD = (CB.RESPONSE_CODE .EQ. 0)

END

SUBROUTINE RESPONSE (CB)

           INCLUDE 'EXAINC'                        ! ADABAS Control Block         ↩
                                                 ! layout

WRITE (6,2) CB.RESPONSE_CODE, CB.COMMAND_CODE
2 FORMAT (' ** Response Code ', I<ALOG10(FLOATI(CB.RESPONSE_CODE))+1>,

2 ' from ADABAS for command ', A2)

END

STRUCTURE /CONTROL_BLOCK/
CHARACTER*2 %FILL,

2 COMMAND_CODE
CHARACTER*4 COMMAND_ID
BYTE FILE_NUMBER,

2 DB_ID
INTEGER*2 RESPONSE_CODE
INTEGER*4 ISN,
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2 ISN_LL,
2 ISN_QUANTITY

INTEGER*2 FMT_BUF_LNG,
2 REC_BUF_LNG,
2 SEA_BUF_LNG,
2 VAL_BUF_LNG,
2 ISN_BUF_LNG

CHARACTER*1 CMD_OPT_1,
2 CMD_OPT_2

CHARACTER*8 ADDITIONS_1
CHARACTER*4 ADDITIONS_2
CHARACTER*8 ADDITIONS_3,

2 ADDITIONS_4,
2 ADDITIONS_5

INTEGER*4 COMMAND_TIME
CHARACTER*4 USER_AREA

END STRUCTURE

RECORD /CONTROL_BLOCK/ CB ! Control Block
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37 付録 G VAX–11 PASCAL の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 PASCAL の例です。付録 B で定義された Adabas
ファイルが使用されています。

PROGRAM EXAMPLE (OUTPUT);

(****************************************************************
* *
* A D A B A S / V M S PASCAL example program *
* -------------------------------------------- *
* *
* Compile, link and run this program by typing : *
* *
* $ PASCAL EXAMPLE *
* $ LINK EXAMPLE *
* $ RUN EXAMPLE *
* *
* Function : *
* *
* Find in the default database all people *
* named 'SMITH' and increase their salary *
* by 10% *
* *
****************************************************************)
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CONST

EXAMPLE_DB = 0; (* Use default database *)
EMPLOYEES_FILE = 11; (* and example file 'EMPLOYEES' *)

      L_FB         = 8;            (* Lengths of the buffers       *)
      L_RB_OP      = 7;            (*    used when calling ADABAS  *)
      L_SB         = 5;            (* Note that these buffers have *)             ↩
    L_VB         = 5;            (* to be defined in the VAR     *)
      L_IB         = 4;            (* area due to the call by      *)
      L_RB         = 4;            (* reference mechanism used     *)

TYPE

INT1 = 0..255;
INT2 = 0..65535;
CHAR2 = PACKED ARRAY [1..2] OF CHAR;
CHAR4 = PACKED ARRAY [1..4] OF CHAR;
CHAR8 = PACKED ARRAY [1..8] OF CHAR;

CONTROL_BLOCK = PACKED RECORD

FILLER1,
COMMAND_CODE : CHAR2;
COMMAND_ID : CHAR4;
FILE_NUMBER,
DB_ID : INT1;
RESPONSE_CODE : INT2;
ISN,
ISN_LL,
ISN_QUANTITY : INTEGER;
FMT_BUF_LNG,
REC_BUF_LNG,
SEA_BUF_LNG,
VAL_BUF_LNG,
ISN_BUF_LNG : INT2;
CMD_OPT_1,
CMD_OPT_2 : CHAR;
ADDITIONS_1 : CHAR8;
ADDITIONS_2 : CHAR4;
ADDITIONS_3,
ADDITIONS_4,
ADDITIONS_5 : CHAR8;
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COMMAND_TIME : INTEGER;
USER_AREA : CHAR4;

END;

FMT_BUF = PACKED ARRAY [1..L_FB] OF CHAR;

REC_BUF = PACKED RECORD

CASE INTEGER OF
0 : (OP : PACKED ARRAY [1..L_RB_OP] OF CHAR);
1 : (SALARY : INTEGER);

END;

SEA_BUF = PACKED ARRAY [1..L_SB] OF CHAR;
VAL_BUF = PACKED ARRAY [1..L_VB] OF CHAR;

