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このマニュアルでは、webMethodsAdapter for JDBCを設定して使用する方法を説明します。こ
のマニュアルは、リレーショナルデータベースとのデータ交換を行う管理者およびアプリケー
ション開発者を対象としています。

このマニュアルを効果的に利用するには、以下の知識が必要です。

リレーショナルデータベースの基本的な概念とタスク

フローサービスまたは Java サービスの作成手順

お使いの OS の用語および基本的な操作

webMethods Integration Server の設定と操作

Software AG Designer での基本的なタスク

表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字

folder.subfolder.service形式のサービス名や場所、API、Javaクラス、メソッ
ド、プロパティを表します。

縮小フォント

次の情報を表します。斜体

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。
本文で最初に出現する新しい用語。
他のドキュメントソースへの参照。

次の情報を表します。モノスペースフォン
ト 入力する必要があるテキストまたはシステムで表示されるメッセージ。

プログラムコード。

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。

...
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オンライン情報とサポート

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。このサイトには、Software AG の製品サポートサイト Empower のクレデン
シャルが必要です。Empower の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 の Empower 製品サポート Web サイト

Empower のアカウントをまだお持ちでない場合は、氏名、会社名、および会社の電子メールア
ドレスを empower@softwareag.com まで送信し、アカウントをリクエストしてください。

アカウントを取得したら、Empower (https://empower.softwareag.com/) の [eService] セクショ
ンからオンラインでサポートインシデントを開くことができます。

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

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、KnowledgeBaseの記事を読むには、Knowledge
Center に移動します。

ご不明な点がありましたら、https://empower.softwareag.com/public_directory.asp の [Global
Support Contact Directory] でお住まいの国のローカルまたはフリーダイヤル番号を検索し、お
電話でお問い合わせください。

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。
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データ保護
Software AG 製品は、EU 一般データ保護規則 (GDPR) に従って個人データの処理に関する機能
を提供します。該当する場合、それぞれの管理マニュアルに適切な手順が記載されています。
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Adapter for JDBC について
webMethods Adapter for JDBC は、JDBC ドライバを使用したリレーショナルデータベースとの
データ交換を可能にする webMethods Integration Server のアドオンです。JDBC Adapter によ
り、既存のアプリケーションインフラストラクチャを変更することなく、シームレスかつリアル
タイムにデータベースと通信できます。

Adapter for JDBCを使用すると、リレーショナルデータベースのデータの検索、挿入、更新トラ
ンザクションを処理するサービスを Integration Server クライアントで作成して実行できます。

たとえば、Adapter for JDBC を使用して、Integration Server に接続された別のシステムのデー
タを基に、Oracleデータベースに顧客を追加することができます。あるいは、Adapter for JDBC
を使用して Microsoft SQL Server データベースをポーリングすることにより、追加された顧客
がないかどうかを確認し、追加された顧客のデータを Integration Server に送信して別のリソー
スに挿入することもできます。

Adapter for JDBC がサポートするデータベースのバージョン、JDBC ドライバおよびプラット
フォームの一覧については『webMethods Adapters System Requirements』を参照してくださ
い。

既知のドライバ制限の一覧については、262 ページの「ドライバ制限」を参照してください。

アーキテクチャの概要
Adapter for JDBC は、JDBC ドライバを使用するデータベースとの統合を可能にする一連のイン
タフェース、サービス、テンプレートを提供します。JDBC Adapter は 1 つのパッケージとして
提供されIntegration Server にインストールする必要があります。インストール手順の詳細につ
いては、50 ページの「Adapter for JDBC のインストール、アップグレード、およびアンインス
トールの概要」を参照してください。ソフトウェア要件については、『webMethods Adapters
System Requirements』を参照してください。

Adapter for JDBCは JDBCドライバを使用してデータベースを操作するので、Integration Server
のパッケージディレクトリには、サポートされているJDBCドライバがインストールおよびロー
ドされている必要があります。詳細については、67ページの「Integration Server への JDBCド
ライバのインストール」を参照してください。

Adapter for JDBC を使用すると、次のコンポーネントを設定できます。

アダプタ接続実行時に Integration Server がデータベースシステムに接続できるようにしま
す。アダプタサービスまたはアダプタ通知を設定する前に、アダプタ接続を設定する必要が
あります。アダプタ接続の詳細については、15 ページの「アダプタ接続」を参照してくだ
さい。

アダプタサービスIntegration Serverがデータベースに対する操作を開始および実行できるよ
うにします。たとえば、アダプタサービスを使用すると、トレーディングパートナが在庫
データベースにクエリーを行い、特定品目の在庫を確認することができます。アダプタサー
ビスの設定には、Adapter for JDBC 付属のアダプタサービステンプレートを使用します。ア
ダプタサービスの詳細については、18ページの「アダプタサービス」を参照してください。

アダプタ通知データベースを監視し、特定のデータベーステーブルでアクション(Integration
Serverによって開始されたものを除く)が発生すると Integration Server に通知します。たと
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えば、アダプタ通知を使用すると、特定のデータベーステーブルに更新操作が行われたとき
に Integration Server に通知することかできます。アダプタ通知の詳細については、25ペー
ジの「アダプタ通知」を参照してください。

次の図は、アダプタサービスがアダプタ接続と JDBC ドライバを使用してデータベースに接続
し、それに対する操作を実行する様子を示しています。

次の図に示すビジネス統合では、データベースの従業員データを更新する際にアダプタサービス
を使用しています。従業員データは、タイプの異なる複数の外部 Integration Server (IS) クライ
アントから提供されます。
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アダプタ通知を使用する統合のアーキテクチャは、前に説明したアダプタサービスを使用する統
合のアーキテクチャに類似していますが、通知のタイプが異なります。これらの統合の主な違い
は、Integration Server で発生するアクションによってではなく、データベースで発生するイベ
ントによって通知が開始されることです。

アダプタ通知を使用する場合、データベースからイベントデータを取得し、それを使用して
IntegrationServer内で別のアクションを開始できます。たとえば、データベース内の従業員テー
ブルを監視するアダプタ通知を作成し、テーブルに従業員が追加されるたびにそのデータを
Broker に送るようにできます。これにより、Broker クライアントはこの通知のパブリッシュ可
能なドキュメントをサブスクライブできます。

さまざまなアダプタ通知のアーキテクチャの詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を
参照してください。

パッケージの管理
Adapter for JDBC は WmJDBCAdapter というパッケージとして提供されており、Integration
Server の他のパッケージと同様に管理します。

Integration Server でパッケージを設定し効率的に管理する方法については、次のような点を考
慮する必要があります。
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接続、アダプタサービス、通知のためにユーザ定義パッケージを作成する必要があります。
詳細については、56ページの「Adapter for JDBCパッケージの管理」を参照してください。

アダプタサービスおよび通知の最適な管理方法を決定するために、パッケージの依存性がど
のように機能するかを理解します。詳細については、57 ページの「パッケージの依存性の
要件とガイドライン」を参照してください。

どの開発グループが、どのアダプタサービスおよび通知へのアクセス権を持つかを制御しま
す。詳細については、59ページの「グループアクセスコントロール」を参照してください。

Integration Serverの拡張機能であるクラスタリングが、アダプタサービスの効率的な管理に
どう有効であるかを理解します。詳細については、59ページの「クラスタ環境でのAdapter
for JDBC」を参照してください。

アダプタ接続
Adapter for JDBCは、実行時にJDBCドライバを介してデータベースに接続します。統合で使用
する 1 つ以上の接続を設計時に作成します。作成する接続数とタイプは、接続先のデータベー
スのタイプ、および統合におけるニーズによって異なります。たとえば、Oracle データベース
と DB2 Server データベースに接続する場合、各データベース固有の接続を作成する必要があり
ます。また、同じ種類のデータベースが複数インストールされている場合は、別々の接続を使用
して各データベースにアクセスします。たとえば、Oracle データベースを使用するデータウェ
アハウスシステムと ERP システムが存在する場合、各システムにそれぞれ接続を作成します。

Adapter for JDBC 接続には、Integration Server がデータベースへの接続を管理するために必要
なパラメータが含まれており、これらのパラメータは JDBC Adapter がサービスを提供するとき
に使用されます。Integration Server Administrator の Administrator ツールを使用して設定しま
す。Adapter for JDBCの管理画面にアクセスするには、Integration Server Administrator 管理者
権限が必要です。

Adapter for JDBC 接続の設定、表示、編集、有効化および無効化の手順については、66 ページ
の「アダプタ接続の概要」を参照してください。使用するリリースのユーザ権限の設定に関する
概要は、『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

データベースへの接続に JDBC ドライバを使用
Adapter for JDBC 接続は JDBC ドライバによって提供される DataSource オブジェクトまたは
XADataSourceオブジェクトを使用してデータベースにアクセスします。DataSourceオブジェク
トと XADataSource オブジェクトの詳細については、JDBC ドライバ付属のマニュアルを参照し
てください。

JDBC ドライバは Integration Server マシンにインストールし、サーバの起動時にロードされる
ようにしておく必要があります。手順については、67 ページの「Integration Server への JDBC
ドライバのインストール」を参照してください。

Adapter for JDBCでサポートされるトランザクションタイプの詳細については、16ページの「ア
ダプタ接続のトランザクション管理」を参照してください。

アダプタがサポートするすべての JDBC ドライバのリストについは、『webMethods Adapters
System Requirements』を参照してください。

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 15

1 アダプタの概要



既知のドライバ制限のリストについては、262ページの「ドライバ制限」を参照してください。

アダプタ接続のトランザクション管理
Adapter for JDBC 接続は、次のトランザクションタイプをサポートしています。

説明トランザクションタイプ

実行中の操作に対するトランザクション制御は行われませ
ん。つまり、すべての操作が自動的にコミットされます (自
動コミット)。

NO_TRANSACTION

このトランザクションタイプの場合、1 つのトランザクショ
ン境界の中で、同一の接続におけるすべての操作がまとめて

LOCAL_TRANSACTION

コミットまたはロールバックされます。トランザクション境
界とは、トランザクションのスコープ、つまりトランザク
ションの開始から終了までを意味します。トランザクション
境界は1つのアダプタサービス内、1つのフローサービスや
Javaサービス内、あるいはフローサービスの複数のステップ
内にあります。

このトランザクションタイプの場合、複数のデータベースに
わたって実行される2フェーズトランザクションがサポート

XA_TRANSACTION

されます。1 つのトランザクション境界の中で、複数の接続
におけるすべての操作がまとめてコミットまたはロールバッ
クされます。トランザクション境界とは、トランザクション
のスコープ、つまりトランザクションの開始から終了までを
意味します。トランザクション境界は1つのアダプタサービ
ス内、1つのフローサービスやJavaサービス内、あるいはフ
ローサービスの複数のステップ内にあります。

Note:
2 フェーズトランザクションに関与するすべての接続が
XA_TRANSACTION トランザクションタイプをサポートし
ている必要があります。

Note:
挿入通知、更新通知、削除通知および順序付き通知はLOCAL_TRANSACTIONモードのみをサ
ポートします。

接続を定義するときに選択するトランザクションタイプによって、その接続における操作で暗黙
的に使用されるトランザクション管理のタイプが決まります。前出の表のトランザクションタイ
プを含む暗黙的トランザクションは、Integration Server の Transaction Manager によって管理
されます。

組み込みサービスを使用してトランザクションを明示的に管理することもできます。トランザク
ションの明示的な管理についての詳細と例は、246ページの「トランザクション管理の概要」を
参照してください。
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トランザクション分離レベルの設定
Adapter for JDBCでは、データベース上のトランザクション分離レベルの設定がサポートされて
います。これらの設定により、データベースのダーティリード、リピータブルリード、および
ファントムリードが防止されます。アダプタでサポートされる分離レベルタイプは、接続先の
データベースによります。よく使われる分離レベルは、TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED、
TRANSACTION_READ_COMMITTED、TRANSACTION_REPEATABLE_READ、
TRANSACTION_SERIALIZABLE です。

Adapter for JDBC は、データベースでサポートされているすべての分離レベルの設定 (たとえ
ば、MS SQL Server 2005 の分離レベルである SNAPSHOT など) をサポートします。

分離レベルの設定は、接続の設定中に接続設定画面の [Other Properties] フィールドで指定でき
ます。これらのレベル設定の詳細については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を
参照してください。

接続プール
Integration Server には、接続に指定した構成設定に基づいて、接続と接続プールを動的に管理
する接続管理サービスが含まれています。すべてのアダプタサービスは接続プールを使用しま
す。

接続プールは、同じ属性のセットを持つ接続の集合です。Integration Server は、メモリに接続
プールを維持します。接続プールにより、アダプタサービスは新しい接続を開くのではなく、開
いている接続を再利用できるようになるためパフォーマンスが向上します。

接続プールの実行時の動作

接続を有効にすると、Integration Server は接続の設定時に接続の [最小プールサイズ] フィール
ドで指定した数の接続インスタンスを作成し、接続プールを初期化します。アダプタサービスに
接続が必要な場合には、Integration Server が接続プールから接続を提供します。接続プールに
使用可能な接続がなく、最大プールサイズを超えていない場合、サーバは ([プール増分サイズ]
フィールドに指定された数に基づいて) 1 つ以上の新しい接続を作成し、接続プールに追加しま
す。接続プールがいっぱい ([最大プールサイズ] フィールドに指定された値) の場合、要求元の
サービスは接続が使用可能になるまで、[ブロックタイムアウト]フィールドに指定された期間だ
け Integration Server が接続を取得するのを待機します。Integration Server は、定期的に接続
プールを調査し、[期限切れタイムアウト] フィールドに指定された有効期限を過ぎているアク
ティブでない接続を削除します。

ネットワーク接続障害や他のタイプの例外のために接続プールの初期化に失敗したときは、指定
した間隔でシステムに任意の回数だけ初期化を再試行させることができます。接続の設定の詳細
については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照してください。

接続のための組み込みサービス
Integration Server は、プログラムで接続を制御するための組み込みサービスを提供します。こ
れらのサービスを使用して、接続の有効化と無効化や、接続の利用状況の統計情報、現在の状態
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( 有効または無効) およびエラー状態の取得を行うことができます。これらのサービスは、
pub.art.connection フォルダの WmART パッケージに配置されています。

setAdapterServiceNodeConnectionと setPollingNotificationNodeConnectionの組み込みサービ
スで、アダプタサービスまたは通知に関連する接続をそれぞれ変更できます。詳細については、
22 ページの「設計時におけるアダプタサービスまたは通知に関連する接続の変更」を参照して
ください。

詳細については、使用しているリリースの『webMethods Integration Server Built-In Services
Reference』を参照してください。

アダプタサービス
Adapter for JDBCを使用するには、アダプタサービスを作成します。アダプタサービスにより、
JDBC Adapterのリソースに接続して、リソースに対する操作をIntegration Serverから開始する
ことができます。

フローサービスまたは Java サービスからアダプタサービスを呼び出して、データベーステーブ
ルと対話します。アダプタサービスは、JDBC API を呼び出すことでデータベース操作を実行し
ます。Integration Server がアダプタサービスを実行する際、ユーザが事前に定義したアダプタ
接続が使用されます。詳細については、23 ページの「アダプタサービスのトランザクション処
理」を参照してください。

アダプタサービスは、Adapter for JDBC付属のテンプレートに基づいています。各テンプレート
は、リソースに対する処理を実行するための特定の手法を表します。たとえば、SelectSQLテン
プレートは、データベースから指定の情報を取り出すために使用します。

アダプタサービステンプレートには、リソースとの対話に必要なコードがすべて含まれています
が、データは指定されていません。データの指定は、新規アダプタサービスを作成するときに行
います。

アダプタサービステンプレートから新規サービスを作成するのは簡単です。SoftwareAGDesigner
を使用して、デフォルトアダプタ接続にサービスを割り当てます。

アダプタサービスに接続を選択したら、Designer を使用してアダプタサービステンプレートを
選択し、データを指定します。この操作を行うには、Designer の使用方法をある程度理解して
いる必要があります。使用するリリースでの Designer の使用方法については、『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

Adapter for JDBC には、次のアダプタサービステンプレートが用意されています。

説明アダプタサービステンプレートアダプタサービスのタ
イプ

データベーステーブルから指定
の情報を取り出します。取り出

[SelectSQL]SQL の SELECT

した行の数を格納する出力フィー
ルドのマッピングを含んでいま
す。
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説明アダプタサービステンプレートアダプタサービスのタ
イプ

このサービスの設定手順につい
ては、93 ページの「SelectSQL
サービスの設定」を参照してく
ださい。

データベーステーブルに新しい
情報を挿入します。

[InsertSQL]SQL の INSERT

このサービスの設定手順につい
ては、97 ページの「InsertSQL
サービスの設定」を参照してく
ださい。

データベーステーブル内の既存
の情報を更新します。影響を受

[UpdateSQL]SQL の UPDATE

けた行の数を格納する出力フィー
ルドのマッピングを含んでいま
す。

このサービスの設定手順につい
ては、99ページの「UpdateSQL
サービスの設定」を参照してく
ださい。

データベーステーブルに新しい
情報を挿入します。1 つのテー

[BatchInsertSQL]バッチ処理による SQL
の INSERT

ブルに大量のデータを挿入する
場合にこのサービスを使用しま
す。サービスのデータソースは、
フラットファイルからのデータ
ソース、または Integration
Server のドキュメントリストを
生成するその他のサービスから
のデータソースのどちらかです。

このサービスの設定手順につい
ては、103 ページの
「BatchInsertSQL サービスの設
定」を参照してください。

大量のデータを処理する際にデー
タベーステーブルに情報を更新

[BatchUpdateSQL]バッチ処理による SQL
の UPDATE

します。1 つのテーブルで大量
のデータを更新する場合にこの
サービスを使用します。サービ
スのデータソースは、フラット
ファイルからのデータソース、
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説明アダプタサービステンプレートアダプタサービスのタ
イプ

または Integration Server のド
キュメントリストを生成するそ
の他のサービスからのデータソー
スのどちらかです。

このサービスの設定手順につい
ては、106 ページの
「BatchUpdateSQLサービスの設
定」を参照してください。

テーブルから行を削除します。
影響を受けた行の数を格納する

[DeleteSQL]SQL の DELETE

出力フィールドのマッピングを
含んでいます。

このサービスの設定手順につい
ては、110ページの「DeleteSQL
サービスの設定」を参照してく
ださい。

データベース操作を実行するカ
スタム SQL を定義し、実行しま

[CustomSQL]カスタム SQL

す。データ管理ステートメント
のような統合に必要となるほと
んどの SQL ステートメントを実
行できます。

このサービスの設定手順につい
ては、113ページの「CustomSQL
サービスの設定」を参照してく
ださい。

SQL ステートメントを定義して
実行します。ユーザは、実行時

[DynamicSQL]動的 SQL

にこのステートメントの一部を
入力フィールドで設定します。

このサービスの設定手順につい
ては、117 ページの
「DynamicSQLサービスの設定」
を参照してください。

データベース操作を実行するス
トアドプロシージャを呼び出し
ます。

[StoredProcedure]ストアドプロシージャ

このサービスの設定手順につい
ては、121 ページの
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説明アダプタサービステンプレートアダプタサービスのタ
イプ

「StoredProcedureサービスの設
定」を参照してください。

データベース操作を実行するス
トアドプロシージャを呼び出し

[StoredProcedureWithSignature]署名付きストアドプロ
シージャ

ます。アダプタサービスを設定
する時に、ストアドプロシージャ
の署名を確認してリストアップ
し、パラメータを取得します。

このサービスの設定手順につい
ては、125 ページの
「StoredProcedureWithSignature
サービスの設定」を参照してく
ださい。

JDBC接続オブジェクトを使用し
て、Adapter for JDBC 接続プー

[ExecuteService]サービスの実行

ルから Java サービスまたはフ
ローサービスを実行します。詳
細については、22 ページの
「Java サービス内またはフロー
サービス内接続プールからの接
続の使用」を参照してください。

このサービスの設定手順につい
ては、132 ページの
「ExecuteService サービスの設
定」を参照してください。

アダプタサービスの使用
次の表に、アダプタサービスの使用に必要なタスクを示します。

使用するツールタスク

Integration Server Administrator1.アダプタ接続を作成します。詳細については、66ペー
ジの「アダプタ接続の概要」を参照してください。

Designer2.適切なアダプタサービステンプレートを選択し、アダ
プタサービスを設定します。アダプタサービスのタイ
プに応じて、次のものを指定します。

アダプタ接続

データベーステーブル
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使用するツールタスク

データを変更または選択するための SQL 式、デー
タベースに対して実行するストアドプロシージャ、
または Adapter for JDBC 接続プールから接続オブ
ジェクトを使用する Java サービスやフローサービ
ス

入力フィールドおよび入力タイプ (必要に応じ)

出力フィールドおよび出力タイプ (必要に応じ)

アダプタは、特定のデータベースのデータタイプマッ
ピングを XML 設定ファイルで動的に設定できます。
データタイプの設定の詳細については、188 ページの
「データタイプの設定の概要」を参照してください。

アダプタサービスの設定の詳細については、92ページ
の「アダプタサービスの概要」を参照してください。

Designer3.Integration Server 上のフローサービスまたは Java
サービスを使用してアダプタサービスを呼び出す予定
がある場合は、このアダプタサービスを使用するフロー
サービスまたは Java サービスを設計します。

Designer および Integration Server
Administrator

4.アダプタサービスを管理します。

詳細については、56ページの「パッケージの管理の概
要」、92ページの「アダプタサービスの概要」および
194ページの「ログと例外処理の概要」を参照してくだ
さい。

Java サービス内またはフローサービス内接続プールからの接続の
使用
通常、アダプタサービスは、アダプタの接続プールからの接続を使用します。ただし、データ
ベース操作を実行するカスタムのJavaサービスやフローサービスが、接続プールからのAdapter
for JDBC 接続を使用するようにすることもできます。ExecuteService アダプタサービステンプ
レートを使用して、接続プールからJDBC接続を提供するアダプタサービスを作成し、指定され
たJavaサービスまたはフローサービスを呼び出すことができます。詳細については、132ページ
の「ExecuteService サービスの設定」を参照してください。

設計時におけるアダプタサービスまたは通知に関連する接続の変
更
Integration Server では、アダプタサービスや通知に関連付けられた接続を変更できる組み込み
サービスが用意されています。これらのサービスは設計時に使用します。
setAdapterServiceNodeConnectionと setPollingNotificationNodeConnectionの組み込みサービ
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スはそれぞれ、WmART パッケージの pub.art.service フォルダと pub.art.notification フォルダ
で用意されています。この機能を使用すると、アダプタサービスやアダプタ通知に関連付けられ
た特定の接続を設計時に変更できます。そのため、複数のアダプタサービスまたは通知を作成し
て維持する必要はありません。

Note:
setAdapterServiceNodeConnectionサービスと setPollingNotificationNodeConnectionサービ
スは、設計時にのみ実行できます。これらのサービスは、Integration Server フローまたは
Java サービス内で使用しないでください。Designer からサービスを選択して実行する方法を
使って、直接実行する必要があります。

詳細については、使用しているリリースの『webMethods Integration Server Built-In Services
Reference』を参照してください。

その他の組み込みサービスでは、接続を制御できます。詳細については、17 ページの「接続の
ための組み込みサービス」を参照してください。

実行時におけるアダプタサービスに関連する接続の変更
Integration Server では、サービスがアダプタのリソースとの対話に使用する接続を動的に選択
することができます。この機能によって、1つのサービスが複数の類似するバックエンドリソー
スと対話できます。

たとえば、企業の本番データベースと対話するデフォルト接続を使用するサービスを定義しま
す。実行時にこのデフォルト接続を無効にし、代わりに他の接続を使用して企業のテストデータ
ベースと対話することができます。

実行時におけるサービスのデフォルト接続の無効化の詳細については、84 ページの「実行時に
おけるサービス接続の動的な変更」を参照してください。

実行時におけるサービスに関連する接続のユーザクレデンシャル
の変更
Adapter for JDBCを使用すると、アダプタサービスに関連付けられた接続のユーザクレデンシャ
ルを実行時に動的に変更できます。この機能を使用すると、異なるユーザ権限を持つデータベー
スと対話できます。

たとえば、データベースへの接続を定義するために、設計時に管理者のクレデンシャルを使用す
るサービスに関連したアダプタ接続について考えます。実行時には、管理者のアカウントクレデ
ンシャルを個々のユーザクレデンシャルで上書きして、各ユーザが持つ権限レベルに従ってデー
タベースへのアクセスを制限できます。この機能を使用すると、サービスを開始するユーザによ
るデータベース操作を追跡することもできます。

詳細については、84 ページの「実行時におけるサービス接続のユーザクレデンシャルの動的な
変更」を参照してください。

アダプタサービスのトランザクション処理
次の図は、Adapter for JDBC が実行時にアダプタサービスを処理する様子を示しています。
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説明ステッ
プ

Integration Server クライアント (通常はフローサービスまたは Java サービスを使用)
が、Integration Server 上で Adapter for JDBC サービスを呼び出して、データベース
に対する操作を実行します。

1

アダプタサービスは、Designer を使用して既に設定されています。

アダプタサービスが、サービスの接続プールから接続を取得します。2

アダプタ接続には、JDBC ドライバのパラメータなど、データベースへの接続情報が
含まれます。

アダプタサービスが、JDBC ドライバを使用してデータベースに接続します。3

アダプタ接続は、Integration Server Administrator を使用して既に作成され、有効に
なっています。

ExecuteService以外のすべてのアダプタサービスが、データベースに対してSQL操作
を実行します。

4

SelectSQL、InsertSQL、UpdateSQL、DeleteSQL、CustomSQLおよびDynamicSQL
サービスの場合、データベースに対して SQL 文を実行します。

BatchInsertSQL サービスおよび BatchUpdateSQL サービスの場合、アダプタサー
ビスがデータベースに対してSQL 文のバッチ処理を実行します。アダプタサービ
スは入力に使用されるドキュメントリストを介してループし続け、SQL 文のパラ
メータにフィールドを設定し、バッチ処理に設定されているコマンドを追加しま
す。完了すると、アダプタは実行するすべてのバッチ処理をデータベースリソー
スに送信します。

StoredProcedureサービスおよびStoredProcedureWithSignatureサービスの場合、
データベースに対してストアドプロシージャを実行します。
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説明ステッ
プ

ExecuteService アダプタサービスは、接続プールから接続オブジェクトを必要と
する Java またはフローサービスを実行します。詳細については、22 ページの
「Java サービス内またはフローサービス内接続プールからの接続の使用」を参照
してください。

SelectSQL サービスなど、アダプタサービスのタイプに応じて、アダプタサービスが
Integration Server にデータを返します。

5

操作が正常に実行され、出力がある場合には、サービスによるデータベース操作
から出力が返されます。

BatchInsertSQL サービスおよび BatchUpdateSQL サービスでは、すべてのコマン
ドが正常に実行されると、アダプタはバッチ処理のすべてのコマンドをコミット
し、ストリング値のリストを返します。ストリング値はドライバにより異なりま
す。詳細については、ドライバのマニュアルを参照してください。

操作が失敗した場合は、AdapterException などのエラーが返されます。アダプタ
サービスによる操作の実行中に例外がスローされると、アダプタがその例外を
Integration Server のログに渡します。

アダプタによる例外処理の詳細については、194 ページの「ログと例外処理の概
要」を参照してください。

アダプタ通知
アダプタ通知では、指定されたデータベーステーブルに対する挿入、更新、削除などの変更を監
視し、Java サービスまたはフローサービスがインボイスを送信したり、Integration Server へ
データをパブリッシュできるようにします。

Adapter for JDBC 通知は、ポーリングベースです。つまり Integration Server では178 ページの
「ポーリング通知の管理」の説明に従って通知をスケジュールする際に指定するポーリング間隔
に基づいて、定期的に通知が呼び出されます。

Important:
Integration Server クラスタ内では、複数の Integration Server インスタンスで同じポーリン
グ通知を使用してください。クラスタ内でのポーリング通知の使用については、45ページの
「クラスタでのポーリング通知のサポート」を参照してください。

アダプタ通知は、タイプにより動作が多少異なります。アダプタ通知の動作の違いについては、
27 ページの「通知のタイプ」を参照してください。

パブリッシュ先の選択
非同期通知によるメッセージをパブリッシュする宛先を選択できます。具体的には、非同期通知
テンプレートで JMS API を使用して Integration Server へメッセージをパブリッシュするか、
Broker API を使用して Broker へ通知メッセージをパブリッシュするかを選択できます。
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Note:
JMS プロトコルを非同期通知とともに使用するには、まず Integration Server で JMS 接続エ
イリアスを設定する必要があります。詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

非同期通知メッセージのパブリッシュ先を選択するステップについては、140ページの「アダプ
タ通知の概要」を参照してください。

アダプタ通知テンプレート
Adapter for JDBC には、次のアダプタ通知テンプレートが用意されています。

説明通知テンプレート通知のタイプ

データベーステーブルに対する挿入操作の通知
をパブリッシュします。

[InsertNotification]挿入通知

手順については、 141 ページの
「InsertNotification の設定」

141ページの「InsertNotificationの設定」を参
照してください。

データベーステーブルに対する更新操作の通知
をパブリッシュします。

[UpdateNotification]更新通知

手順については、146 ページの
「UpdateNotificationsの設定」を参照してくだ
さい。

データベーステーブルに対する削除操作の通知
をパブリッシュします。

[DeleteNotification]削除通知

手順については、152 ページの
「DeleteNotification の設定」を参照してくだ
さい。

SQLのSELECT操作によりデータベーステーブ
ルのポーリングを行います。

[BasicNotification]基本通知

手順については、157 ページの
「BasicNotificationの設定」を参照してくださ
い。

データベース内のストアドプロシージャを呼び
出して、通知データをパブリッシュします。

[StoredProcedureNotification]ストアドプロシージャ
通知

手順については、163 ページの
「StoredProcedureNotificationの設定」を参照
してください。
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説明通知テンプレート通知のタイプ

データベース内のストアドプロシージャを呼び
出して、通知データをパブリッシュします。通

[StoredProcedureNotificationWithSignature]署名付きストアドプロ
シージャ通知

知を設定する際にストアドプロシージャの署名
をイントロスペクトし、リストすることによっ
て、ストアドプロシージャのパラメータを取得
します。

特定データベースの複数のテーブルに対する複
数の挿入、更新、削除操作の通知データをパブ
リッシュします。

[OrderedNotification]順序付き通知

手順については、172 ページの
「OrderedNotificationの設定」を参照してくだ
さい。

一回のみ通知機能
挿入通知や更新通知など、ほとんどのアダプタ通知では、一回のみ通知機能を使用できます。こ
の機能により、処理が失敗した場合でも通知データが重複することはなくなります。そのために
は、パブリッシュ可能なドキュメントにそれぞれ一意の ID を割り当てます。処理が失敗する
と、Integration Server は記憶領域内に重複したレコードがないかどうかチェックし、重複した
ID をすべて無視します。

Note:
ストアドプロシージャ通知は、パブリッシュ可能なドキュメントについて一意の IDを使用し
ないため、一回のみ通知機能をサポートしていません。

詳細については、180 ページの「一回のみ通知機能の使用」を参照してください。

通知のタイプ
通知には、挿入、更新、削除、基本、ストアドプロシージャ、署名付きストアドプロシージャ、
および順序付きの 7 つのタイプがあります。次に説明するように、これらは構造化と操作の方
法が異なります。

挿入通知、更新通知、削除通知

挿入通知、更新通知および削除通知では、トリガーとバッファテーブルの組み合わせを使用し
て、データベース内の特定のテーブルで発生したイベントを捕捉します。トリガーとバッファ
テーブルは、通知を設定する際に設定します。

これらのタイプの通知は、監視対照となるSQL操作 (挿入、更新または削除)が異なるだけで、
動作は類似しています。通知を有効にすると、トリガーとバッファテーブルが作成されます。
バッファテーブルは、通知を設定する際に指定するもので、トリガーによって選択されたデータ
を保持します。バッファテーブルの大きさに、特別な制限はありません。トリガーは、通知を設
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定する際に指定したデータベーステーブルを監視し、バッファテーブルにデータを挿入します。
通知を無効にすると、トリガーとバッファテーブルが削除されます。

通知を有効にした場合、データベーストリガーがテーブルを監視してデータをバッファテーブル
に挿入します。Integration Server が通知を呼び出すと、通知はバッファテーブルからデータ行
を取り出し、通知のパブリッシュ可能なドキュメントの各行をパブリッシュして、その行をバッ
ファテーブルから削除します。

これらのタイプの通知を有効にした後、次の作業を行ったときにトリガーとバッファテーブルが
データベーステーブル内に残ります。

Integration Server のシャットダウン

有効な通知を含むパッケージの無効化

有効な通知を含むパッケージの再ロード

通知の一時停止

その間、トリガーはテーブルの監視とバッファテーブルへのデータの挿入を継続します。
Integration Server が再起動されたり、この通知を含むパッケージが有効化または再ロードされ
ると、有効な通知が呼び出されます。これらの通知の動作の詳細については、30 ページの「挿
入通知、更新通知および削除通知のトランザクション処理」を参照してください。

このタイプのアダプタ通知を設定する手順については、141 ページの「InsertNotification の設
定」、146ページの「UpdateNotificationsの設定」または152ページの「DeleteNotificationの設
定」を参照してください。

Integration Server のパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、ご使用のリリースの
『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してください。

挿入通知、更新通知、削除通知の使用

次の表に、これらの通知の使用に必要なタスクを示します。

使用するツールタスク

Integration Server Administrator1.アダプタ接続を作成します。詳細については、
66 ページの「アダプタ接続の概要」を参照してくだ
さい。

Designer2.通知を設定し、次のものを指定します。

アダプタ接続

ソーステーブル

バッファテーブルからのデータを含むパブリッシュ
可能なドキュメント。通知に関連付けられるすべ
てのイベントで使用できるパブリッシュ可能なド
キュメントが 1 つあります。
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使用するツールタスク

Integration Server のパブリッシュ可能なドキュメ
ントの詳細については、ご使用のリリースの
『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照し
てください。

パブリッシュ可能なドキュメントに含まれる出力
データフィールド

データベースのトリガーおよびバッファテーブル

通知の設定の詳細については、140ページの「アダプ
タ通知の概要」を参照してください。

Designer3.Integration Server 上のフローサービスまたは Java
サービスを使用する予定がある場合は、通知のパブ
リッシュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に
対応できるように設計します。通知のパブリッシュ可
能なドキュメントを使用ための Integration Server ト
リガーを作成します。詳細については、ご使用のリ
リースの『webMethods Service Development Help』
を参照してください。

Integration Server Administrator4.アダプタ通知をスケジュールし、有効にします。通
知を有効にすると、次の処理が行われます。

通知を作成する際に設定したデータベーストリガー
とバッファテーブルが、自動的に作成されます。

Integration Server Scheduler が通知を呼び出し、
既に作成したポーリングスケジュールのパラメー
タに基づいて定期的にこれを継続します。

通知をスケジュールして有効にする手順については、
178ページの「ポーリング通知の管理」を参照してく
ださい。

Designer および Integration Server
Administrator

5.通知を管理します。詳細については、56 ページの
「パッケージの管理の概要」、140ページの「アダプ
タ通知の概要」および194ページの「ログと例外処理
の概要」を参照してください。

UpdateNotification の出力として古い値と新しい値を取得する

UpdateNotificationを使用して、データベーステーブルから古い値、新しい値、または古い値と
新しい値の両方を出力値として取得できます。

Note:
古い値は、データベーステーブルの選択された列で値の更新前に存在する値です。
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必要な出力値オプションを設定しながら、UpdateNotification テンプレートの [選択] タブで
UpdateNotificationを設定できます。出力値オプションの設定の詳細については、146ページの
「UpdateNotifications の設定」を参照してください。

挿入通知、更新通知および削除通知のトランザクション処理

次の図とステップは、これらの通知が呼び出されるときの動作を示しています。Integration
Server は、通知のポーリングスケジュールのパラメータを設定する際に定義したとおりに、定
期的に通知を呼び出し続けます。

説明ステッ
プ

挿入通知、更新通知および削除通知が、挿入、更新、削除などデータベーステーブル
に発生する操作を監視します。監視対象のソーステーブルは、アダプタを設定する際
に指定します。

1

通知が、サービスの接続プールから接続を取得します。2

アダプタ接続には、JDBC ドライバのパラメータなど、データベースへの接続情報が
含まれます。

通知が、JDBC ドライバを使用してデータベースに接続します。3

アダプタ接続は、Integration Server Administrator を使用して既に作成され、有効に
なっています。

通知が、バッファテーブルからデータ行を取り出します。4

バッファテーブルには、トリガーによって選択されたデータが保持されます。アダプ
タ通知が有効な間、トリガーはデータベーステーブルの監視とバッファテーブルへの
データの挿入を継続します。

通知が、バッファテーブルから取り出したデータ行を含むパブリッシュ可能なドキュ
メントを作成します。パブリッシュ可能なドキュメントがパブリッシュされます。

5

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、ご使用のリ
リースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してください。
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説明ステッ
プ

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使うように設定した Integration Server ト
リガーを使用して、Integration Server 上のフローサービスまたは Java サービスが呼
び出され、パブリッシュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応します。

6

パブリッシュされたデータは、バッファテーブルから削除されます。

基本通知
挿入通知、更新通知および削除通知とは異なり、基本通知の場合は、手動でバッファテーブルを
定義し、データベーストリガーまたはデータベースの変更を監視するためのその他の方法を定義
してバッファテーブルに変更が書き込まれるようにする必要があります。

データベースの変更を監視するため、基本通知はバッファテーブルのクエリーを実行します。基
本通知を使用すると、ユーザ権限が設定されたテーブルなどのバッファテーブルを柔軟に管理
し、独自のデータベース監視方法を自由にカスタマイズして通知デタを生成することができま
す。デフォルトでは、取り出され、処理されたデータは、何度も処理されることのないようバッ
ファテーブルから削除されます。バッファテーブルからデータを削除ぜずに、データが 2 回以
上パブリッシュされないようにする場合、処理されたデータを「パブリッシュ済み」としてマー
クすることができます。これにより、通知はパブリッシュされていないデータのみを処理しま
す。このオプションを使用するには、次の操作が必要です。

1. 使用するデータベーステーブルに任意の名前を持つ CHAR(1) データタイプの列を追加しま
す。この列は、データのステータス（データが処理済みかどうか）を保持するために必要で
す。

2. 基本通知を設定する際に、[Mark IDColumn]で新しく追加された列を選択します。ステップ
1を参照してください。基本通知を設定する手順については、157ページの「BasicNotification
の設定」を参照してください。

基本通知の動作の詳細については、32 ページの「基本通知のトランザクション処理」を参照し
てください。

基本通知の使用

次の表に、この通知の使用に必要なタスクを示します。

使用するツールタスク

ユーザ定義1.必要に応じて、データベースの変更を監視する独自の
バッファテーブルとデータベーストリガー(またはその
他の方法) を作成します。

Integration Server Administrator2.アダプタ接続を作成します。詳細については、66ペー
ジの「アダプタ接続の概要」を参照してください。

Designer3.通知を設定し、次のものを指定します。
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使用するツールタスク

アダプタ接続

独自に作成したバッファテーブル。

バッファテーブルからのデータを含むパブリッシュ
可能なドキュメント。通知に関連付けられるすべて
のイベントで使用できるパブリッシュ可能なドキュ
メントが 1 つあります。

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメン
トの詳細については、ご使用のリリースの
『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照して
ください。

パブリッシュ可能なドキュメントに含まれる出力
データフィールド。

このタイプの通知を設定する手順については、157ペー
ジの「BasicNotificationの設定」を参照してください。

Designer4.Integration Server 上のフローサービスまたは Java
サービスを使用する予定がある場合は、通知のパブリッ
シュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応で
きるように設計します。通知のパブリッシュ可能なド
キュメントを使用ための Integration Server トリガーを
作成します。

詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

Integration Server Administrator5.アダプタ通知をスケジュールし、有効にします。

通知を有効にすると、Integration Server Schedulerが定
期的に通知を呼び出し、既に作成したポーリングスケ
ジュールのパラメータに基づいてこれを継続します。