VAR

CB : CONTROL_BLOCK;
FB : FMT_BUF;
RB : REC_BUF;
SB : SEA_BUF;
VB : VAL_BUF;
IB : INTEGER;

UPD_COUNT : INTEGER; (* No. of records updated *)
OLD_SALARY : INTEGER;

PROCEDURE ADABAS (VAR CB : CONTROL_BLOCK;
VAR FB : FMT_BUF;
VAR RB : REC_BUF;
VAR SB : SEA_BUF;
VAR VB : VAL_BUF;
VAR IB : INTEGER); EXTERN;
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FUNCTION OPEN_DATABASE:BOOLEAN;

BEGIN
CB.DB_ID := EXAMPLE_DB;
CB.COMMAND_CODE := 'OP';
CB.REC_BUF_LNG := L_RB_OP;
RB.OP := 'UPD=11.';

REPEAT
ADABAS (CB, FB, RB, SB, VB, IB);

UNTIL CB.RESPONSE_CODE <> 9;

OPEN_DATABASE := CB.RESPONSE_CODE = 0
END;

FUNCTION CLOSE_DATABASE:BOOLEAN;

BEGIN
CB.COMMAND_CODE:= 'CL';

ADABAS (CB, FB, RB, SB, VB, IB);

CLOSE_DATABASE := CB.RESPONSE_CODE = 0
END;

FUNCTION ISSUE_BT:BOOLEAN;

BEGIN
CB.COMMAND_CODE:= 'BT';

ADABAS (CB, FB, RB, SB, VB, IB);
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ISSUE_BT := CB.RESPONSE_CODE = 0
END;

FUNCTION FIND_RECORD:BOOLEAN;

BEGIN
CB.COMMAND_CODE := 'L4';
IF CB.ISN_QUANTITY = 0 THEN
BEGIN

CB.COMMAND_CODE := 'S4';
CB.FILE_NUMBER := EMPLOYEES_FILE;
CB.COMMAND_ID := 'FIND';
CB.FMT_BUF_LNG := L_FB;
CB.REC_BUF_LNG := L_RB;
CB.SEA_BUF_LNG := L_SB;
CB.VAL_BUF_LNG := L_VB;
CB.ISN_BUF_LNG := L_IB;
CB.CMD_OPT_2 := 'N';
FB := 'ASN,4,F.'; (* Salary as 4 byte integer *)
SB := 'AE,5.'; (* Searching via name *)
VB := 'SMITH'; (* Searching for 'SMITH' *)

END;

ADABAS (CB, FB, RB, SB, VB, IB);

FIND_RECORD := CB.RESPONSE_CODE = 0
END;

FUNCTION UPDATE_RECORD:BOOLEAN;

BEGIN
RB.SALARY := RB.SALARY + RB.SALARY DIV 10;
CB.COMMAND_CODE := 'A1';

ADABAS (CB, FB, RB, SB, VB, IB);
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UPDATE_RECORD := CB.RESPONSE_CODE = 0
END;

PROCEDURE RESPONSE;

BEGIN
WRITELN('** Response code ', CB.RESPONSE_CODE:0,

' from ADABAS for command ', CB.COMMAND_CODE);
END;

(* Main program *)

BEGIN
WRITELN ('PASCAL example program for calling ADABAS (OpenVMS)');
IF NOT OPEN_DATABASE THEN

RESPONSE
ELSE
BEGIN

UPD_COUNT := 0;
CB.ISN_QUANTITY := 0;
IF FIND_RECORD THEN
BEGIN

WRITELN ('Found : ',CB.ISN_QUANTITY:5,' records');
WHILE CB.ISN_QUANTITY <> 0 DO
BEGIN

OLD_SALARY := RB.SALARY;
IF NOT UPDATE_RECORD THEN

CB.ISN_QUANTITY := 0
ELSE
BEGIN

WRITELN (' ISN ',CB.ISN:8,' old salary = ',
OLD_SALARY:10,' new salary = ',RB.SALARY:10);

UPD_COUNT := UPD_COUNT + 1;
IF NOT FIND_RECORD THEN
BEGIN

CB.ISN_QUANTITY := 0;
IF CB.RESPONSE_CODE = 3 THEN

CB.RESPONSE_CODE := 0;
END;