通知をスケジュールして有効にする手順については、
178ページの「ポーリング通知の管理」を参照してくだ
さい。

Designer および Integration Server
Administrator

6.通知を管理します。詳細については、56 ページの
「パッケージの管理の概要」、140ページの「アダプタ
通知の概要」および194ページの「ログと例外処理の概
要」を参照してください。

基本通知のトランザクション処理
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次の図とステップは、基本通知が呼び出されるときの動作を示しています。Integration Server
は、通知のポーリングスケジュールのパラメータを設定する際に定義したとおりに、定期的に通
知を呼び出し続けます。

説明ステッ
プ

基本通知が、挿入、更新、削除などデータベーステーブルに発生する操作を監視しま
す。監視対象のバッファテーブルは、アダプタを設定する際に指定します。

1

通知が、サービスの接続プールから接続を取得します。2

アダプタ接続には、JDBCドライバのパラメータなど、データベースへの接続情報が含
まれます。

通知が、JDBC ドライバを使用してデータベースに接続します。3

アダプタ接続は、Integration Server Administrator を使用して既に作成され、有効に
なっています。

挿入通知、更新通知および削除通知とは異なり、独自のバッファテーブルとトリガー、
またはデータベースの変更を監視する他の方法を作成します。ここで示した図および

4

ステップでは、変更を監視する独自のバッファテーブルとトリガーを作成するものと
想定しています。

定義するバッファテーブルには、作成したトリガーによって選択されたデータが保持
されます。トリガーはデータベーステーブルを監視し、バッファテーブルにデータを
挿入します。
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説明ステッ
プ

通知が、バッファテーブルからデータ行を取り出します。5

通知が、バッファテーブルから取り出したデータ行を含むパブリッシュ可能なドキュ
メントを作成します。パブリッシュ可能なドキュメントがパブリッシュされます。

6

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、使用してい
るリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してください。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使うように設定したIntegration Serverトリ
ガーを使用して、Integration Server 上のフローサービスまたは Java サービスが呼び
出され、パブリッシュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応します。

7

データのパブリッシュ後、バッファテーブルのデータは、バッファテーブルとトリガー
の設定方法に応じて維持または削除されます。

ストアドプロシージャ通知
ストアドプロシージャ通知は、ユーザが作成したストアドプロシージャを呼び出して、通知のパ
ブリッシュ可能なドキュメント内の通知データをパブリッシュします。ストアドプロシージャ通
知の動作の詳細については、35ページの「ストアドプロシージャ通知のトランザクション処理」
を参照してください。

このタイプのアダプタ通知を設定する手順については、163ページの「StoredProcedureNotification
の設定」を参照してください。

Note:
ストアドプロシージャ通知は、パブリッシュ可能なドキュメントについて一意の IDを使用し
ないため、一回のみ通知機能をサポートしていません。この機能の詳細については、34ペー
ジの「ストアドプロシージャ通知」を参照してください。

ストアドプロシージャ通知の使用

次の表に、この通知の使用に必要なタスクを示します。

使用するツールタスク

ユーザ依存1.同じデータが複数回パブリッシュされないようにする
ため、呼び出しに応じて適切なデータを返すようにスト
アドプロシージャを設計し、テストします。

Integration Server Administrator2.アダプタ接続を作成します。詳細については、66ペー
ジの「アダプタ接続の概要」を参照してください。

Designer3.通知を設定し、次のものを指定します。

アダプタ接続
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使用するツールタスク

ストアドプロシージャ

データを含むパブリッシュ可能なドキュメント。通
知に関連付けられるすべてのイベントで使用できる
パブリッシュ可能なドキュメントが 1 つあります。

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメン
トの詳細については、使用しているリリースの
『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照して
ください。

パブリッシュ可能なドキュメントに含まれる任意の
出力データフィールド。

このタイプの通知を設定する手順については、163ペー
ジの「StoredProcedureNotificationの設定」を参照して
ください。

Designer4.Integration Server上のフローサービスまたはJavaサー
ビスを使用する予定がある場合は、通知のパブリッシュ
可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応できる
ように設計します。通知のパブリッシュ可能なドキュメ
ントを使用ための Integration Server トリガーを作成し
ます。

詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

Integration Server Administrator5.アダプタ通知をスケジュールし、有効にします。通知
を有効にすると、Integration Server Schedulerが通知を
呼び出し、既に作成したポーリングスケジュールのパラ
メータに基づいて定期的にそれを継続します。

通知をスケジュールし有効にする手順については、
178ページの「ポーリング通知の管理」を参照してくだ
さい。

Designer および Integration Server
Administrator

6.通知を管理します。詳細については、56 ページの
「パッケージの管理の概要」、140ページの「アダプタ
通知の概要」および194ページの「ログと例外処理の概
要」を参照してください。

ストアドプロシージャ通知のトランザクション処理

次の図とステップは、ストアドプロシージャ通知が呼び出されるときの動作を示しています。
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説明ステッ
プ

ストアドプロシージャ通知が、データベースに作成されたストアドプロシージャを使
用して、挿入、更新、削除などデータベーステーブルに発生する操作を監視します。

1

ストアドプロシージャ通知がストアドプロシージャを呼び出すと、通知のパブリッシュ
可能なドキュメントにすべての出力が格納されます。

通知が、サービスの接続プールから接続を取得します。2

アダプタ接続には、JDBC ドライバのパラメータなど、データベースへの接続情報が
含まれます。

通知が、JDBC ドライバを使用してデータベースに接続します。3

アダプタ接続は、Integration Server Administrator を使用して既に作成され、有効に
なっています。

Integration Server がストアドプロシージャを呼び出します。4

通知が、ストアドプロシージャから各データ行を取り出します。5

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使用して、各データ行がパブリッシュされ
ます。ストアドプロシージャに応じて、ストアドプロシージャ通知のパブリッシュ可
能なドキュメントに含まれる内容は、次のいずれかになります。

6
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説明ステッ
プ

出力パラメータ : 呼び出されたストアドプロシージャに出力パラメータがある場
合、ストアドプロシージャ通知のパブリッシュ可能なドキュメントには、この出
力パラメータが含まれます。

戻り値 : 呼び出されたストアドプロシージャが値を返す場合、ストアドプロシー
ジャ通知のパブリッシュ可能なドキュメントには、この戻り値が含まれます。

単一の結果セット (またはOracle REF CURSOR) :ストアドプロシージャ通知は、単
一の結果セットをサポートします。結果セットには、ネストされたカーソルが含
まれることもあります。1 回のストアドプロシージャの呼び出しにより 1 つの結
果セットが生成される場合、ストアドプロシージャ通知の 1 つまたは複数のパブ
リッシュ可能なドキュメントの中に結果セットが含まれます。ストアドプロシー
ジャ通知の呼び出しによって、複数のレコードを含む単一の結果セットが生成さ
れることがあります。この場合、各レコードにはそれぞれパブリッシュ可能なド
キュメントが与えられ、各ドキュメントには、1つの行と1つ以上の列が含まれ、
アダプタに返されます。

Note:
ネストされたカーソルが含まれる結果セットを使用すると、Adapter for JDBC
のパフォーマンスが低下することもあります。ネストされたカーソルは再帰的
に処理されるので、Adapter for JDBC は必要ではないデータを返す場合もあり
ます。

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、ご使用のリ
リースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してください。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使うよう設定した Integration Server トリ
ガーを使用して、Integration Server 上のフローサービスまたは Java サービスが呼び
出され、パブリッシュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応します。

7

順序付き通知
順序付き通知では、同じパブリッシュ可能なドキュメントを使用する1つの通知を作成すること
によって、特定データベースの 1 つ以上のテーブルに対する複数の挿入、更新、削除操作を監
視します。挿入通知、更新通知および削除通知と同様、順序付き通知では、トリガーとバッファ
テーブルを使用して、データベース内の特定のテーブルで発生したイベントを捕捉します。

順序付き通知を有効にした後、次の作業を行ったときにトリガー、バッファテーブルおよびシー
ケンスがデータベーステーブル内に残ります。

Integration Server のシャットダウン

有効な順序付き通知を含むパッケージの無効化

有効な順序付き通知を含むパッケージの再ロード
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その間、トリガーはテーブルの監視とバッファテーブルへのデータの挿入を継続します。
Integration Server が再起動されたり、この通知を含むパッケージが有効化または再ロードされ
ると、順序付き通知が呼び出されます。

通知を無効にすると、トリガー、バッファテーブル、シーケンスがそれぞれ削除されます。

順序付き通知の動作の詳細については、43 ページの「順序付き通知のトランザクション処理」
を参照してください。

ストアドプロシージャ通知のトランザクション処理

次の図とステップは、ストアドプロシージャ通知が呼び出されるときの動作を示しています。

説明ステッ
プ

ストアドプロシージャ通知が、データベースに作成されたストアドプロシージャを使
用して、挿入、更新、削除などデータベーステーブルに発生する操作を監視します。

1

ストアドプロシージャ通知がストアドプロシージャを呼び出すと、通知のパブリッシュ
可能なドキュメントにすべての出力が格納されます。

通知が、サービスの接続プールから接続を取得します。2

アダプタ接続には、JDBC ドライバのパラメータなど、データベースへの接続情報が
含まれます。
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説明ステッ
プ

通知が、JDBC ドライバを使用してデータベースに接続します。3

アダプタ接続は、Integration Server Administrator を使用して既に作成され、有効に
なっています。

Integration Server がストアドプロシージャを呼び出します。4

通知が、ストアドプロシージャから各データ行を取り出します。5

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使用して、各データ行がパブリッシュされ
ます。ストアドプロシージャに応じて、ストアドプロシージャ通知のパブリッシュ可
能なドキュメントに含まれる内容は、次のいずれかになります。

6

出力パラメータ : 呼び出されたストアドプロシージャに出力パラメータがある場
合、ストアドプロシージャ通知のパブリッシュ可能なドキュメントには、この出
力パラメータが含まれます。

戻り値 : 呼び出されたストアドプロシージャが値を返す場合、ストアドプロシー
ジャ通知のパブリッシュ可能なドキュメントには、この戻り値が含まれます。

単一の結果セット (またはOracle REF CURSOR) :ストアドプロシージャ通知は、単
一の結果セットをサポートします。結果セットには、ネストされたカーソルが含
まれることもあります。1 回のストアドプロシージャの呼び出しにより 1 つの結
果セットが生成される場合、ストアドプロシージャ通知の 1 つまたは複数のパブ
リッシュ可能なドキュメントの中に結果セットが含まれます。ストアドプロシー
ジャ通知の呼び出しによって、複数のレコードを含む単一の結果セットが生成さ
れることがあります。この場合、各レコードにはそれぞれパブリッシュ可能なド
キュメントが与えられ、各ドキュメントには、1つの行と1つ以上の列が含まれ、
アダプタに返されます。

Note:
ネストされたカーソルが含まれる結果セットを使用すると、Adapter for JDBC
のパフォーマンスが低下することもあります。ネストされたカーソルは再帰的
に処理されるので、Adapter for JDBC は必要ではないデータを返す場合もあり
ます。

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、ご使用のリ
リースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してください。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使うよう設定した Integration Server トリ
ガーを使用して、Integration Server 上のフローサービスまたは Java サービスが呼び
出され、パブリッシュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応します。

7

順序付き通知を使用する際の注意

順序付き通知は、操作の発生順を維持する必要がある場合だけ使用してください。それ以外
の場合は、挿入通知、更新通知、削除通知を使用する方が高いパフォーマンスを得られま
す。
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順序付き通知では、1 つのトランザクション内で連続して発生した操作が正しい順序で処理
されることを保証します。ただし、同時に発生した複数トランザクションの操作の順序が維
持される保証はありません。たとえば、次の図を参照してください。例AとBでは、操作が
正しい順序で処理されます。例Cでは、操作が正しい順序で処理される保証はありません。
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Integration Server トリガーおよびフローサービスの設定

順序付き通知では通常、通知のパブリッシュ可能なドキュメントをサブスクライブするIntegration
Server トリガーと、そのトリガーが呼び出すフローサービスを設定します。順序付き通知を使
用する主な理由は、操作の発生順を維持することにあるので、トリガーとフローサービスを作成
する際には必ず、Designer の [Processing Mode] オプションを使用します。

IntegrationServerトリガーおよびフローサービス設定の使用の詳細については、ご使用のリリー
スの『webMethods Service Development Help』を参照してください。

順序付き通知の使用

Note:
1つのテーブル上の各操作に対して1つのトリガーのみ作成できます。各通知に対しては、1
つのテーブルに対し 1 つのトリガーのみ設定できます。

次の表に、この通知の使用に必要なタスクを示します。

使用するツールタスク

Integration Server Administrator1.アダプタ接続を作成します。詳細については、66ペー
ジの「アダプタ接続の概要」を参照してください。

Designer2.通知を設定し、次のものを指定します。

アダプタ接続

ソーステーブル
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使用するツールタスク

順序付き通知に関連付けられた操作のタイプ。つま
り挿入、更新、削除の操作を特定します。

各操作について作成した操作 ID

各操作でパブリッシュされる出力データフィールド

データベースのトリガーおよびバッファテーブル

バッファテーブルには、トリガーによって選択され
たデータが保持されます。トリガーはデータベース
テーブルを監視し、バッファテーブルにデータを挿
入します。詳細については、37 ページの「順序付
き通知」を参照してください。

バッファテーブルからのデータを含むパブリッシュ
可能なドキュメント通知に関連付けられるすべての
イベントで使用できるパブリッシュ可能なドキュメ
ントが 1 つあります。

Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメン
トの詳細については、ご使用のリリースの
『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照して
ください。

このタイプの通知を設定する手順については、
172ページの「OrderedNotificationの設定」を参照
してください。

Designer3.Integration Server 上のフローサービスまたは Java
サービスを使用する予定がある場合は、通知のパブリッ
シュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応で
きるように設計します。通知のパブリッシュ可能なド
キュメントを使用ための Integration Server トリガーを
作成します。

詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

トリガーを使用する場合は、[Processing mode] オプ
ションを必ず [Serial] に設定してください。詳細につい
ては、37 ページの「順序付き通知」を参照してくださ
い。

Integration Server Administrator4.アダプタ通知をスケジュールし、有効にします。通知
を有効にすると、通知を作成する際に設定したデータ
ベーストリガー、シーケンスおよびバッファテーブルが
自動的に作成されます。Integration Server Schedulerが
通知を呼び出し、既に作成したポーリングスケジュール
のパラメータに基づいて定期的にそれを継続します。
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使用するツールタスク

通知をスケジュールし有効にする手順については、
178ページの「ポーリング通知の管理」を参照してくだ
さい。

Designer および Integration Server
Administrator

5.通知を管理します。詳細については、56 ページの
「パッケージの管理の概要」、140ページの「アダプタ
通知の概要」および194ページの「ログと例外処理の概
要」を参照してください。

順序付き通知のトランザクション処理

次の図とステップは、順序付き通知が呼び出されるときの動作を示しています。Integration
Server は、通知のポーリングスケジュールのパラメータを設定する際に定義したとおりに、定
期的に通知を呼び出し続けます。
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説明ステッ
プ

順序付き通知では、同じパブリッシュ可能なドキュメントを使用する1 つの通知を作
成することによって、1 つ以上のテーブルに対する複数の挿入、更新、削除操作を監
視します。

1

通知が、サービスの接続プールから接続を取得します。2

アダプタ接続には、JDBCドライバのパラメータなど、データベースへの接続情報が含
まれます。

通知が、JDBC ドライバを使用してデータベースに接続します。3

アダプタ接続は、Integration Server Administrator を使用して既に作成され、有効に
なっています。

バッファテーブルには、トリガーによって選択されたデータが保持されます。アダプ
タが有効な間、トリガーはデータベーステーブルの監視とバッファテーブルへのデー
タの挿入を継続します。

4

順序付き通知の場合、通知を有効にすると、監視対象とする各操作についてトリガー、
シーケンスおよびバッファテーブルが作成されます。データベーストリガーはテーブ
ルを監視し、バッファテーブルにデータを挿入します。Integration Server が通知を呼
び出すと、通知はバッファテーブルのすべてをポーリングし、操作の発生と同じ順序
でデータをパブリッシュします。これによって、操作の順序が維持されます。

通知が、バッファテーブルからデータ行を取り出します。5

各順序付き通知が、1 操作につき 1 行ずつ処理します。この行は、通知を作成する際
に指定した [Operation ID] フィールドと [通知のタイプ] フィールドを使用して一意に
特定されます。操作 ID はユーザが定義します。

通知が、バッファテーブルから取り出したデータ行(操作IDと操作タイプなど)を含む
パブリッシュ可能なドキュメントを作成します。

6

パブリッシュ可能なドキュメントがパブリッシュされます。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントを使うように設定したIntegrationServerトリ
ガーを使用して、Integration Server 上のフローサービスまたは Java サービスが呼び
出され、パブリッシュ可能なドキュメントに含まれるデータ変更に対応します。

7

順序付き通知のパブリッシュ可能なドキュメントを処理するフローサービスでは、ド
キュメントの [Operation ID] フィールドをチェックし、その操作 IDで特定される名前
のレコードからデータを取り出す必要があります。たとえばフローサービスは、操作
IDにUPDATEという値があるかどうかをチェックします。この値がある場合、フロー
サービスは入力としてUPDATEレコードからデータを取得し、それを処理します。操
作 ID の値が INSERT の場合、フローサービスは入力として INSERT レコードからデー
タを取得し、それを処理します。

順序付き通知でトリガーおよびフローサービスを使用する詳細については、37ページ
の「順序付き通知」を参照してください。
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説明ステッ
プ

パブリッシュされたデータは、バッファテーブルから削除されます。

クラスタでのポーリング通知のサポート
Adapter for JDBC は、Integration Server クラスタで同一のポーリング通知の複数のインスタン
スを有効化し、これらのインスタンスのスケジュールと実行を調整する機能を提供します。

クラスタ環境でのポーリング通知の使用方法の詳細については、45ページの「クラスタでのポー
リング通知のサポート」を参照してください

ポーリング通知と状態
次の表に、ポーリング通知が存在できる状態の種類と、各状態がポーリング通知のトリガー、
バッファテーブル、データ処理に与える影響を示します。

コメントこの状態のときのデータ処
理

ポーリング通知がこの状態
になったときのトリガーと
バッファテーブルの状態

状態名

ポーリング通知はスケ
ジュールどおりに実行され
ます。

データベースのトリガーお
よびバッファテーブルが作
成されます。

[有効]

[有効] 状態のポーリング
通知は一時停止できま

ポーリング通知はスケ
ジューラから削除され、一

データベースのトリガーお
よびバッファテーブルは存

[一時停止中]

す。[無効] 状態のポーリ時停止中は実行されませ続します。テーブルは行を
保持します。 ング通知は一時停止でき

ません。
ん。[一時停止中] 状態が開
始されたときに実行中のす
べてのインスタンスは影響
を受けません。 一時停止されたポーリン

グ通知は、コピーまたは
エクスポートできます。
移動、名前の変更、また
は削除はできません。

ポーリング通知はスケ
ジューラから削除され、実
行されません。

データベースのトリガーお
よびバッファテーブルは削
除されます。

[無効]

上の表は、挿入通知、更新通知、削除通知、順序付き通知に適用されます。基本通知とストアド
プロシージャ通知は、(Adapter for JDBC ではなく) リソース管理者がトリガーおよびバッファ
テーブルを管理するため、これらの通知には適用されません。

ポーリング通知の有効化、一時停止、無効化の手順については、178ページの「ポーリング通知
の管理」の [状態] フィールドの説明を参照してください。
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シノニムのサポート
Adapter for JDBC はデータベースのシノニムをサポートします。

Important:
しかし、JDBC Adapter がサポートするバックエンドの JDBC ドライバのすべてがシノニムを
返す訳ではありません。サポートされたバックエンドでのみ、シノニムを使用できます。

シノニムの作成と操作については、データベースベンダーが提供するマニュアルを参照してくだ
さい。

Oracle Database へのシノニムサポート
Oracle データベースのシノニムサポートを有効にするには、アダプタ接続の [Other Properties]
フィールドに connectionproperties={includeSynonyms=true}を指定する必要があります。接続
の設定の詳細については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照してください。

次の表は、シノニムをサポートするアダプタサービスとアダプタ通知を示しています。

アダプタ通知アダプタサービス

基本通知SelectSQL

削除通知DeleteSQL

挿入通知InsertSQL

順序付き通知UpdateSQL

ストアドプロシージャ通知StoredProcedure

更新通知

アダプタサービスでシノニムを使用する場合は、以下の制限を考慮してください。

ストアドプロシージャにシノニムを使用する場合は、StoredProcedureWithSignatureアダプ
タサービスを使用できません。代わりに StoredProcedure サービスを使用します。

SelectSQL、DeleteSQL、InsertSQL、UpdateSQL の各サービスでは、データベーステーブル
とビューに対してのみシノニムがサポートされます。

アダプタサービスの設定の詳細については、92 ページの「アダプタサービスの概要」を参照し
てください。アダプタ通知の設定の詳細については、140ページの「アダプタ通知の概要」を参
照してください。

DB2 UDB へのシノニムサポート
次の表は、DB2Universal Database (UDB)のシノニムをサポートするアダプタサービスとアダプ
タ通知を示しています。
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アダプタ通知アダプタサービス

基本通知SelectSQL

削除通知DeleteSQL

挿入通知InsertSQL

順序付き通知UpdateSQL

更新通知

アダプタサービスでシノニムを使用する場合は、以下の制限を考慮してください。

シノニムはDB2UDBではエイリアステーブルタイプとして扱われるため、StoredProcedure
アダプタサービスと StoredProcedureWithSignature アダプタサービスはシノニムをサポー
トしていません。ただし、ストアドプロシージャのエイリアスを作成することはできませ
ん。

SelectSQL、DeleteSQL、InsertSQL、UpdateSQL の各サービスでは、データベーステーブル
とビューに対してのみシノニムがサポートされます。

アダプタサービスの設定の詳細については、92 ページの「アダプタサービスの概要」を参照し
てください。アダプタ通知の設定の詳細については、140ページの「アダプタ通知の概要」を参
照してください。

サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト
Adapter for JDBC のサービスまたは通知で、SQL 操作の実行に長時間かかることがあります。
こうしたサービスや通知を、指定した時間が経過した時点で強制的にタイムアウトさせることが
できます。タイムアウト時間は、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティを使って秒数で
指定します。

Integration Server Administrator で、[設定] > [拡張設定] > [拡張設定の編集] を選択します。[拡
張設定] ボックスに次のプロパティを入力します。
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout=value

valueに、アダプタがサービスまたは通知の実行を待機する秒数を設定します。指定した秒数が
経過すると、SQL 操作が停止し、例外がスローされます。watt プロパティに関する詳細は、使
用するリリースの『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してくださ
い。

アダプタエレメントを管理するためのバージョンコントロールシ
ステムの使用
JDBC Adapter は、Designer の VCS（Version Control System：バージョンコントロールシステ
ム）統合機能をサポートします。Integration Serverでこの機能を有効化し、Designerを使って
アダプタのパッケージまたはエレメントをバージョンコントロールシステムにチェックインした
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り、チェックアウトしたりできます。VCS統合機能についての詳細は、『Administering theVCS
Integration Feature』を参照してください。

また、Integration Server のバージョン8.2 SP3より、アダプタはDesigner のローカルサービス
の開発機能をサポートしています。この開発機能は VCS 統合機能を拡張しており、パッケージ
のエレメントおよびサポートファイルを、Designer を使って VCS に直接チェックインしたり、
チェックアウトしたりできます。ローカルサービスの開発、VCS統合機能との比較については、
『webMethods Service Development Help』を参照してください。

Infrastructure Data Collector の Adapter for JDBC サポート
Optimize Infrastructure Data Collector は Integration Server、Broker Server、Broker、アダプタ
など、webMethodsランタイムコンポーネントに関連したシステムデータおよび操作データを監
視し、それらのコンポーネントの状態を Optimize for Infrastructure やその他の外部ツールに報
告します。Integration Server の監視を開始すると、Infrastructure Data Collector は Integration
Server にインストールされたすべての ART ベースのアダプタの監視を自動的に開始します。

監視対象アダプタコンポーネントから収集される KPI (key performance indicators) に関する情
報は、使用しているリリースの Optimize マニュアルを参照してください。

アダプタの更新レベルの表示
アダプタに適用された更新の一覧を表示できます。更新の一覧は、IntegrationServerAdministrator
のアダプタの [製品情報] ページの [更新] フィールドに表示されます。

ページ表示の管理
Integration Server バージョン 10.3 で JDBC Adapter を使用する場合、アダプタの [接続]および
[アダプタ通知] 画面に表示されるアイテムの数を指定することができます。デフォルトでは、1
ページに 10 アイテムが表示されます。[次へ] と [前へ] をクリックしてページを移動するか、
ページ番号をクリックして直接そのページに移動します。

1ページに表示されるアイテム数を変更したい場合、watt.art.page.sizeプロパティでアイテム数
を変更します。

1 ページに表示されるアイテム数の設定

1. Integration Server Administrator で、[設定] > [拡張] をクリックします。

2. [拡張設定の編集] をクリックします。[拡張設定] エディタの watt.art.page.size プロパティ
で、1 ページに表示したいアイテム数を追加または更新します。たとえば、1 ページに 50
アイテムを表示したい場合、次のように設定します。
watt.art.page.size=50

3. [変更内容の保存] をクリックします。[拡張設定] リストにプロパティが表示されます。

使用するリリースの拡張設定に関する詳細については、『webMethods Integration Server
Administrator’s Guide』を参照してください。
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Adapter for JDBC のインストール、アップグレード、およびアン
インストールの概要
この章では、webMethods Adapter 10.3 for JDBC のインストール、アップグレード、およびア
ンインストールの方法を説明します。この手順では、Software AG Installer と Software AG
Uninstaller のウィザードを使用します。ウィザードまたはその他のインストール方法、あるい
はその他のwebMethods製品のインストールの詳細については、使用するリリースの『Installing
webMethods Products On Premises』を参照してください。

要件
Adapter for JDBC でサポートされるオペレーティングシステム、RDBMS、および webMethods
製品のリストについては、『webMethods Adapters System Requirements』を参照してくださ
い。

Adapter for JDBC には、そのホスト製品である Integration Server のハードウェア要件以外に、
ハードウェア要件はありません。

Integration Server ホームディレクトリ
Integration Server 9.6 以降では、1 つのインストールディレクトリで複数の Integration Server
インスタンスを作成し、実行できます。各 Integration Server インスタンスのホームディレクト
リは Integration Server_directory \instances\instance_name にあり、インスタンスのパッケー
ジ、設定ファイル、ログファイルおよび更新が含まれます。

複数の Integration Server インスタンスの実行に関する詳細は、使用しているリリースの
『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

Integration Server 9.5 以下を使用している場合、Integration Server ホームディレクトリは
Integration Server_directory です。たとえば、Integration Server 9.5 では、
Integration Server_directory \packagesディレクトリにアダプタパッケージがインストールされ
ます。

このガイドでは、packages_directoryを Integration Serverクラスパスのホームディレクトリと
して使用します。Integration Server 9.6 以上のバージョンでは、 packages_directory は
Integration Server_directory \instances\instance_name\packages ディレクトリになります。
Integration Server 9.5以下のバージョンでは、packages_directoryは Integration Server_directory
\packages ディレクトリになります。

Adapter for JDBC のインストール
注:
クラスタ環境に Adapter for JDBC をインストールする場合、クラスタ内の Integration Server
ごとにアダプタをインストールする必要があります。また、各インストールは同一である必
要があります。クラスタ環境におけるAdapter for JDBCの操作の詳細については、59ページ
の「クラスタ環境での Adapter for JDBC」を参照してください。
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Adapter for JDBC をインストールするには

1. Empower Product Support Web サイトから、Installer をダウンロードします。

2. 既存のIntegration Serverにアダプタをインストールする場合は、Integration Serverをシャッ
トダウンします。

3. Installer ウィザードを起動します。

4. アダプタのインストール先となる Integration Server が含まれる webMethods リリースを選
択します。たとえば、Integration Server 9.8 にアダプタをインストールする場合は、9.8 リ
リースを選択します。

5. 次のようにインストールディレクトリを指定します。

既存の Integration Server にインストールする場合は、ホストの Integration Server が含
まれる webMethods インストールディレクトリを指定します。

ホストのIntegration Serverとアダプタの両方をインストールする場合は、使用するイン
ストールディレクトリを指定します。

6. 製品選択リストで、[Adapters] > [webMethods Adapter 10.3 for JDBC] を選択します。

Integration Server 9.6 以上を使用している場合、default インスタンスにパッケージをイン
ストールするように選択できます。この場合、Software AG Installer によって、
Integration Server_directory \packages と default インスタンスのパッケージディレクトリ (
Integration Server_directory \instances\default\packages)の両方の場所にアダプタがインス
トールされます。

7. アダプタのマニュアルをダウンロードする場合は、Software AG Documentation の Web サ
イトに移動します。

8. インストールが完了したら、Installer を閉じて、ホストである Integration Server を起動し
ます。

9. 互換性のある JDBC ドライバのインストール手順については、67 ページの「Integration
Server への JDBC ドライバのインストール」を参照してください。

Microservices Container を使用した Adapter for JDBC のインス
トール

Microservices Container を使用して Adapter for JDBC をインストールするには

1. Empower Product Support Web サイトから、Installer をダウンロードします。
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2. 既存のIntegration Serverにアダプタをインストールする場合は、Integration Serverをシャッ
トダウンします。

3. Installer ウィザードを起動します。

4. 次のようにインストールディレクトリを指定します。

既存の Integration Server にインストールする場合は、ホストの Integration Server が含
まれる webMethods インストールディレクトリを指定します。

ホストのIntegration Serverとアダプタの両方をインストールする場合は、使用するイン
ストールディレクトリを指定します。

5. 製品選択リストで、[Adapters] > [webMethods Adapter 10.3 for JDBC] を選択します。

Software AG Installer のダイアログボックスから、[Microservices Container 10.1] を選択し
ます。

6. [Infrastructure]、[Libraries] の順に展開します。

ライブラリの下に展開されたオプションのリストで、[DatabaseDriverLibraries10.1]チェッ
クボックスを選択します。

7. アダプタのマニュアルをダウンロードする場合は、Software AG Documentation の Web サ
イトに移動します。

8. インストールが完了したら、Installer を閉じて、ホストである Integration Server を起動し
ます。

9. Microservices Container の詳細については、『 Developing Microservices with webMethods
Microservices Runtime』を参照してください。

Adapter 10.3 for JDBC へのアップグレード
Adapter 9.10 for JDBC から Adapter 10.3 for JDBC にアップグレードできます。

アップグレードする前に、既存のアダプタパッケージをアーカイブできます。アーカイブでは、
アダプタパッケージのコピーが作成され、必要に応じて後で以前のアダプタパッケージに戻れま
す。

アーカイブ

既存のアダプタをアーカイブするには

1. Integration Server Administrator で [パッケージ] > [管理] に移動します。

2. WmJDBCAdapter を探し、[アーカイブ] 列の アイコンをクリックします。
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Integration Server Administrator で [アーカイブ] ページがアーカイブするすべてのファイル
の一覧とともに表示されます。

デフォルトでは、[フル] アーカイブタイプが選択されています。

3. [アーカイブの作成] をクリックします。

Integration Server は、 Integration Server_directory \replicate\outbound ディレクトリにア
ダプタパッケージのコピーを作成します。

アップグレード

Adapter 10.3 for JDBC にアップグレードするには

1. 既存のアダプタをアンインストールし、53 ページの「Adapter for JDBC のアンインストー
ル」の手順でパッケージを削除します。

2. 50 ページの「Adapter for JDBC のインストール」の手順に従って Adapter for JDBC をイン
ストールします。

復帰

以前のアダプタに戻すには

1. 既存のアダプタをアンインストールし、53 ページの「Adapter for JDBC のアンインストー
ル」の手順でパッケージを削除します。

2. packages_directory \replicate\outbound\WmJDBCAdapter を packages_directory
\replicate\inbound ディレクトリにコピーします。

3. Integration Server Administrator で [パッケージ] > [管理] に移動します。

4. [受信リリースのインストール] をクリックします。

受信リリースページが Integration Server Administrator に表示されます。

5. ドロップダウンリストからリリースファイル名を選択し、[リリースのインストール]をクリッ
クします。

Adapter for JDBC のアンインストール

Adapter for JDBC をアンインストールするには
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1. ホストである Integration Server をシャットダウンします。ご使用のマシンで稼働している
その他の webMethods 製品またはアプリケーションをシャットダウンする必要はありませ
ん。

2. ホストの Integration Server が含まれる webMethods インストールディレクトリを選択して
Software AG Uninstaller を起動します。

3. 製品選択リストで、[Adapters] > [webMethodsAdapter10.3 for JDBC]を選択します。マニュ
アルをアンインストールするように選択することもできます。

4. Uninstaller が完了したら、ホストである Integration Server を再起動します。

Uninstaller によって、インストールされたすべての Adapter for JDBC 関連ファイルが削除され
ます。ただし、アダプタのインストール後に作成されたファイル (ユーザ作成ファイルや設定
ファイルなど)とアダプタのディレクトリ構造は、Uninstallerによって削除されることはありま
せん。 Integration Server_directory \packages ディレクトリと Integration Server_directory
\instances\default\packagesディレクトリに移動して、WmJDBCAdapterディレクトリを削除で
きます。
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3 パッケージ管理
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パッケージの管理の概要
この章では、Adapter for JDBCパッケージの設定および管理方法、ACL (Access Control Lists: ア
クセスコントロールリスト)の設定方法、クラスタ環境でのアダプタの使用方法について説明し
ます。

Adapter for JDBC パッケージの管理
Adapter for JDBCはWmJDBCAdapterというパッケージとして提供されます。WmJDBCAdapter
パッケージの管理は、webMethods Integration Server上のパッケージの管理と同様に行います。

接続、アダプタサービス、およびアダプタ通知を作成する際は、WmJDBCAdapterパッケージで
はなくユーザ定義パッケージの中に定義します。そうすることで、パッケージをより簡単に管理
できるようになります。

接続、アダプタサービス、およびアダプタ通知を格納するユーザ定義パッケージを作成するとき
には、Software AG Designer のパッケージ管理機能を使用して、ユーザ定義パッケージが
WmJDBCAdapterパッケージに依存するように設定します。そうすると、WmJDBCAdapterパッ
ケージがロードまたは再ロードされたときに、ユーザ定義パッケージが自動的にロードされま
す。次の図を参照してください。

パッケージ管理には次のタスクが含まれます。

パッケージの依存性の設定(57ページの「パッケージの依存性の要件とガイドライン」を参
照)

57 ページの「パッケージの有効化」

59 ページの「パッケージのインポートとエクスポート」

56 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

3 パッケージ管理



59 ページの「グループアクセスコントロール」

パッケージの依存性の要件とガイドライン
この項には、依存性の要件のリストとユーザ定義パッケージのガイドラインが含まれます。パッ
ケージの依存性を設定する手順については、ご使用のリリースの『webMethods Service
Development Help』を参照してください。

ユーザ定義パッケージは、関連付けられたアダプタパッケージであるWmJDBCAdapterに依
存する必要があります (WmJDBCAdapterパッケージはWmARTパッケージに依存します)。

パッケージの依存性により、起動時に、Integration Serverがすべてのパッケージを適切な順
序でロードまたは再ロードします。最初がWmARTパッケージ、次がアダプタパッケージ、
最後がユーザ定義パッケージという順序です。WmARTパッケージは、Integration Serverの
インストール時に自動的にインストールされます。WmARTパッケージを手動で再ロードす
る必要はありません。

アダプタの接続やアダプタサービスが別のパッケージで定義されている場合には、次の要件
が必要です。

接続を含むパッケージは、アダプタパッケージに依存する必要があります。

アダプタサービスを含むパッケージは、関連付けられた接続パッケージに依存する必要
があります。

アダプタ間に相互依存性が生じないように、異なるアダプタの接続は別々のパッケージに保
存します。1つのパッケージに2つの異なるアダプタへの接続が含まれている場合に、一方
のアダプタパッケージを再ロードすると、両方のアダプタへの接続が自動的に再ロードされ
ます。

Integration Serverでは、あるパッケージが無効な別のパッケージに依存している場合、その
パッケージは有効にできません。つまり、パッケージを有効にするには、そのパッケージが
依存しているパッケージをすべて有効にする必要があります。パッケージの有効化の詳細に
ついては、57 ページの「パッケージの有効化」を参照してください。

Integration Serverでは、あるパッケージに有効な別のパッケージが依存している場合でも、
そのパッケージを無効にできます。したがって、アダプタパッケージを無効にする前に、そ
のアダプタパッケージに依存しているユーザ定義パッケージを手動で無効にする必要があり
ます。パッケージの無効化の詳細については、58 ページの「パッケージの無効化」を参照
してください。

接続、アダプタサービス、および通知には、別のフォルダおよびパッケージで指定されたの
と同じ名前を付けることができます。

パッケージの有効化
デフォルトでは、すべてのパッケージが自動的に有効になっています。以前無効にしたパッケー
ジを有効にするには、次の手順で行います。

パッケージを有効にするには
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1. Integration Server Administrator を開いていない場合は、それを開きます。

2. ナビゲーションエリアの [パッケージ] メニューで、[管理] をクリックします。

3. [有効] 列の [いいえ] をクリックします。[有効] 列の と [はい] が表示されます。

注:
アダプタパッケージを有効にしても、関連付けられているユーザ定義パッケージは再ロー
ドされません。パッケージの再ロードに関する詳細は、ご使用のリリースの『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

重要:
ユーザ定義パッケージを手動で有効にする前に、関連付けられているアダプタパッケージ
(WmJDBCAdapter) を有効にする必要があります。

パッケージの無効化
パッケージ内のエレメントへのアクセスを一時的に禁止する場合は、そのパッケージを無効にし
ます。パッケージを無効にすると、サーバはそのパッケージのエレメントをすべてメモリからア
ンロードします。パッケージを無効にすると、Integration Server が起動時にそのパッケージを
ロードするのを防ぐことができます。

重要:
アダプタに複数のユーザ定義パッケージがあり、そのいくつかを無効にしたい場合は、最初
にアダプタパッケージ(WmJDBCAdapter)を無効にする必要があります。最初にアダプタパッ
ケージを無効にしないと、その他の有効なユーザ定義パッケージにアクセスする際に、エラー
が発行されます。

パッケージを無効にするには

1. Integration Server Administrator を開いていない場合は、それを開きます。

2. ナビゲーションエリアの [パッケージ] メニューで、[管理] をクリックします。

3. 無効にするパッケージの[有効]列の[はい]をクリックします。サーバは、パッケージを無効
にしてよいか確認を求めます。[OK]をクリックすると、パッケージが無効になります。パッ
ケージが無効になると、[有効] 列に [いいえ] が表示されます。

無効化されたアダプタは、次のようになります。

Integration Server Administrator を使用して明示的に有効にするまで無効のままです。

Designer にリストされません。
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パッケージのインポートとエクスポート
パッケージのインポートおよびエクスポートには Designer を使用します。エクスポートでは、
パッケージを .zip ファイルへエクスポートし、ハードドライブに保存することができます。そ
の後、別のパッケージで使用するためにこの .zip ファイルをインポートできます。

Important:
エクスポートするパッケージの名前は変更しないでください。名前の変更機能は、パッケー
ジの移動と同じで、名前を変更したパッケージをインポートすると、そのパッケージに関連
付けられているトリガー、接続および通知はすべて失われます。

パッケージのインポートおよびエクスポートの詳細については、ご使用のリリースの
『webMethods Service Development Help』を参照してください。

グループアクセスコントロール
どのグループが、どのアダプタサービスへのアクセス権を持つのかを制御するには、ACL を使
用します。たとえば、ACL を使用して、ある開発グループが別のグループの作業を不注意に更
新しないように設定できます。また、制限が必要なサービスへのアクセスを特定のグループにの
み許可あるいは拒否できます。

ACL の割り当ておよび管理の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service
Development Help』を参照してください。