END;
END;

END;
IF CB.RESPONSE_CODE <> 0 THEN
BEGIN

RESPONSE;
CB.RESPONSE_CODE := 0;

コマンドリファレンス476

付録 G VAX–11 PASCAL の例



IF UPD_COUNT <> 0 THEN
IF ISSUE_BT THEN

UPD_COUNT := 0
ELSE

RESPONSE;
END;

IF CB.RESPONSE_CODE = 0 THEN
BEGIN

WRITELN ('Changed : ',UPD_COUNT:5,' records');
IF NOT CLOSE_DATABASE THEN

RESPONSE;
END;

END;
END.
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38 付録 H VAX–11 BASIC の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 BASIC の例です。付録 B で定義された Adabas
ファイルが使用されています。

!*********************************************************
!* *
!* A D A B A S / V M S BASIC example program *
!* --------------------------------------------- *
!* *
!* Compile, link and run this program by typing: *
!* *
!* $ BASIC EXAMPLE *
!* $ LINK EXAMPLE,ADABAS$VERSION:ADABAS.OLB/LIB *
!* $ RUN EXAMPLE *
!* *
!* Function: *
!* Find in the default database all people *
!* named 'SMITH' and increase their salary *
!* by 10% *
!* *
!*********************************************************

DECLARE STRING EXAMPLE_DB \ EXAMPLE_DB = CHR$(0)
DECLARE STRING EMPLOYEES_FILE \ EMPLOYEES_FILE = CHR$(11)
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!**************************
!* ADABAS Control Block *
!**************************

MAP (CONT_BLOCK) STRING CB = 80
MAP (CONT_BLOCK) STRING FILLER1 = 2, &

COMMAND_CODE = 2, &
COMMAND_ID = 4, &
FILE_NUMBER = 1, &
DB_ID = 1, &

WORD RESPONSE_CODE, &
LONG ISN, &

ISN_LL, &
ISN_QUANTITY, &

WORD FMT_BUF_LNG, &
REC_BUF_LNG, &
SEA_BUF_LNG, &
VAL_BUF_LNG, &
ISN_BUF_LNG, &

STRING CMD_OPT_1 = 1, &
CMD_OPT_2 = 1, &
ADDITIONS_1 = 8, &
ADDITIONS_2 = 4, &
ADDITIONS_3 = 8, &
ADDITIONS_4 = 8, &
ADDITIONS_5 = 8, &

LONG COMMAND_TIME, &
STRING USER_AREA = 4

!*************************************
!* ADABAS Format and Record Buffer *
!*************************************

DECLARE STRING FB \ FB = 'ASN,4,F.'
DECLARE STRING OPENRB \ OPENRB = 'UPD=11.'

MAP (RECORD_BUF) STRING RB = 4
MAP (RECORD_BUF) LONG SALARY
DECLARE LONG OLD_SALARY
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!************************************
!* ADABAS Search and Value Buffer *
!************************************

DECLARE STRING SB \ SB = 'AE,5.'
DECLARE STRING VB \ VB = 'SMITH'

!***********************
!* ADABAS ISN buffer *
!***********************

DECLARE LONG IB

!*************
!* Counter *
!*************

DECLARE INTEGER UPD \ UPD = 0

!***************************
!* Write startup message *
!***************************

900 PRINT ' BASIC example program for calling ADABAS (OpenVMS)'

!*******************
!* Open database *
!*******************

COMMAND_CODE = 'OP'
DB_ID = EXAMPLE_DB
REC_BUF_LNG = LEN(OPENRB)
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950 CALL ADABAS (CB BY REF,,OPENRB BY REF)
960 IF RESPONSE_CODE = 9 THEN GOTO 950
970 IF RESPONSE_CODE <> 0 THEN GOTO 4000

ELSE

!******************
!* Initial find *
!******************

COMMAND_CODE = 'S4'
COMMAND_ID = 'FIND'
FILE_NUMBER = EMPLOYEES_FILE
FMT_BUF_LNG = LEN(FB)
REC_BUF_LNG = LEN(RB)
SEA_BUF_LNG = LEN(SB)
VAL_BUF_LNG = LEN(VB)
ISN_BUF_LNG = 4
CMD_OPT_1 = ' '
CMD_OPT_2 = 'N'