クラスタ環境での Adapter for JDBC
クラスタリングは、webMethods 製品スイートの拡張機能で、Integration Server の信頼性、可
用性、拡張性を飛躍的に拡大します。これを実現するために、クラスタリングは、複数の
Integration Server を単一の仮想サーバのように展開して、そのアーキテクチャを活用したアプ
リケーションを提供するためのインフラストラクチャおよびツールを提供しています。この動作
はクライアントに対して透明なため、クラスタリングにより、複数のサーバは見かけも動作も
1 つのサーバと同じように見えます。

Integration Server 10.3 は、Terracotta が提供するキャッシュ機能およびクラスタリング機能を
サポートします。キャッシュとクラスタリングはIntegration Serverレベルで設定され、Adapter
for JDBC は Integration Server 上で有効になっているキャッシュメカニズムを使用します。
Adapter for JDBC は、既に Integration Server で提供されている以上のクラスタリングやキャッ
シュを明示的に実装しません。

クラスタリングを使用すると、次のような利点があります。

負荷分散:この機能は、クラスタ環境を設定すると自動的に提供されます。この機能により、
多数のサーバに作業負荷を分散できるため、パフォーマンスと拡張性が向上します。

フェイルオーバサポート :クラスタリングにより、単一機器の障害によるシステムダウンを
回避できます。あるサーバが特定の要求を処理できない場合、または使用不能になった場
合、その要求はクラスタ内の別のサーバへ自動的にリダイレクトされます。

Note:
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Integration Server クラスタリングでは、HTTP 要求と HTTPS 要求をリダイレクトします
が、FTP 要求や SMTP 要求はリダイレクトしません。

拡張性 :クラスタに Integration Server を実行している新しいマシンを追加することで、容量
をさらに増やすことができます。

Integration Server クラスタリングの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Integration Server Clustering Guide』を参照してください。

Integration Server クラスタでのポーリング通知のサポート
Adapter for JDBC は、Integration Server クラスタ内でのポーリング通知を調整して実行できま
す。Adapter for JDBCは、クラスタで同一のポーリング通知の複数のインスタンスを有効にし、
これらのインスタンスのスケジュールと実行を調整する機能を提供します。これにより、通知間
の自動フェイルオーバと、ポーリング通知の分散処理の設定が可能になり、サービスの質を高め
ることができます。

Important:
複数の Integration Server が同じ ISInternal データベースを共有する場合にのみ、Adapter for
JDBC は、同じバックエンドデータベースに接続する複数の Integration Server インスタンス
で同じポーリング通知を有効にすることにより、自動フェイルオーバーの実行をサポートし
ています。同じバックエンドデータベースを指す複数の Integration Serverで同じポーリング
通知を使用する一方で、異なるISInternalデータベースを使用すると、結果が異常になること
があります。

Integration Server 10.3 では、Adapter for JDBCは Integration Server Scheduler を使用してポー
リング通知をサポートします。ポーリング通知を有効にすると、新しい Integration Server のス
ケジュール済みタスクが作成され、指定した間隔でバックエンドリソースがポーリングされま
す。スケジュール済みタスクを手動で編集したり、変更したりしないでください。各ポーリング
通知は、Integration Server のスケジュール済みタスクを作成します。通知が無効になると、
Integration Server のスケジュール済みタスクは削除されます。

Important:
Integration Server クラスタを無効にする前に、すべてのアダプタポーリング通知がクラスタ
内のすべてのノードで無効になっている必要があります。

スケジュール済みタスクを介して実行されるポーリング通知に関する考慮事項

スケジュール済みタスクを使用して実行されるポーリング通知では、次の要件を確認します。

各通知は、すべてのクラスタノードに常に存在する。

ポーリング通知のオーバーラップ関数は無効である。

ポーリング通知名は 400 文字を超えない。

Integration Server watt.server.scheduler.threadThrottle プロパティの値は、ポーリング通知
とスケジュール済みタスクの合計数よりも小さくしない。デフォルトでは、値は全スレッド
の 75% です。
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ISInternal 機能エイリアス ( [設定] > [JDBCプール]画面で指定)がデータベースで設定されて
いる。

Note:
watt.pkg.art.scheduler.notificationtask.display=true に設定すると、Integration Server
Administrator の [サーバ] > [スケジューラ] ページでスケジュール済み通知タスクを表示でき
ます。

パラメーターが表示されていない場合は、追加します。

このプロパティの設定は、デバッグまたはポーリング通知スケジュール間隔の編集にのみ必
要です。

クラスタでサポートされているアダプタサービス
アダプタサービスは、クラスタ環境でサポートされています。クラスタがまったく同じように要
求を処理するには、クラスタの各サーバに同じサービスがあることを確認する必要があります。
これは、特定のサービスが使用できない場合に、要求をリダイレクトしてクラスタ内の別のサー
バで処理するためです。

クラスタのアダプタサービスの詳細については、62 ページの「クラスタリングに関する考慮事
項と要件」を参照してください。

Integration Server のパッケージの複製
クラスタ内の各 Integration Server には、Adapter for JDBC を使用して定義された同じパッケー
ジのセットが含まれている必要があります。したがって、Adapter for JDBCサービス、サービス
が使用する接続、およびアダプタ通知を複製する必要があります。

整合性を保つため、1つのサーバですべてのパッケージを作成しこれを他のサーバに複製するこ
とをお勧めします。サーバごとに含まれるサービスが異なると、クラスタリングの利点を十分に
活用できない場合があります。たとえば、クライアントが、あるサーバにのみ存在するサービス
を要求したとして、そのサーバが使用できない場合は、その要求を別のサーバにリダイレクトで
きません。

パッケージの複製に関する詳細は、ご使用のリリースの『webMethods Integration Server
Administrator’s Guide』を参照してください。

管理サービスのリダイレクトの無効化
59 ページの「クラスタ環境での Adapter for JDBC」で述べたように、クライアントのサービス
要求を処理できないサーバは、その要求をクラスタ内の別のサーバへ自動的にリダイレクトしま
す。ただし、Adapter for JDBCで使用される事前定義済み管理サービスの一部は、リダイレクト
が許可されていません。これらのサービスは、アダプタを設定する際に内部的に使用されます。
このようなサービスのリダイレクトを許可すると、設定仕様が複数のサーバに保存され、望まし
くない結果になります。たとえば、2 つの Adapter for JDBC サービスを作成した場合、各サー
ビスが別々のサーバに保存される可能性があります。すべてのアダプタサービスは、クラスタ内
のすべての Integration Server に存在する必要があることに注意してください。
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管理サービスのリダイレクトを無効にするには

1. Integration Server Administratorをシャットダウンします。手順については、ご使用のリリー
スの『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

2. 次のファイルを開きます。

Integration Server_directory \config\redir.cnf

3. 次の行をファイルに追加します。
<value name="wm.art">false</value>

4. ファイルを保存して、Integration Server を再起動します。

クラスタリングに関する考慮事項と要件
Note:
以降の項では、IntegrationServerクラスタを既に設定したものとして説明します。webMethods
クラスタリングの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Integration Server
Clustering Guide』を参照してください。

次の考慮事項と要件は、クラスタ環境の Adapter for JDBC に適用されます。

クラスタ内の各 Integration Server の要件

次の表は、クラスタ内の各 Integration Server の要件について説明したものです。

例クラスタ内の
Integration Serverで統
一が必要なもの

クラスタ内のすべての Integration Server は、同一のバージョンである
こと、同一のサービスパックと修正プログラムが適用されていることが
必要です。

Integration Server の
バージョン

1 つの Integration Server のすべてのアダプタパッケージを、クラスタ
内の他のすべての Integration Server に複製する必要があります。

アダプタパッケージ

データベースへの接続を設定した場合、クラスタ内のどの Integration
Server にも同じ接続が存在する必要があります。これは、特定の要求
がすべてのサーバでまったく同様に処理されるようにするためです。

アダプタ接続

クラスタ環境で接続プールを使用する場合は、63 ページの「接続プー
リングが有効な接続を設定する場合の考慮事項」を参照してください。

たとえば、InsertSQLアダプタサービスを設定した場合、クラスタ内の
どの Integration Server にも同じアダプタサービスが存在する必要があ

アダプタサービス
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例クラスタ内の
Integration Serverで統
一が必要なもの

ります。これは、特定の要求がすべてのサーバでまったく同様に処理さ
れるようにするためです。

Integration Server ごとに含まれるサービスが異なると、クラスタリン
グの利点を十分に活用できない場合があります。たとえば、クライアン
トが、あるサーバにのみ存在するサービスを要求したとして、そのサー
バが使用できない場合は、その要求を別のサーバにリダイレクトできま
せん。

たとえば、特定の挿入通知を設定した場合、クラスタ内のどの
Integration Server にも同じアダプタ通知が存在する必要があります。

アダプタ通知

これは、特定の要求がすべてのサーバでまったく同様に処理されるよう
にするためです。

Integration Server ごとに含まれる通知が異なると、クラスタリングの
利点を十分に活用できない場合があります。たとえば、通知が、ある
サーバでのみ実行されたとして、そのサーバが使用できない場合は、そ
の通知を別のサーバにリダイレクトできません。

アダプタパッケージ、接続、アダプタサービス、アダプタ通知を、クラスタ内の複数のIntegration
Serverに複製する方法については、61ページの「Integration Serverのパッケージの複製」を参
照してください。

Adapter for JDBC パッケージのインストール時の考慮事項

クラスタ内の各Integration Serverに対して、50ページの「Adapter for JDBCのインストール、
アップグレード、およびアンインストールの概要」で説明されているように、各マシンに標準の
Adapter for JDBC インストール手順を使用します。

接続プーリングが有効な接続を設定する場合の考慮事項

クラスタ環境で接続プールを使用する接続を設定する場合、データベースに対して同時に開くこ
とが可能な接続数の合計を超えないようにする必要があります。

たとえば、クラスタに2つの Integration Serverが含まれ、100の接続を同時に開くことが可能
なデータベースへの接続が設定されている場合、一度に開かれる可能性のある接続数の合計が
100を超えないようにします。つまり、初期プールサイズが100の接続を設定して、両方のサー
バに複製すると、データベースに対して同時に開かれる接続が合計で 200 になる可能性がある
ため、このような設定はできません。

別の例として、初期プールサイズが10、最大プールサイズが100に設定された接続について考
えます。この接続をクラスタの2つの Integration Server に複製した場合、両方のサーバの接続
プールサイズが、一度に開くことが可能なデータベース接続の最大数を超える可能性がありま
す。
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Adapter for JDBC への接続の設定については、66 ページの「アダプタ接続の概要」を参照して
ください。

接続プールの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Integration Server
Administrator’s Guide』を参照してください。
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アダプタ接続の概要
この章では、Adapter for JDBC接続の設定および管理方法を説明します。アダプタ接続の動作に
ついては、15 ページの「アダプタ接続」を参照してください。

アダプタ接続を設定または管理する前に
アダプタ接続の設定または管理をする前に、次のステップを実行します。

アダプタ接続の設定または管理を準備するには

1. webMethods Integration Server と Adapter for JDBC を同じマシンにインストールします。
詳細については、50 ページの「Adapter for JDBC のインストール、アップグレード、およ
びアンインストールの概要」を参照してください。

2. 互換性のある JDBC ドライバをインストールします。手順については、67 ページの
「Integration ServerへのJDBCドライバのインストール」を参照してください。サポートさ
れているドライバの一覧については、webMethods Adapters System Requirementsを参照し
てください。

3. Adapter for JDBCの管理画面にアクセスできる、Integration Server管理者権限があることを
確認します。ユーザ権限の設定の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

4. 接続の設定に影響する可能性があるため、既知のドライバ制限の一覧を必ず確認してくださ
い。

5. Integration Server と Integration Server Administrator がまだ実行されていない場合は起動
します。

6. Integration Server Administrator を使用して、WmJDBCAdapter パッケージが有効になって
いることを確認します。手順については、57 ページの「パッケージの有効化」を参照して
ください。

7. 接続を格納するユーザ定義のパッケージをまだ作成していない場合、Designerを使用して作
成します。アダプタ用パッケージの管理の詳細については、56ページの「Adapter for JDBC
パッケージの管理」を参照してください

8. Oracle JDBC OCI Driver を使用している場合、接続を設定する前に、環境変数を設定する必
要があります。詳細については、67ページの「Oracle JDBC OCI Driverの環境変数の設定」
を参照してください。

Oracle OCI Instant Client と共にOracle JDBC OCI ドライバを使用する場合は、環境変数を設
定する前に、次のクライアントライブラリファイルをコピーします。

ojdbc5.jar ファイルと ojdbc6.jar ファイルを Integration Server_directory \lib\jars と
Integration Server_directory \instances\instance_name\lib\jars の２箇所へコピーする
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その他のすべてのクライアントライブラリファイルは Integration Server_directory \lib
と Integration Server_directory \instances\instance_name\lib の２箇所へコピーする

Oracle JDBC OCI Driver の環境変数の設定
Oracle JDBC OCI Driver の場合、接続を設定する前に、次の環境変数を設定する必要がありま
す。続行する前に、OCI クライアントが正しく設定されていることも確認してください。

環境変数設定プラットフォーム
LD_LIBRARY_PATH=/ORACLE_HOME/libSolaris*
SHLIB_PATH=/ORACLE_HOME/libHP*
LIBPATH=/ORACLE_HOME/libAIX*
LD_LIBRARY_PATH=/ORACLE_HOME/libLinux

Note:
Oracle 920 クライアントで Oracle 920 JDBC ドライバファイルを使用して、他のバージョン
のOracleデータベースへ続している場合、プラットフォームの環境変数を /ORACLE_HOME/lib32
に設定してください。

Integration Server への JDBC ドライバのインストール
接続を指定する前に、Integration ServerにJDBCドライバをインストールする必要があります。
Integration Server は、データベースに接続するために使用する各 JDBCドライバの Java クラス
にアクセスする必要があります。

サポートされているドライバの一覧については、『webMethodsAdapters SystemRequirements』
を参照してください。

JDBC ドライバをインストールするには

1. Integration Server がアクセスできる場所に、JDBC ドライバの Java クラスを配置します。
この場所は、通常、サーバのクラスパスになります。

サーバのクラスパスにクラスを配置するには、 Integration Server_directory
\instances\instance_name\packages\WmJDBCAdapter\code\jarsディレクトリに、クラスを
含む .zip ファイルまたは .jar ファイルを配置します。

2. Integration Server を再起動します。

再起動後に、サーバのクラスパスに .zip または .jar のライブラリが自動的に追加されます。
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Adapter for JDBC 接続の設定
Adapter for JDBC 接続を設定する際に、Integration Server が JDBC システムへの接続に使用す
るための情報を指定します。Adapter for JDBC接続は、Integration Server Administrator 画面を
使用して手動で設定することも、pub.jdbcAdapter:createConnectionNodesサービスを使用して
プログラムによって設定することもできます。

注:
Adapter for JDBC と共に Oracle JDBC OCI Driver を使用する場合、アダプタ接続を設定する
前に、環境変数設定を追加する必要があります。詳細については、67ページの「Oracle JDBC
OCI Driver の環境変数の設定」を参照してください。

アダプタ接続を設定するには

1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[webMethods Adapter for JDBC] をクリックします。

2. [接続] 画面で、[新規接続の設定] をクリックします。

3. [接続タイプ] 画面で、[webMethods Adapter for JDBC 接続] をクリックして [接続タイプの
設定] 画面を表示します。

4. [webMethods Adapter for JDBC] セクションで次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

作成した接続を格納するパッケージ。このパラメータを使用して
パッケージを指定する前に、Designerでパッケージを作成する必

[パッケージ]

要があります。パッケージの作成に関する概要は、『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

注:
接続は、アダプタパッケージではなく、ユーザ定義パッケージ
の中に設定します。Adapter for JDBC のパッケージ作成に関す
るその他の重要な考慮事項については、56ページの「Adapter
for JDBC パッケージの管理」を参照してください。

作成した接続を格納するフォルダ。[フォルダ名]

接続に付ける名前。接続名には、空白文字や Integration Server
およびDesignerで予約されている特殊文字を含めることはできま

[接続名]

せん。パッケージ、フォルダ、およびエレメントの名前における
特殊文字の使用については、使用するリリースの『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

5. [接続のプロパティ] セクションで次のフィールドを使用します。
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注:
次の表は、このセクションのパラメータの推奨値を例示したものです。これらのパラメー
タに割り当てる値の詳細については、JDBC ドライバのマニュアルを参照してください。

a. [Transaction Type] および [DataSource Class Name] を、次のように指定します。

説明/処理フィールド

接続が提供するトランザクションサポートのタイプ。次のいずれ
かのトランザクションタイプを選択します。

[Transaction Type]

[NO_TRANSACTION]: 操作は自動的にコミットされます。

[LOCAL_TRANSACTION]:ローカルトランザクションが使用さ
れます。BatchInsertSQL または BatchUpdateSQL アダプタ
サービスで接続を使用する場合、LOCAL_TRANSACTIONタイ
プを指定する必要があります。

注:
基本通知を設定している場合や、[ExactlyOnceNotification]
および [Delete selected records] オプションを使用してい
る場合は、LOCAL_TRANSACTION 接続を使用するために
通知を設定する必要があります。これらの設定オプション
の詳細については、157 ページの「BasicNotification の設
定」を参照してください。

[XA_TRANSACTION]: XA トランザクションが使用されます。

注:
Teradata データベースでは、XA_TRANSACTION トランザ
クションを使用しないでください。

注:
Adapter for JDBCは、OCI Driverを使用して、Oracle v.9.2.x
に対するOracle RAC TAF機能 (フェイルオーバサポートを
提供) をサポートしています。このような状況の場合、
LOCAL_TRANSACTION 接続を使用する必要があります。

Adapter for JDBCが提供するトランザクションサポートの詳細に
ついては、16ページの「アダプタ接続のトランザクション管理」
を参照してください。

JDBCドライバのDataSourceクラスまたはXADataSourceクラス
の名前。接続で使用されるJDBCドライバとトランザクションタ

[DataSource Class
Name}

イプに応じて、次のいずれかのDataSourceまたはXADataSource
クラス名を入力します。

Oracle JDBC OCI Driver

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 69

4 Adapter for JDBC 接続



説明/処理フィールド
oracle.jdbc.pool.OracleDataSource

XA_TRANSACTION の場合
oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource

Oracle JDBC Thin Driver

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
oracle.jdbc.pool.OracleDataSource

XA_TRANSACTION の場合
oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource

DataDirect Connect for JDBC (for Microsoft SQLServer)

全トランザクションタイプ共通
com.wm.dd.jdbcx.sqlserver.SQLServerDataSource

DataDirect Connect for JDBC (for Oracle)

全トランザクションタイプ共通
com.wm.dd.jdbcx.oracle.OracleDataSource

webMethods BigData Driver for Apache Hive

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
wm.jdbcx.hive.HiveDataSource40

webMethods BigData Driver for MongoDB

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
wm.jdbcx.mongodb.MongoDBDataSource40

webMethods BigData Driver for Apache Cassandra

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
wm.jdbcx.cassandra.CassandraDataSource40

webMethods BigData Driver for Apache SparkSQL

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.wm.jdbcx.sparksql.SparkSQLDataSource

Microsoft SQL Server DataSource for JDBC driver

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
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説明/処理フィールド
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerXADataSource

MySQL JDBC type 4 driver

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource

JTOpen v4.1 (for DB2 for AS/400)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.ibm.as400.access.AS400JDBCDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.ibm.as400.access.AS400JDBCXADataSource

DataDirect Connect (for UDB)[データソースクラス]
(続き)

全トランザクションタイプ共通
com.wm.dd.jdbcx.db2.DB2DataSource.class

DB2 Universal type 2 および type 4 (for UDB)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.ibm.db2.jcc.DB2SimpleDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.ibm.db2.jcc.DB2XADataSource

jCONNECT 5.5 type 4 (for Sybase)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.sybase.jdbc2.jdbc.SybXADataSource

jCONNECT 6.05 type 4 (for Sybase)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
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説明/処理フィールド
com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.sybase.jdbc3.jdbc.SybXADataSource

Cloud Spanner

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.google.cloud.spanner.jdbc.JdbcDataSource

Informix JDBC 2.21 type 4(for Informix)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.informix.jdbcx.IfxDataSource

注:
com.informix.jdbcx.IfxDataSource DataSource クラスを
Integration Server で使用する場合、WmTomcat パッケージを
無効にする必要があります。WmTomcat パッケージの無効化
は JSP に対するサポートも無効にすることに注意してくださ
い。依存性の設定に関する概要は、56 ページの「Adapter for
JDBC パッケージの管理」を参照してください。詳細について
は、使用するリリースの『webMethods Service Development
Help』を参照してください。

XA_TRANSACTION の場合
com.informix.jdbcx.IfxXADataSource

Teradata type 4 (for Teradata)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.ncr.teradata.TeraDataSource

com.teradata.jdbc.TeraDataSource

Advanced Server JDBC Connector (edb-jdbc16.jar)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
com.edb.ds.PGSimpleDataSource

XA_TRANSACTION の場合
com.edb.xa.PGXADataSource

SAP HANA JDBC driver

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
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説明/処理フィールド
com.sap.db.jdbcext.DataSourceSAP

XA_TRANSACTION の場合
com.sap.db.jdbcext.XADataSourceSAP

Advanced Server JDBC Connector (postgresql-42.2.2.jar)

NO_TRANSACTION および LOCAL_TRANSACTION の場合
org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource

XA_TRANSACTION の場合
org.postgresql.xa.PGXADataSource

b. ドライバのタイプに応じて、次のフィールドの一部またはすべてを指定する必要があり
ます。使用するドライバタイプで、各フィールドの指定が必要かどうかを判断するには、
82 ページの「接続プロパティの必須フィールド」を参照してください。

注:
DataDirect Connect for JDBC ドライバを使用する場合、このタブで入力するパッケー
ジおよびポート情報を作成する必要があります。詳細については、DataDirect Connect
のマニュアルを参照してください。

説明/処理フィールド

データベースをホストするサーバの名前。[serverName]

データベースへの接続に使用されるユーザ名。[user]*

[user] に指定したデータベースユーザ名に対するパスワード。[password]*

注:
pub.jdbcAdapter:updateConnectionPasswordサービスを使用し
て、プログラムによってパスワードを更新することもできます。

入力したパスワードを再入力します。[Password の再入
力]

接続先のデータベース。[databaseName]

データベースへの接続に使用されるポート番号。[portNumber]

注:

DB2 net type 3 Driverのプロパティの [portNumber]は、DB2
JDBC Applet サーバのポート番号と同一です。デフォルトは
6789 です。
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説明/処理フィールド
Adapter for JDBCとOracleサーバの間にSSL接続を設定した
場合は、Oracle サーバの TCPS ポート番号を入力します。
Adapter for JDBC と Microsoft SQL Server の間に SSL 接続を
設定した場合は、Microsoft SQL Server の TCPS ポート番号
を入力します。

標準の JDBC データソースプロパティ。データベースへの接続に使
用されるネットワークプロトコルの名前を示します。このフィール

[networkProtocol]

ドは、Oracle JDBCOCIDriverを使用する場合にのみ使用してくださ
い。ネットワークプロトコルの名前である tcpまたは tcpsを入力し
ます。

注:
*Microsoft SQL Server データベースの場合、接続に設定するユーザ名とパスワード
は、特定の通知で使用するテーブルを作成するときと同じものである必要があります。
同じでない場合、実行時に例外が発生します。

注:
*Cloud Spanner データベースの場合、サーバ URL とユーザクレデンシャルは [Other
Properties]で指定されます。その他のフィールドはこのデータベースには適用されま
せん。

6. [Other Properties] フィールドでは、次の設定を指定できます。

Oracle データベースについては、シノニムのサポートを有効にする次のプロパティを指
定します。
connectionproperties={includeSynonyms=true}

DB2 AS/400 データベースおよび DB2 OS390 データベースについては、次のように
clischema プロパティを指定します。
clischema=schema name

DB2 AS/400 では、clischema プロパティを使用して、systriggers ビューがデフォル
トのスキーマに含まれない場合にアダプタのポーリング通知を有効または無効にしま
す。たとえば、clischema=QSYS2 を指定して、通知を有効または無効にすると、アダ
プタによって SELECT trigger_name FROM QSYS2.systriggers というクエリーが発行
されます。

DB2 OS390 では、通知のトリガーが既に存在する場合、clischema プロパティを使
用してアダプタのポーリング通知を有効にします。まず、sysibm.systriggers テーブ
ルにsystriggersビューを作成してから、clischemaプロパティに対してビューが作成
されたスキーマを指定する必要があります。これによって、アダプタがトリガーのク
エリーを適切なスキーマにリダイレクトします。

DB2AS/400データベースについては、StoredProcedureアダプタサービスによって、そ
の固有の名前とは異なるプロシージャ名のストアドプロシージャが呼び出される場合は、
次のプロパティを指定します。
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metadatasource=1

Cloud Spanner データベースについては、otherProperties にサーバURLとユーザクレデ
ンシャルを指定します。次に例を示します。
url=jdbc:cloudspanner:/projects/<project id>/instances/<instance
id>/databases/<database name>;

Relative path to the credentials=<path to service account credential json file>

Cloud Spannerの接続プロパティの詳細については、「Cloud Spannerのオープンソース
版 JDBC ドライバのマニュアル」を参照してください。

テーブルフィルタプロパティ設定を指定して、アダプタサービスおよび通知を作成する
際に選択するカタログ、スキーマ、テーブルの一覧を制限します。この設定は、作業す
るデータベースが大きいときに便利です。

注:
テーブルフィルタ設定、トランザクション分離レベル、およびドライバ依存プロパティ
設定は、セミコロン(;)を使用して区切ります。セミコロンの後に空白文字は挿入しま
せん。たとえば、次のようになります。TableFilter=‘<current
catalog>'.‘Accounting';driverType=oci

[OtherProperties] フィールドでテーブルフィルタプロパティ設定を入力するには、次の
形式を使用します。
TableFilter=‘catalog1'.‘schema1'.‘table1',
‘catalog2'.‘schema2'.‘table2',‘catalogN'.‘schemaN'

例:
TableFilter=‘Payables'.‘Accounting'.‘Finance'

注:
TableFilter設定では大文字小文字が区別されます。入力する名前は、必ずデータベー
ステーブル内の名前と一致するようにしてください。次に説明する‘<current catalog>'
または ‘<current schema>' を使用する場合は、すべて小文字で入力します。

TableFilter プロパティを設定する際は、次のルールを使用できます。

目的使用

デフォルトのログインカタログの場合は、catalog を使用します。<current
catalog>

注:
Informixデータベースは、現在のカタログにのみ自動的にアクセスしま
す。

ログインユーザの場合は、schema を使用します。<current
schema>
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目的使用

オプション。テーブル名のパターンです。table 値を指定しない場合は、
Adapter for JDBCでスキーマのすべてのテーブルがロードされます。次の

table

例では、Accounting スキーマのすべてのテーブルが一覧されます。
TableFilter=‘<current catalog>'.‘Accounting

0文字以上の任意の文字列に一致します。次の例では、Accountingスキー
マの中で Finance、Finance1、FinanceDept などの名前を持つテーブルが
すべて一覧されます。TableFilter=‘<current catalog>'.‘Accounting'.‘Finance%'

パーセント (%)

複数のテーブルフィルタ設定を指定します。カンマの後に空白文字は挿入
しません。たとえば、次のようになります。TableFilter=‘<current
catalog>'.‘Accounting'.‘Finance_',‘<current catalog>'.‘Employee%'

カンマ (,)

任意の 1 文字に一致します。次の例では、Accounting スキーマの中で
Finance1、Finance2、Finance3 などの名前を持つテーブルがすべて一覧
されます。TableFilter=‘<current catalog>'.‘Accounting'.‘Finance_'

アンダースコア
(_)

複数のプロパティ設定、つまりテーブルフィルタ設定、トランザクション
分離レベル設定、およびドライバ依存設定を区切ります。セミコロンの後

セミコロン (;)

に空白文字は挿入しません。たとえば、次のようになります。
TableFilter=‘<current catalog>'.‘Accounting'.‘Finance_',‘<current
catalog>'.‘Accounting';transactionIsolation=2;driverType=thin

トランザクション分離レベル設定を指定して、データベースのトランザクション分離レ
ベルを設定します。この設定により、データベースのダーティリード、リピータブルリー
ド、およびファントムリードが防止されます。Adapter for JDBC のトランザクション分
離レベル設定の詳細については、17ページの「トランザクション分離レベルの設定」を
参照してください。

注:
テーブルフィルタ設定、トランザクション分離レベル、およびドライバ依存プロパティ
設定は、セミコロン(;)を使用して区切ります。セミコロンの後に空白文字は挿入しま
せん。たとえば、次のようになります。TableFilter=‘<current
catalog>'.‘Accounting';driverType=oci

データベースのトランザクション分離レベルを指定するには、次の形式を使用します。
transactionIsolation = value

value は、トランザクション分離レベルの整数値です。

たとえば、transactionIsolation = 2 の場合、2 によって
TRANSACTION_READ_COMMITTED の分離レベルが設定されます。

注:
AS/400 の DB2 については、<current catalog>.<current schema> 修飾子を使用して
テーブルにアクセスする場合は、次のように、トランザクション分離レベルを設定し
て、Libraries プロパティも指定します。TransactionIsolation=none;Libraries=QGPL

76 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

4 Adapter for JDBC 接続



1 つの接続に指定できるトランザクション分離レベルは 1 つのみです。通常使用される
トランザクション分離レベルとその値は、次のとおりです。

値トランザクション分離設定

1TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED

2TRANSACTION_READ_COMMITTED

4TRANSACTION_REPEATABLE_READ

8TRANSACTION_SERIALIZABLE

ご使用中のデータベースでサポートされるトランザクション分離レベルの詳細について
は、ご使用中のデータベースのマニュアルを参照してください。

[OtherProperties] フィールドで分離レベルを指定しない場合、データベースのデフォル
トの分離レベルが使用されます。データベースでサポートされない分離レベルを指定し
た場合、接続を有効化するときにエラーがスローされます。

注:
次のデータベースの制限を考慮してください。

Teradata データベースでは、トランザクション分離レベルを 1 に設定すると
ダーティリードが機能しなくなり、トランザクション分離レベルを8に設定し
た後でも、ノンリピータブルリードおよびファントムリードを回避することが
できません。
DB2 for OS/390 では、トランザクション分離レベルを 2 に設定するとノンリ
ピータブルリードが機能しなくなります。
Informix では、トランザクション分離レベルを 4 に設定したときにファント
ムリードが機能しなくなります。

ドライバ依存プロパティ設定を指定して、使用するドライバに応じて JDBC ドライバの
データソースプロパティを追加指定します。

形式は次のとおりです。
propertyName=value

複数のプロパティ設定、つまりテーブルフィルタ設定、トランザクション分離レベル設
定、およびドライバ依存設定は、セミコロン (;)を使用して区切ります。セミコロンの後
に空白文字は挿入しません。たとえば、次のようになります。
TableFilter=‘<current catalog>'.‘Accounting'.‘Finance';
selectMethod=cursor;transactionIsolation=2

区切り文字としてセミコロン(;)を使用する複数のキー値ペアの組み合わせは、{ }を使用
して区切ります。セミコロンの後に空白文字は挿入しません。たとえば、次のようにな
ります。
TableFilter='<current catalog>'.'Accounting';driverType=oci;

connectionProperties={oracle.jdbc.V8Compatible=true,includeSynonymns=true
};transactionIsolation=2
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[Other Properties] フィールドに、接続で使用される JDBC ドライバとトランザクション
タイプに基づいた次の推奨ドライバ依存パラメータを入力します。

説明/処理フィールド

DataDirect Connect for JDBC 3.2 for DB2 UDB 7.2、8.1、9.1、9.5[Other
Properties] (ドラ PackageName=value
イバ依存プロパ
ティ) value は、データベースに既に作成してあるパッケージの名前です。パッ

ケージ作成の詳細については、DataDirect Connect for JDBCのマニュアル
を参照してください。

DB2 Universal type 2

driverType=2 このドライバに必須の設定です。

readOnly=true 読み取り専用接続を作成します。

currentSchema=YourSchemaName動的に作成されるSQLステートメント
で非修飾データベースオブジェクトを修飾するために使用されるデフォ
ルトスキーマ名を指定します。

loginTimeout=number DataSource オブジェクトがデータソースへの接
続を待機する最大時間 (秒) です。

DB2 Universal type 4

driverType=4このドライバに必須の設定です。driverTypeが4に設定
されない場合、Type 2 接続がデフォルトで選択されます。

readOnly=true 読み取り専用接続を作成します。

currentSchema=YourSchemaName 動的に作成される SQL ステートメ
ントで非修飾データベースオブジェクトを修飾するために使用される
デフォルトスキーマ名を指定します。

loginTimeout=number DataSourceオブジェクトがデータソースへの接
続を待機する最大時間 (秒) です。

traceFile=fileName このドライバがトレース情報を書き込むファイル
名を指定します。

traceFileAppend=true traceFile プロパティで指定されたファイルを上
書きせずに、このファイルに情報を追加します。

traceLevel=number トレースのレベルを指定します。このプロパティ
データは、整数で指定します。TRACE_ALL の場合は number を -1
に、TRACE_STATEMENT_CALLS の場合は 2 に設定します。詳細につ
いては、ベンダが提供するドライバのマニュアルを参照してください。

DataDirect Connect for JDBC Edition 3.2、3.3 for Microsoft SQL Server

78 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

4 Adapter for JDBC 接続



説明/処理フィールド

XA_TRANSACTION のみ
selectMethod=cursor

Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC

XA_TRANSACTION のみ
selectMethod=cursor

Microsoft SQL Server 2005 Driver for JDBC

XA_TRANSACTION のみ
selectMethod=cursor

注:
ご使用中の Microsoft SQL Server アーキテクチャに基づいて、必要な
DLL と、dd-cjdbc.jar に含まれるストアドプロシージャフォルダを使用
します。詳細については、DataDirect Connectのマニュアルを参照して
ください。

Oracle JDBC Thin Driver
driverType=thin

Oracle JDBC OCI Driver バージョン 8i
driverType=oci8

Oracle JDBC OCI Driver バージョン 9i
driverType=oci

Teradata Type 4
DSName=value

value は、Teradata データベースのサーバ名です。

Informix JDBC 2.21 type 4 (for NO_TRANSACTION、
LOCAL_TRANSACTION、XA_TRANSACTION)
IfxIFXHOST=hostname

hostname は、データベースサーバのマシン名です。

Microsoft SQL Server の SSL 接続
encrypt=value;trustStore=Truststore path;
trustStorePassword=Truststore password

変数は以下の通りです。
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説明/処理フィールド

value は、Microsoft SQL Server の暗号化設定に応じて false または
true になります。

Truststore path は、信用できる認証ストアのパスです。

Truststore passwordは、トラストストアデータを保護するために使用
されるパスワードです。

Microsoft SQL Server でのケルベロス認証
integratedSecurity=true; authenticationScheme=NativeAuthentication

注:

NativeAuthenticationはWindowsプラットフォームに固有であり、
sqljdbc_auth.dll が使用されます。
Windows 32の場合は、sqljdbc_auth.dllをSoftware AG Installation
directory\common\security\ssx_32\bin にコピーします。
Windows 64の場合は、sqljdbc_auth.dllをSoftware AG Installation
directory\common\security\ssx_64\bin にコピーします。

Oracle サーバでのケルベロス認証
connectionProperties={oracle.net.authentication_services=(KERBEROS5),

oracle.net.kerberos5_mutual_authentication=true,oracle.net.kerberos5_cc_name=kerberos
cache file path}

kerberos cache file path は、チケットが保存されているファイルへのパス
です。

Cloudera JDBC Driver 2.5 for Apache Impala
url={jdbc:impala://hostname:portnumber/databasename;
AuthMech=value;SSL=value;UseSasl=value}

その他のデータベース関連のプロパティは、url 値の一部として指定され
ます。

注:
AuthMech、SSL、UseSaslなどのプロパティは、セキュア接続の場合にの
み必要です。

7. [接続管理のプロパティ] セクションで次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

接続プーリングを有効にします。接続プーリングの詳細について
は、15 ページの「アダプタ接続」を参照してください。

[接続プーリングを有効
にする]
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説明/処理フィールド

注:
クラスタ環境で接続プーリングを有効にする場合、接続プール
サイズに注意してください。詳細については、63ページの「接
続プーリングが有効な接続を設定する場合の考慮事項」を参照
してください。

接続プーリングが有効な場合、このフィールドには、接続が有効
になっているときに作成する接続の数を指定します。ここで設定

[最小プールサイズ]

した数の接続は、アイドル状態かどうかにかかわらずオープンの
ままになります。

接続プーリングが有効な場合、このフィールドには、接続プール
内に同時に存在できる接続の最大数を指定します。

[最大プールサイズ]

接続プーリングが有効な場合、このフィールドには、接続が必要
なときにプールを最大プールサイズまで増分する単位となる接続
数を指定します。

[プール増分サイズ]

接続プーリングが有効な場合、このフィールドには、Integration
Server がデータベース接続の取得を待つ時間をミリ秒単位で指定

[ブロックタイムアウト]

します。この時間をすぎると、タイムアウトしてエラーを返しま
す。たとえば、[最大プールサイズ] が 20 に設定されている接続
プールの場合、同時に30の接続要求が発生すると10の要求は接
続プールの接続を使用するために待機します。[ブロックタイムア
ウト] を 5000 に設定しているとき、この 10 の要求は 5 秒間接続
を待機し、それでも接続が使用できなければタイムアウトになり、
エラーを返します。接続を使用しているサービスが実行を完了し
て接続をプールに返すまでに10秒かかる場合、待機中の要求は失
敗し、使用可能な接続がないことを示すエラーメッセージを返し
ます。[ブロックタイムアウト]の値を高く設定しすぎると、エラー
時に問題となる可能性があります。ある要求に応答を遅延させる
エラーが含まれている場合、他の要求が送信されなくなります。
このような処理中のバーストに対応するために、[最大プールサイ
ズ] の設定と併せてこの設定を調整してください。

接続プーリングが有効な場合、このフィールドには、アクティブ
でない接続がクローズされてプールから削除されるまでプールに

[期限切れタイムアウト]

残るミリ秒数を指定します。接続プールは、プール内の接続数が
[最小プールサイズ] の値と等しくなるまでアクティブでない接続
を削除します。アダプタが接続を使用すると、その接続のアクティ
ブでない時間を計るタイマがリセットされます。

[期限切れタイムアウト] の値を高く設定しすぎると、プール内に
未使用のアクティブでない接続が多く存在することがあります。
その場合、バックエンドリソースのローカルメモリと接続が消費
されます。リソースの接続数が限られているときには、悪影響が
及ぶ可能性があります。
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説明/処理フィールド

[期限切れタイムアウト] の値を低く設定しすぎると、接続の作成
とクローズの回数が増加するため、パフォーマンスが低下する可
能性があります。通常処理時において、接続が頻繁に作成または
クローズされるのを防ぐため、[最小プールサイズ] の設定と併せ
てこの設定を調節してください。

起動時の接続プールの最初の初期化に失敗した場合に初期化を再
試行する回数を指定します。デフォルトは 0 です。

[開始時再試行回数]

接続プールの初期化の再試行までの待機時間を秒で指定します。[開始時バックオフタイ
ムアウト]

接続プーリングが有効で、最小プールサイズがゼロより大きい場
合、[ハートビート間隔] を適用できます。接続プールは、、アイ

[ハートビート間隔]

ドル状態の接続を [ハートビート間隔] の値で確認します。[ハート
ビート間隔]の単位は秒で、デフォルト値はゼロです。たとえば、
[ハートビート間隔] の値が 25 秒の場合、接続プールは、25 秒間
アイドル状態である接続を探します。接続が切断されている場合、
接続プールはリセットされます。

この機能は、Integration Server 10.5以降のすべてのバージョンに
適用されます。

8. [接続の保存] をクリックします。

作成した接続は、アダプタの [接続] 画面と Designer に表示されます。

接続は、接続のパラメータが有効な場合にのみ、有効にすることができます。

接続プロパティの必須フィールド
次の表に、[接続のプロパティ]タブにおけるドライバタイプ別の必須フィールドを示します。詳
細については、15 ページの「データベースへの接続に JDBC ドライバを使用」を参照してくだ
さい。

network
Protocol

port
Number

database
Name

pass
word

userserver
Name

ドライバ名

いいえはいはいはいはいはいDB2 net type 3 (for OS/390 V6、
V7、UDB V7.2、V8.1)