CALL ADABAS (CB BY REF,READFB BY REF,RB BY REF,SB BY REF,
VB BY REF,IB BY REF)

IF RESPONSE_CODE <> 0 THEN GOTO 2000
ELSE PRINT 'Found : ';ISN_QUANTITY;' records'

IF ISN_QUANTITY = 0 THEN GOTO 3000

!************************************
!* Loop over all selected records *
!************************************

1000 OLD_SALARY = SALARY
SALARY = SALARY + (SALARY * 0.1)
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COMMAND_CODE = 'A1'
CALL ADABAS (CB YB REF, FB BY REF, RB BY REF)

1010 IF RESPONSE_CODE <> 0 THEN GOTO 2000
1020 PRINT ' ISN=';ISN;' old salary = ';OLD_SALARY;' new salary = ';NEW

SALARY
UPD = UPD + 1

COMMAND_CODE = 'L4'
CALL ADABAS (CB BY REF, FB BY REF, RB BY REF)

1030 IF RESPONSE_CODE = 0 THEN GOTO 1000
1040 IF RESPONSE_CODE = 3 THEN GOTO 3000

!***********************
!* Backout transaction *
!***********************

2000 PRINT '**Response code ';RESPONSE_CODE;' from ADABAS for command
';COMMAND_ID

2010 IF UPD = 0 THEN GOTO 3000

2020 COMMAND_CODE = 'BT'
CALL ADABAS (CB BY REF)

2030 IF RESPONSE_CODE <> 0 THEN GOTO 4000
ELSE
UPD = 0

!********************
!* Close database *
!********************
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3000 COMMAND_CODE = 'CL'
CALL ADABAS (CB BY REF)

3010 IF RESPONSE_CODE <> 0 THEN GOTO 4000
ELSE
GOTO 5000

!*************************
!* Print response code *
!*************************

4000 PRINT ' ** Response code ';RESPONSE_CODE;from ADABAS for command
';COMMAND_ID

!***********************
!* Common exit point *
!***********************

5000 END
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39 付録 I VAX–11 C の例

Adabas ダイレクトコールを使用する VAX-11 C の例です。付録 B で定義された Adabas ファイ
ルが使用されています。

/*
.-------------------------------------------------------.
! !
! C example program for calling ADABAS(OpenVMS) !
! -------------------------------------------- !
! !
! Compile, link and run this program by typing: !
! !
! $ CC EXAMPLE !
! $ LINK EXAMPLE,SYS$LIBRARY:VAXCRTL/LIB !
! $ RUN EXAMPLE !
! !
! Function : !
! !
! Find in the default database all persons !
! named Smith and increase their salary by 10% !
! !
`-------------------------------------------------------'

*/

#include <stdio.h>
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#define EXAMPLE_DB 0 /* default database */
#define EMPLOYEES_FILE 11 /* file number */

#define FMTBUF "ASN,4,F." /* salary field as 4 byte integer */
#define FBLEN 8 /* format buffer's length*/

#define VALBUF "SMITH" /* name to search for */
#define VBLEN 5 /* value buffer's length */

#define SEABUF "AE,5." /* search buffer NAME equal to */
#define SBLEN 5 /* search buffer's length */

#define RBLEN 4 /* record buffer's length */
#define IBLEN 4 /* ISN buffer's length */

#define OPENRB "UPD=11." /* record buffer used for OPEN */
#define OPENRBLEN 7 /* record buffer's length */

/* .------------------------.
! ADABAS control block !
`------------------------'

*/
typedef char char2 [2] ;
typedef char char4 [4] ;
typedef char char8 [8] ;

typedef struct control_block
{
char2 filler1 ;
char2 command_code ;
char4 command_id ;
char file_number ;
char db_id ;
short int response_code ;
int isn ;
int isn_ll ;
int isn_quantity ;
short int fmt_buf_lng ;
short int rec_buf_lng ;
short int sea_buf_lng ;
short int val_buf_lng ;
short int isn_buf_lng ;
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char cmd_opt_1 ;
char cmd_opt_2 ;
char8 additions_1 ;
char4 additions_2 ;
char8 additions_3 ;
char8 additions_4 ;
char8 additions_5 ;
int command_time ;
char4 user_area ;
} ;
struct control_block cb ;