いいえはいはいはいはいはいDB2 Universal type 2 (for UDB
8.1、9.1、9.5)

いいえはいはいはいはいはいDB2 Universal type 4 (for UDB
7.2、8.1、9.1、9.5)
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network
Protocol

port
Number

database
Name

pass
word

userserver
Name

ドライバ名

いいえいいえいいえはいはいいいえTeradata Type 4 v03.04.00 (for
V2R5、V2R6)

いいえいいえはいはいはいいいえTeradata Type 4 v12.00.00.01 (for
R12.0)

いいえいいえはいはいはいいいえTeradata Type 4 v13.00.00.20 (for
R13.0、R13.10、R14.0)

いいえはいはいはいはいはいDataDirect Connect for JDBC 3.2
(for UDB 7.2、8.1)

いいえいいえはいはいはいいいえDB2 app type 2 (for UDB V7.2、
V8.1)

いいえはいいいえはいはいはいMicrosoft SQL Server 2000 (for
JDBC 2.20019)

いいえはいいいえはいはいはいMicrosoft SQL Server 2005 (for
JDBC 1.0.809.102)

いいえはいいいえはいはいはいMicrosoft SQL Server 7 with
DataDirect Connect for JDBC

いいえはいはいはいはいはいMySQL-AB JDBC Driver
mysql-connector-java-5.0.8

いいえはいはいはいはいはいOracle Thin

はいはいはいはいはいはいOracle OCI

いいえいいえいいえはいはいはいJTOpen v4.1 (for DB2 for AS/400
v4r5、v5r1、v5r2、v5r3、v5r4)

いいえはいはいはいはいはいInformix JDBC 2.21 type 4
(Informix v. 7.31、9.x)

いいえはいはいはいはいはいjCONNECT 5.5 and 6.05 type 4 (for
Sybase v. 11.x、12.x、15.x)

いいえはいはいはいはいはいAdvanced Server JDBC Connector
(edb-jdbc16.jar)

いいえいいえいいえはいはいいいえApache Impala Cloudera JDBC
Driver 2.5

いいえはいいいえはいはいはいSAP HANA JDBC Driver
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実行時におけるサービス接続の動的な変更
サービスの作成時に関連づけられたデフォルト接続以外の接続を使用して、サービスを実行する
ことができます。

Important:
実行時に、クレデンシャル (ユーザ名とパスワード) または特定のサービスに関連付けられた
接続名のいずれかを変更できますが、両方を同時に変更することはできません。クレデンシャ
ルと接続名の両方をオーバーライドしようとすると、Adapter for JDBC は接続名のオーバー
ライドのみを考慮します。

デフォルトの接続をオーバーライドするには、パイプラインを通じて値をサービスの
$connectionName フィールドに渡すフローのコードを書く必要があります。

たとえば、実働データベースの更新が主な目的であるフローがあるとします。ただし、テスト
データベースの更新機能を持たせ、更新するデータベースを実行時にプログラムで決定させる必
要があるとします。このフローの最初のサービスの出力署名には、Target というフィールドが
含まれています。フローは、Target の値に基づいて分岐可能です。Target に「Production」値
が含まれている場合、フロー内の2番目のサービスは$connectionNameを無視して、デフォル
ト接続を使用して実働データベースに接続 (および更新) します。Target に「Test」値が含まれ
ている場合は、フロー内の2番目のサービスはパイプラインからの$connectionNameの値を使
用し、テストデータベースに接続 (および更新) します。

動的な接続を使用する場合は、次の制限に注意してください。

デフォルトとオーバーライドの両方の接続で、同じデータベーススキーマを使用する必要が
あります。

デフォルトをオーバーライドする接続(つまり、$connectionNameに指定した値)は、デフォ
ルト接続と同じトランザクションタイプを使用するように設定する必要があります。

詳細については、23 ページの「実行時におけるアダプタサービスに関連する接続の変更」を参
照してください。

実行時におけるサービス接続のユーザクレデンシャルの動的な変
更
Adapter for JDBCでは、特定のアダプタサービスに関連付けられたユーザ名とパスワードのクレ
デンシャルを、実行時に動的に指定できます。この機能を使用すると、設計時にアダプタサービ
スに関連付けられた接続をオーバーライドできます。実行時にアダプタサービスでユーザ名とパ
スワードのクレデンシャルを指定すると、Adapter for JDBC は新しいクレデンシャルを使用し
て、サービスに関連する接続に関連付けられた他の接続パラメータと共にデータベースに接続し
ます。実行時にユーザクレデンシャルを指定しない場合は、Adapter for JDBCは設計時に指定さ
れたユーザクレデンシャルを使用してデータベースに接続します。

詳細については、23 ページの「実行時におけるサービスに関連する接続のユーザクレデンシャ
ルの変更」を参照してください。
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アダプタ接続のパラメータの参照
接続のパラメータは、Integration Server Administrator および Designer から参照できます。

Integration Server Administrator でのアダプタ接続パラメータの
参照
Integration Server Administratorでアダプタ接続パラメータを表示するには、次の手順を行いま
す。

Integration Server Administrator を使用して接続のパラメータを表示するには

1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[webMethods Adapter for JDBC] をクリックします。

Integration Server 8.0 以降のアダプタを使用する場合は、[接続] 画面に表示される接続のリ
ストの並べ替えや、フィルタ処理が行えます。

[接続] 画面の情報を並べ替えるには、並べ替える列の上部にある [上へ] 矢印と [下へ] 矢
印とをクリックします。

接続のリストをフィルタ処理するには

1. [接続] 画面で、[接続のフィルタ] をクリックします。

2. [フィルタ条件]ボックスに、フィルタ処理する条件を入力します。フィルタ処理は、
接続エイリアスではなく、ノード名に基づいています。特定の英数字を含むすべての
接続を検索するには、アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用します。たとえ
ば、「abc」というストリングを含むすべての接続を表示する場合は、[フィルタ条件]
ボックスに「*abc*」と入力します。

3. [サブミット]をクリックします。[接続]画面には、フィルタ条件に一致する接続が表
示されます。

4. すべての接続を再表示するには、[すべての接続を表示] をクリックします。

[接続]画面が表示され、現在のすべての接続が表示されます。この画面に表示される
接続の数を制御できます。詳細については、48 ページの「ページ表示の管理」を参
照してください。

2. [接続] 画面で、表示する接続の アイコンをクリックします。

[接続の表示] 画面に接続のパラメータが表示されます。接続パラメータの詳細については、
68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照してください。

3. [接続にwebMethods Adapter for JDBC戻る] をクリックして、メインの [接続] 画面に戻りま
す。
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Designer でのアダプタ接続パラメータの参照
Designer でアダプタ接続パラメータを表示するには、次の手順を行います。

Designer を使用して接続のパラメータを表示するには

1. Designerのナビゲーション領域から、接続が保存されているパッケージとフォルダを開きま
す。

2. 表示する接続をダブルクリックします。

接続のパラメータは、[Connection Information] タブに表示されます。接続パラメータの詳
細については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照してください。

アダプタ接続の編集
データベースのログイン情報が変わった場合、またはデータベースへの接続に使用されるパラ
メータを再定義する場合には、Integration Server Administratorを使用して接続のパラメータを
更新できます。

接続を編集するには

1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[webMethods Adapter for JDBC] をクリックします。

2. 編集する前に、接続が無効になっていることを確認します。手順については、88 ページの
「アダプタ接続の無効化」を参照してください。

3. [接続] 画面で、編集する接続の アイコンをクリックします。

接続の編集画面に接続の現在のパラメータが表示されます。指定する値を入力または選択し
て、接続のパラメータを更新します。

接続パラメータの詳細については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照し
てください。

4. [変更内容の保存] をクリックして接続を保存し、[接続] 画面に戻ります。

アダプタ接続のコピー
既存の Adapter for JDBC 接続をコピーして同一または同様の接続プロパティの新規接続を設定
できます。これによって接続のすべてのプロパティを再入力する必要がなくなります。アダプタ
接続をコピーするには Integration Server Administrator を使用します。

接続をコピーするには
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1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [Adapters] メニューで、
[Adapter for JDBC] をクリックします。

2. [接続] 画面で、コピーする接続の アイコンをクリックします。

設定のコピー画面にコピーする接続の現在のパラメータが表示されます。値を入力もしくは
選択することにより、新規接続に名前を付け、パッケージ名とフォルダ名を指定し、必要に
応じて接続パラメータを編集します。

注:
接続をコピーする際、新規接続は元の接続のパスワードを保存しません。新規接続を保存
するには、パスワードの入力と、確認のための再入力を行う必要があります。

接続パラメータの詳細については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照し
てください。

3. [接続のコピーの保存] をクリックして接続を保存し、[接続] 画面に戻ります。

アダプタ接続の削除
特定の Adapter for JDBC 接続が不要になった場合は、接続を削除できます。アダプタ接続を削
除するには Integration Server Administrator を使用します。

Adapter for JDBC接続を削除すると、その接続を使用するように定義されているアダプタサービ
スまたはアダプタ通知は機能しなくなります。ただし、アダプタサービスに別の接続を割り当
て、サービスを再利用することができます。サービスを再利用するには、
setAdapterServiceNodeConnection組み込みサービスを使用します。詳細については、22 ペー
ジの「設計時におけるアダプタサービスまたは通知に関連する接続の変更」を参照してくださ
い。

接続を削除するには

1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[Adapter for JDBC] をクリックします。

2. 削除する前に、接続が無効になっていることを確認します。接続を無効にするには、[有効]
列の [はい] をクリックし、[OK] をクリックして確定します。接続の [有効] 列に、[いいえ]
(無効) が表示されます。

3. [接続] 画面で、削除する接続の をクリックします。

Integration Server でアダプタ接続が削除されます。

アダプタ接続の有効化
Adapter for JDBC接続を使用してアダプタサービスを設定する、またはアダプタサービスが実行
時に接続を使用するには、その接続が有効になっている必要があります。アダプタ接続を有効に
するには Integration Server Administrator を使用します。
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注:
有効な接続を含むパッケージを再ロードする際には、パッケージが再ロードされると接続が
自動的に有効になります。パッケージに無効な接続が含まれている場合、パッケージが再ロー
ドされても接続は無効なままです。

接続を有効にするには

1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[Adapter for JDBC] をクリックします。

2. [接続] 画面で、有効にする接続の [有効] 列の [いいえ] をクリックします。

Integration Server Administrator でアダプタ接続が有効になり、[有効] 列の と [はい] が表
示されます。

アダプタ接続の無効化
Adapter for JDBC 接続を編集または削除するには、その接続が無効になっている必要がありま
す。アダプタ接続を無効にするには Integration Server Administrator を使用します。

接続を無効にするには

1. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[Adapter for JDBC] をクリックします。

2. [接続] 画面で、無効にする接続の [有効] 列の [はい] をクリックします。

アダプタ接続が無効になり、[有効] 列に [いいえ] が表示されます。

Oracle サーバとの SSL 接続の設定

トラストストアエイリアス名を設定するには

1. Integration Server Administrator で、[設定] > [拡張設定] を選択します。

2. プロパティ watt.server.ssl.trustStoreAliasに、Integration Server で作成されたトラスト
ストアエイリアス名を設定します。watt プロパティが存在しない場合は追加します。
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管理
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Adapter for JDBC の設定タイプ
Adapter for JDBC の設定タイプは次のとおりです。

設定内容設定 ID設定タイプ

Adapter for JDBC の接続接続webMethods Adapter for JDBC

Adapter for JDBC の設定タイプの使用
Command Central 上で Adapter for JDBC 設定タイプの項目の追加、編集、表示、または削除を
行うには、以下の手順に従います。

Adapter for JDBC 設定タイプの項目を追加、編集、表示、または削除するには

1. [Environment] パネルから Integration Server 環境を選択し、[Instances] タブから
[webMethods Adapter for JDBC] をクリックします。

2. [Configuration] タブをクリックします。

3. Command Central で Adapter for JDBCの設定タイプに応じ、[Connections] 画面が表示され
ます。

4. Adapter for JDBC の接続設定タイプの接続を作成するには、 をクリックします。表示さ
れたフィールドに必要な値を入力し、[Save] をクリックします。

Note:
Adapter for JDBCの設定タイプの使用法およびフィールドの説明の詳細については、次を
参照します: 68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」

5. 接続を編集するには、更新したい対応する接続設定タイプをクリックし、[Edit] をクリック
します。必要な変更を行い、以下のいずれかをクリックします。

[Test]: 設定タイプ項目をテストする場合

[Save]: 変更内容を保存する場合

[Cancel]: 設定タイプ項目の編集をキャンセルする場合

接続を有効にするには、[Connection State] セクションの [Enabled] フィールドにある [Yes]
というラジオボタンを選択します。デフォルトでは、[No]というラジオボタンが選択されて
います。

6. 接続の詳細を表示するには、新しく作成した接続の接続名をクリックします。

7. 接続を削除するには、削除する接続設定タイプをクリックし、 をクリックします。

90 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

5 Command Central を使用した Adapter for JDBC の管理



6 アダプタサービス

■   アダプタサービスの概要 .............................................................................................................. 92

■   アダプタサービスを設定または管理する前に ......................................................................... 92

■   SelectSQL サービスの設定 ........................................................................................................... 93

■   InsertSQL サービスの設定 ........................................................................................................... 97

■   UpdateSQL サービスの設定 ........................................................................................................ 99

■   BatchInsertSQL サービスの設定 ............................................................................................... 103

■   BatchUpdateSQL サービスの設定 ........................................................................................... 106

■   DeleteSQL サービスの設定 ........................................................................................................ 110

■   CustomSQL サービスの設定 ..................................................................................................... 113

■   DynamicSQL サービスの設定 ................................................................................................... 117

■   StoredProcedure サービスの設定 ............................................................................................ 121

■   StoredProcedureWithSignature サービスの設定 ................................................................. 125

■   ExecuteService サービスの設定 ............................................................................................... 132

■   アダプタサービスのテスト ....................................................................................................... 133

■   アダプタサービスの表示 ............................................................................................................ 134

■   アダプタサービスの編集 ............................................................................................................ 135

■   アダプタサービスの削除 ............................................................................................................ 136

■   アダプタサービスの値の妥当性検査 ....................................................................................... 136

■   アダプタの値の再ロード ............................................................................................................ 137

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 91



アダプタサービスの概要
この章では、Adapter for JDBCサービスの設定および管理方法を説明します。使用可能なAdapter
for JDBCサービスの詳細については、18ページの「アダプタサービス」を参照してください。

アダプタサービスを設定または管理する前に
アダプタサービスの設定または管理をする前に、次のステップを実行します。

Adapter for JDBC サービスの設定または管理を準備するには

1. Integration Server と Integration Server Administrator がまだ実行されていない場合は起動
します。

2. Adapter for JDBC の管理画面にアクセスできる、Integration Server Administrator の権限が
あることを確認します。ユーザ権限の設定の詳細については、ご使用のリリースの
『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

3. 接続とアダプタサービスの設定方法に影響する可能性があるため、で既知のデータベースド
ライバ制限の一覧を必ず確認してください。

4. 特定のアダプタサービスに対するテーブルスキーマに変更を加えた場合、アダプタサービス
もそれに応じて必ず更新してください。

5. Integration Server Administrator を使用して、WmJDBCAdapter パッケージが有効になって
いることを確認します。手順については、57 ページの「パッケージの有効化」を参照して
ください。

6. Integration Server Administrator を使用して、アダプタサービスで使用するアダプタ接続を
設定します。手順については、を参照してください。

注:
Integration Server では、アダプタサービスに関連付けられた接続を変更できる組み込み
サービスが用意されています。これらのサービスは設計時に使用します。詳細について
は、22 ページの「設計時におけるアダプタサービスまたは通知に関連する接続の変更」
を参照してください。

7. Software AG Designer が実行中でないときは、起動します。

8. サービスを格納するユーザ定義のパッケージをまだ作成していない場合、Designerを使用し
て作成します。アダプタサービスを設定する際は、WmJDBCAdapterパッケージではなく必
ずユーザ定義パッケージの中に定義します。アダプタ用パッケージの管理の詳細について
は、56 ページの「パッケージの管理の概要」を参照してください
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SelectSQL サービスの設定
SelectSQLサービスは、データベーステーブルから指定の情報を取り出します。Adapter for JDBC
サービスを設定するにはDesignerを使用します。アダプタサービスの詳細については、21ペー
ジの「アダプタサービスの使用」を参照してください。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

SelectSQL サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [SelectSQL] テンプレートを選択して、[Finish] をク
リックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Tables] タブを選択し、次のフィールドを使用して、アクセスするデータベーステーブルを
設定します。

説明/処理フィールド

[TableName]フィールドで複数のテーブルを選択すると、テーブルエイリア
スが自動的に割り当てられます。デフォルトは [t1] です。

[Table Alias]

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schemaです。テーブル名にピ

[TableName]

リオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれていると、
Designer ではエラーがスローされます。

注:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてタイプが自動的に表示されます。[Type]
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7. テーブルを結合しない場合は、このステップを省略してください。[Joins]タブを選択して、
設定したテーブルを結合するための列を指定します。

a. アイコンを選択して、左右の列を新たに作成します。

b. [Left Column] を選択し、最初のテーブルの結合列を選択します。

c. 適切な [Operator] を選択します。

d. [Right Column] を選択し、次のテーブルの結合列を選択します。

e. 結合をすべて定義するまで、この手順を繰り返します。

8. [SELECT] タブを使用して、選択する列とフィールドを次のように定義します。

a. [ALL/DISTINCT] フィールドで、重複行を含める場合は [ALL] を選択し、重複行を抑止す
る場合は [DISTINCT] を選択します。[ALL] を選択することは、SQL の SELECT ALL name
from tablename ステートメントに相当します。デフォルト値は空白で、SQL の SELECT
name from tablename ステートメントに相当します。

b. アイコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイコンを使用して、
すべての行をテーブルに追加することができます。

c. 追加の行を挿入すると、[Expression]フィールドで選択した列ごとに、対応する[Column
Type]、[JDBC Type]、[Output Field Type]、および [Output Field] が表示されます。

次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

データベーステーブルの列名。[Expression]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

出力フィールドのデータタイプ。Adapter for JDBC は、データベース
固有のタイプを Java データタイプに自動的に変換します。JDBC タイ

[Output Field Type]

プからJavaタイプへのマッピングのリストについては、224ページの
「JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピング」を参照
してください。

SELECT操作の出力が入るフィールドの名前。出力フィールド名は、式
を選択すると表示されます。必要に応じて出力フィールド名を変更す
ることもできます。

[Output Field]
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説明/処理フィールド

行がどのような順序で返されるかを次のように指定します。[Ascend]
または[Descend]を選択します。ソート順序がない場合は、このフィー
ルドを空白のままにします。

[Sort Order]

このフィールドは、データベースから取り出すレコード数の最大値を
指定する場合のみ使用します。デフォルト値の[0] (制限なし)の場合、
すべてのレコードが取り出されます。

[Maximum Row]

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。
この時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されま
せん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。
JDBC 標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、
Statement.cancel()メソッドに依存しています。指定されたタイムアウ
ト間隔よりも実行時間が長い場合、モニタスレッドはStatement.cancel()
を呼び出します。場合によっては、Statement.cancel()メソッドの制限
により、Statement.execute() メソッドを呼び出したスレッドがタイム
アウトによって解放されず、待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は [-1] です。サービスで、
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティで指定された値をタイム
アウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。値が[0]に
等しい場合、またはwatt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設
定されていない場合は、サービスはタイムアウトなしで実行されます。

[0]より大きい値を指定すると、指定された値をタイムアウトとして使
用して、サービスが実行されます。

注:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL操作が長時間にわたる場合の強制タ
イムアウト」を参照してください。

SQL ステートメントにより影響を受けた行数が格納される出力フィー
ルドの名前を指定します。[Result Field] の値として、「results」は使
用しないでください。

[Result Field]

[Result Field] のデータタイプ。[Result Field Type]

9. [WHERE] タブを使用して、情報を選択する際の条件を指定します。

a. アイコンを選択して、新しい WHERE 節フィールドを定義します。
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b. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択し、次のフィールドの値を指定します。