/* .----------------.
! define buffers !
`----------------'

*/
int isn_buffer; /* ISN buffer */

struct record_buffer /* record buffer */
{

int salary ;
} ;
struct record_buffer rb ;

/*
.------------------.
! define variables !
`------------------'

*/
short int upd =0 ;
int old_salary ;

/* .------------------.
! Main program !
`------------------'

*/

main ()
{

printf ("C example program for calling ADABAS(OpenVMS) ") ;
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if ( open_database() != 0 )
response () ;

else
{

if ( find_record () == 0 )
{

printf ("\nFound : %d records ", cb.isn_quantity ) ;

while ( cb.response_code == 0) && (cb.isn_quantity != 0 )
{

old_salary = rb.salary ;
rb.salary += rb.salary/10 ;

if ( update_record () != 0)
cb.isn_quantity == 0 ;

else
{

printf
("\n ISN = %8d old salary = %10d new salary = %10d ",

cb.isn, old_salary, rb.salary) ;

upd++ ;
find_record () ;

}
}

}
if ( cb.response_code != 0 )
{

response () ;
cb.response_code = 0 ;
if ( upd != 0 )

if ( issue_bt () == 0 )
upd = 0 ;

else
response () ;

}
if ( cb.response_code == 0 )
{

if ( close_database () != 0 )
response () ;

}
}

}
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/*
.------------------------.
! Open the database for !
! updating the EMPLOYEES !
! file !
`------------------------'

*/

open_database ()
{

cb.command_code[0] = 'O' ;
cb.command_code[1] = 'P' ;
cb.db_id = EXAMPLE_DB ;
cb.rec_buf_lng = OPENRBLEN ;

do adabas ( &cb , 0 , OPENRB ) ;
while (cb.response_code == 9) ;

return (cb.response_code) ;
}

/*
.-------------------------------.
! Close the database !
`-------------------------------'

*/

close_database ()

{
cb.command_code[0] = 'C' ;
cb.command_code[1] = 'L' ;
adabas ( &cb ) ;
return (cb.response_code)

}
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/*
.-------------------------.
! Call ADABAS to find all !
! people named SMITH !
`-------------------------'

*/

find_record ()
{

cb.command_code[0] = 'L';
cb.command_code[1] = '4';
if ( cb.isn_quantity == 0 )
{

cb.command_code[0] = 'S' ;
cb.command_code[1] = '4' ;
cb.command_id[0] = 'F' ;
cb.command_id[1] = 'I' ;
cb.command_id[2] = 'N' ;
cb.command_id[3] = 'D' ;

cb.file_number = EMPLOYEES_FILE ;
cb.db_id = EXAMPLE_DB ;
cb.fmt_buf_lng = FBLEN ;
cb.rec_buf_lng = RBLEN ;
cb.sea_buf_lng = SBLEN ;
cb.val_buf_lng = VBLEN ;
cb.isn_buf_lng = IBLEN ;
cb.cmd_opt_2 = 'N' ;

}

adabas ( &cb , FMTBUF , &rb , SEABUF , VALBUF , &isn_buffer ) ;

if (cb.response_code == 3 )
{

cb.response_code = 0 ;
cb.isn_quantity = 0 ;

}
return ( cb.response_code ) ;

}
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/*
.----------------------------.
! Change the value of salary !
! and update the record !
`----------------------------'

*/

update_record ()
{

cb.command_code[0] = 'A' ;
cb.command_code[1] = '1' ;

adabas ( &cb , FMTBUF , &rb ) ;

return (cb.response_code) ;
}

/*
.--------------.
! Response !
`--------------'

*/

response ( )
{

printf ("\n** Response code %d from ADABAS for Command %-2.2s ",
cb.response_code , &cb.command_code );

}

/*
.------------------.
! Issue BT command !
`------------------'

*/
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issue_bt ()

{
cb.command_code[0] = 'B' ;
cb.command_code[1] = 'T' ;

adabas ( &cb ) ;

return (cb.response_code) ;
} ;
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