説明/処理フィールド

論理演算子。[AND/OR]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column]

[Column] と [Input Field] を関連付ける演算子。[Operator]

デフォルト値は[?]で、変数のプレースホルダの役割を果たし
ます。この値により、列の入力変数を実行時に指定したり、

[Input Field]

アダプタサービスの外部から入力を取得することができます。
このフィールドには、設定時または実行時に固定値を入力す
ることもできます。固定値を入力した場合、それが有効であ
ることを必ず確認してください。有効でないと、実行時に例
外が生成されます。

次のフィールドの値は、アダプタによって自動的に生成されます。

説明フィールド

挿入される行の番号。[Parameter]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column] (このフィール
ドの 2 つ目)

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

対応する入力フィールドの Java タイプ。JDBC タイプ
からJavaタイプへのマッピングのリストについては、

[Input Field Type]

224ページの「JDBCデータタイプからJavaデータタイ
プへのマッピング」を参照してください。

入力フィールドの名前。デフォルトでは、名前は、
[Parameter] フィールドと [Column] フィールドの値を

[Input Field] (下段の入力
フィールド)

組み合わせたものになります。ただし、任意のカスタ
ム値の指定を選択することもできます。

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

注:
WHERE 節は java.sql.Array データタイプをサポートしません。

c. 必要な場合は、 アイコンまたは アイコンを使用して、パラメータが正しい順序で解
析されるように WHERE 節の順序を変更します。
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d. WHERE パラメータをすべて指定するまで、この手順を繰り返します。

10. [File] メニューの [Save] を選択します。

InsertSQL サービスの設定
InsertSQL サービスは、データベーステーブルに新しい情報を挿入します。Adapter for JDBC
サービスを設定するにはDesignerを使用します。アダプタサービスの詳細については、21ペー
ジの「アダプタサービスの使用」を参照してください。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

InsertSQL サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [InsertSQL] テンプレートを選択して、[Finish] をク
リックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Table]タブを選択し、更新されるデータベーステーブルを設定して、フィールドを次のよう
に設定します。

説明/処理フィールド

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schema です。テーブル名に

[Table Name]

ピリオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれている
と、Designer ではエラーがスローされます。

注:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]
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7. [INSERT] タブを選択し、タブの最初の行にある [Column]、[Column Type]、[JDBC Type]、
[Expression] の各フィールドを使用して、挿入する列とフィールドを次の表で説明するよう
に定義します。

a. アイコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイコンを使用して、
すべての行をテーブルに追加することができます。

説明/処理フィールド

データベーステーブルに挿入する列の名前。[Column]

データベーステーブルに挿入する列のデータタイプ。[Column Type]

入力フィールドの JDBC タイプ。[JDBC Type]

デフォルト値は [?] で、変数のプレースホルダの役割を果たします。この
値により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービスの外部

[Expression]

から入力を取得することができます。同じ列名を持つ行をテーブルに追加
します。このフィールドには、設定時または実行時に固定値を入力するこ
ともできます。固定値を入力した場合、それが有効であることを必ず確認
してください。有効でないと、実行時に例外が生成されます。

b. 挿入された行の中で[Expression]にデフォルトの[?]を使用している行に対して、対応す
る [JDBC Type]、[Input Field]、および [Input Field Type] が [INSERT] タブの下段の行に
表示されます。

次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

データベーステーブルに挿入する列の名前。[Column]

データベーステーブルに挿入する列のデータタイプ。[Column Type]

入力フィールドの JDBC タイプ。[JDBC Type]

入力フィールド名。この名前は必要に応じて変更できます。[Input Field]*

入力フィールドのデータタイプ。このタイプは必要に応じて変更できま
す。

[Input Field Type]

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

c. 次のフィールドで、設定する InsertSQL サービスのクエリータイムアウト値を指定しま
す。
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説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBCがサービスの実行を待機する時間です。こ
の時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[QueryTimeOut]フィールドで指定されたタイムアウトは保証されませ
ん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。JDBC
標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、Statement.cancel()
メソッドに依存しています。指定されたタイムアウト間隔よりも実行時
間が長い場合、モニタスレッドは Statement.cancel() を呼び出します。
場合によっては、Statement.cancel() メソッドの制限により、
Statement.execute() メソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトに
よって解放されず、待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は[-1]です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デ
フォルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設定されていない場合
は、サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0] より大きい値を
指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービスが
実行されます。

注:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タ
イムアウト」を参照してください。

8. [Result] タブの [Result Field] と [Result Field Type] に、実行結果として更新された行数を格
納する出力フィールド名とそのフィールドタイプを指定します。

9. [File] メニューの [Save] を選択します。

UpdateSQL サービスの設定
UpdateSQL サービスは、データベーステーブル内の既存の情報を更新します。更新操作の影響
を受けた行の数を格納する出力フィールドのマッピングを含んでいます。Adapter for JDBCサー
ビスを設定するにはDesignerを使用します。アダプタサービスの詳細については、21ページの
「アダプタサービスの使用」を参照してください。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

UpdateSQL サービスを設定するには
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1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [UpdateSQL] テンプレートを選択して、[Finish] をク
リックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Table]タブを選択し、更新されるデータベーステーブルを設定して、フィールドを次のよう
に設定します。

説明/処理フィールド

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schema です。テーブル名に

[Table Name]

ピリオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれている
と、Designer ではエラーがスローされます。

注:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

7. [UPDATE] タブを選択し、タブの最初の行にある [Column]、[ColumnType]、[JDBCType]、
[Expression] の各フィールドを使用して、列とフィールドを次のように定義します。

a. アイコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイコンを使用して、
すべての行をテーブルに追加することができます。

説明/処理フィールド

データベーステーブルの更新する列の名前。[Column]

データベーステーブルの更新する列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]
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説明/処理フィールド

デフォルト値は[?]で、変数のプレースホルダの役割を果たします。この値
により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービスの外部か

[Expression]

ら入力を取得することができます。同じ列名を持つ行をテーブルに追加し
ます。このフィールドには、設定時または実行時に固定値を入力すること
もできます。固定値を入力した場合、それが有効であることを必ず確認し
てください。有効でないと、実行時に例外が生成されます。

b. 追加された行の中で、[Expression] にデフォルトの [?] を使用している行に対して、対応
する [JDBC Type]、[Input Field] および [Input Field Type] が [UPDATE] タブの下段の行
に表示されます。

説明/処理フィールド

データベーステーブルの更新する列の名前。[Column]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

入力フィールドの JDBC タイプ。[JDBC Type]

入力フィールド名。この名前は必要に応じて変更できます。[Input Field]

入力フィールドのデータタイプ。このタイプは必要に応じて変更できま
す。

[Input Field
Type]

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

c. 次のフィールドで、設定するUpdateSQLサービスのクエリータイムアウト値を指定しま
す。

説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。こ
の時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されませ
ん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。JDBC
標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、Statement.cancel() メ
ソッドに依存しています。指定されたタイムアウト間隔よりも実行時間
が長い場合、モニタスレッドは Statement.cancel() を呼び出します。場
合によっては、Statement.cancel() メソッドの制限により、
Statement.execute()メソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトによっ
て解放されず、待機時間が増加することもあります。
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説明/処理フィールド

デフォルト値は[-1]です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォ
ルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設定されていない場合は、
サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0]より大きい値を指定す
ると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービスが実行さ
れます。

注:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知でSQL操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト」を参照してください。

8. [WHERE] タブを使用して、情報を選択する際の条件を指定します。

a. アイコンを選択して、新しい WHERE 節フィールドを定義します。

b. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。

次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

論理演算子。[AND/OR]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column]

[Column] と [Input Field] を関連付ける演算子。[Operator]

デフォルト値は [?] で、変数のプレースホルダの役割を果たします。この値
により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービスの外部から

[Input Field]*

入力を取得することができます。このフィールドには、設定時または実行時
に固定値を入力することもできます。固定値を入力した場合、それが有効で
あることを必ず確認してください。有効でないと、実行時に例外が生成され
ます。

次のフィールドの値は、アダプタによって自動的に生成されます。

説明フィールド

挿入される行の番号。[Parameter]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column] (このフィール
ドの 2 つ目)
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説明フィールド

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

対応する入力フィールドの Java タイプ。JDBC タイプ
からJavaタイプへのマッピングのリストについては、

[Input Field Type]

224ページの「JDBCデータタイプからJavaデータタイ
プへのマッピング」を参照してください。

入力フィールドの名前。デフォルトでは、名前は、
[Parameter] フィールドと [Column] フィールドの値を

[Input Field] (下段の入力
フィールド)

組み合わせたものになります。ただし、任意のカスタ
ム値の指定を選択することもできます。

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

注:
WHERE 節は java.sql.Array データタイプをサポートしません。

9. [Result] タブの [Result Field] と [Result Field Type] に、実行結果として更新された行数を格
納する出力フィールド名とそのフィールドタイプを指定します。

10. [File] メニューの [Save] を選択します。

BatchInsertSQL サービスの設定
InsertSQLサービスと同様、BatchInsertSQLサービスもデータベーステーブルに新しい情報を挿
入します。ただし、大量のデータを挿入する場合には、データ量が大きいときにパフォーマンス
が向上する BatchInsertSQL サービスの方が InsertSQL より効率的です。Adapter for JDBC サー
ビスを設定するにはDesignerを使用します。アダプタサービスの詳細については、21ページの
「アダプタサービスの使用」を参照してください。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

注:
BatchInsertSQL サービスは、Teradata データベース (すべてのバージョン)では使用できませ
ん。

BatchInsertSQL サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。
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2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

注:
BatchInsertSQLサービスの場合、LOCAL_TRANSACTION接続を使用する必要があります。
LOCAL_TRANSACTION を使用しない場合、[Tables] タブにテーブルのリストは表示され
ません。また、メタデータ値を再ロードするかエラーログを確認するまで、エラーメッ
セージを確認することはできません。OCAL_TRANSACTION接続を作成する手順について
は、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照してください。メタデータ値の
再ロードの詳細については、184ページの「アダプタの値の再ロード」を参照してくださ
い。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [BatchInsertSQL] テンプレートを選択して、[Finish]
をクリックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Table]タブを選択し、更新されるデータベーステーブルを設定して、フィールドを次のよう
に設定します。

説明/処理フィールド

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schemaです。テーブル名にピ

[TableName]

リオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれていると、
Designer ではエラーがスローされます。

注:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

7. [INSERT] タブを選択し、タブの最初の行にある [Column]、[Column Type]、[JDBC Type]、
[Expression] の各フィールドを使用して、挿入する列とフィールドを次の表で説明するよう
に定義します。

a. アイコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイコンを使用して、
すべての行をテーブルに追加することができます。
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説明/処理フィールド

データベーステーブルに挿入する列の名前。[Column]

データベーステーブルに挿入する列のデータタイプ。[Column Type]

入力フィールドの JDBC タイプ。[JDBC Type]

デフォルト値は [?] で、変数のプレースホルダの役割を果たします。この
値により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービスの外部

[Expression]

から入力を取得することができます。同じ列名を持つ行をテーブルに追加
します。このフィールドには、設定時または実行時に固定値を入力するこ
ともできます。固定値を入力した場合、それが有効であることを必ず確認
してください。有効でないと、実行時に例外が生成されます。

b. 挿入された行の中で[Expression]にデフォルトの[?]を使用している行に対して、対応す
る [Input Field] および [Input Field Type] が [INSERT] タブの下段の行に表示されます。
次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

データベーステーブルに挿入する列の名前。[Column]

データベーステーブルに挿入する列のデータタイプ。[Column Type]

入力フィールド名。この名前は必要に応じて変更できます。[Input Field]

入力フィールドのデータタイプ。このタイプは必要に応じて変更でき
ます。

[Input Field Type]

注:
WmFlatFileサービスを使用し、入力としてドキュメントリストを生
成する場合、入力フィールドタイプは java.lang.Stringである必要が
あります。これは、WmFlatFileサービスのフィールドにより生成さ
れるドキュメントが String フィールドを持つためです。

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

c. 次のフィールドで、設定するBatchInsertSQLサービスのクエリータイムアウト値を指定
します。

説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。[Query Time Out]
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説明/処理フィールド

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。こ
の時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されませ
ん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。JDBC
標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、Statement.cancel() メ
ソッドに依存しています。指定されたタイムアウト間隔よりも実行時間
が長い場合、モニタスレッドはStatement.cancel()を呼び出します。場合
によっては、Statement.cancel() メソッドの制限により、
Statement.execute()メソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトによっ
て解放されず、待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は[-1]です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォ
ルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設定されていない場合は、
サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0]より大きい値を指定す
ると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービスが実行さ
れます。

注:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト」を参照してください。

8. [Batch Result] タブの [Batch Result Output Name] を使用して、バッチ操作のための出力
フィールド名を指定します。バッチ操作の出力はストリングリストです。ストリングリスト
のエレメントは、バッチにコマンドを追加した順序に従って順序付けられます。使用する
JDBC ドライバに応じて、ストリングリストのエレメントは次のいずれかになります。

0 以上の数値。コマンドが正常に実行されたことを示します。数値はデータベースで処
理された行数です。

SUCCESS_NO_INFO という値。コマンドは正常に処理されたが、処理された行数は不明
であることを示します。

9. [File] メニューの [Save] を選択します。

BatchUpdateSQL サービスの設定
UpdateSQLサービスと同様、BatchUpdateSQLサービスもデータベーステーブルの情報を更新し
ます。ただし、大量のデータを更新する場合には、データ量が大きいときにパフォーマンスが向
上する BatchUpdateSQL サービスの方が UpdateSQL より効率的です。Adapter for JDBC サービ
スを設定するには Designer を使用します。アダプタサービスの詳細については、21 ページの
「アダプタサービスの使用」を参照してください。
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注:
BatchUpdateSQL サービスは、Teradata データベース (すべてのバージョン) では使用できま
せん。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

BatchUpdateSQL サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

注:
BatchUpdateSQL サービスの場合、LOCAL_TRANSACTION 接続を使用する必要がありま
す。LOCAL_TRANSACTION を使用しない場合、[Tables] タブにテーブルのリストは表示
されません。また、メタデータ値を再ロードするかエラーログを確認するまで、エラー
メッセージを確認することはできません。OCAL_TRANSACTION接続を作成する手順につ
いては、66 ページの「アダプタ接続を設定または管理する前に」を参照してください。
メタデータ値の再ロードの詳細については、184ページの「アダプタの値の再ロード」を
参照してください。

5. 使用可能なテンプレートのリストから[BatchUpdateSQL]テンプレートを選択して、[Finish]
をクリックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Table]タブを選択し、更新されるデータベーステーブルを設定して、フィールドを次のよう
に設定します。

説明/処理フィールド

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schemaです。テーブル名にピ

[Table Name]

リオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれていると、
Designer ではエラーがスローされます。

注:
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説明/処理フィールド

Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

7. [UPDATE] タブを選択し、タブの最初の行にある [Column]、[ColumnType]、[JDBCType]、
[Expression] の各フィールドを使用して、列とフィールドを次のように定義します。

a. アイコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイコンを使用して、
すべての行をテーブルに追加することができます。

説明/処理フィールド

データベーステーブルの更新する列の名前。[Column]

データベーステーブルの更新する列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

デフォルト値は [?] で、変数のプレースホルダの役割を果たします。この
値により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービスの外部

[Expression]

から入力を取得することができます。同じ列名を持つ行をテーブルに追加
します。このフィールドには、設定時または実行時に固定値を入力するこ
ともできます。固定値を入力した場合、それが有効であることを必ず確認
してください。有効でないと、実行時に例外が生成されます。

b. 追加された行の中で、[Expression] にデフォルトの [?] を使用している行に対して、対応
する [Input Field] および [Input Field Type] が [UPDATE] タブの下段の行に表示されま
す。

説明/処理フィールド

データベーステーブルの更新する列の名前。[Column]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

入力フィールド名。この名前は必要に応じて変更できます。[Input Field]

入力フィールドのデータタイプ。このタイプは必要に応じて変更できま
す。

[Input Field Type]

注:
WmFlatFile サービスを使用し、入力としてドキュメントリストを生
成する場合、入力フィールドタイプはjava.lang.Stringである必要があ
ります。これは、WmFlatFile サービスのフィールドにより生成され
るドキュメントが String フィールドを持つためです。
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注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

c. 次のフィールドで、設定する BatchUpdateSQL サービスのクエリータイムアウト値を指
定します。

説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。こ
の時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されませ
ん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。JDBC
標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、Statement.cancel() メ
ソッドに依存しています。指定されたタイムアウト間隔よりも実行時間
が長い場合、モニタスレッドは Statement.cancel() を呼び出します。場
合によっては、Statement.cancel() メソッドの制限により、
Statement.execute() メソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトに
よって解放されず、待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は[-1]です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォ
ルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設定されていない場合
は、サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0]より大きい値を指
定すると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービスが実
行されます。

注:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知でSQL操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト」を参照してください。

8. [WHERE] タブを使用して、情報を選択する際の条件を指定します。

a. アイコンを選択して、新しい WHERE 節フィールドを定義します。

b. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。次のフィールドを使用します。
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説明/処理フィールド

論理演算子。[AND/OR]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column]

[Column] と [Input Field] を関連付ける演算子。[Operator]

デフォルト値は[?]で、変数のプレースホルダの役割を果たし
ます。この値により、列の入力変数を実行時に指定したり、

[Input Field]

アダプタサービスの外部から入力を取得することができます。
このフィールドには、設定時または実行時に固定値を入力す
ることもできます。固定値を入力した場合、それが有効であ
ることを必ず確認してください。有効でないと、実行時に例
外が生成されます。

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

対応する入力フィールドのJavaタイプ。JDBCタイプからJava
タイプへのマッピングのリストについては、224 ページの

[Input Field Type]

「JDBCデータタイプからJavaデータタイプへのマッピング」
を参照してください。

入力フィールドの名前を入力します。WHERE節の[InputField]
にデフォルトの [?] 変数プレースホルダを使用する場合、

[Input Field] (下段の入力
フィールド)

[WHERE]タブ上段の表示と同じ順序で、対応する[InputField]
およびその [JDBC Field Type] を入力してください。

注:
WHERE 節は java.sql.Array データタイプをサポートしません。

9. [Batch Result] タブの [Batch Result Output Name] を使用して、バッチ操作のための出力
フィールド名を指定します。バッチ操作の出力はストリングリストです。ストリングリスト
のエレメントは、バッチにコマンドを追加した順序に従って順序付けられます。使用する
JDBC ドライバに応じて、ストリングリストのエレメントは次のいずれかになります。

0 以上の数値。コマンドが正常に実行されたことを示します。数値はデータベースで処
理された行数です。

SUCCESS_NO_INFO という値。コマンドは正常に処理されたが、処理された行数は不明
であることを示します。

10. [File] メニューの [Save] を選択します。

DeleteSQL サービスの設定
DeleteSQLサービスは、テーブルから行を削除します。影響を受けた行の数を格納する出力フィー
ルドのマッピングを含んでいます。Adapter for JDBC サービスを設定するには Designer を使用
します。アダプタサービスの詳細については、21 ページの「アダプタサービスの使用」を参照
してください。
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アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

DeleteSQL サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [DeleteSQL] テンプレートを選択して、[Finish] をク
リックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Table]タブを選択し、更新されるデータベーステーブルを設定して、フィールドを次のよう
に設定します。

説明/処理フィールド

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schemaです。テーブル名にピ

[TableName]

リオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれていると、
Designer ではエラーがスローされます。

注:
Informix データベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

7. [WHERE] タブを使用して、情報を選択する際の条件を指定します。

a. アイコンを選択して、新しい WHERE 節フィールドを定義します。

b. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。

次のフィールドを使用します。
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説明/処理フィールド

論理演算子。[AND/OR]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column]

[Column] と [Input Field] を関連付ける演算子。[Operator]

デフォルト値は [?] で、変数のプレースホルダの役割を果たします。
この値により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービ

[Input Field]

スの外部から入力を取得することができます。このフィールドには、
設定時または実行時に固定値を入力することもできます。固定値を入
力した場合、それが有効であることを必ず確認してください。有効で
ないと、実行時に例外が生成されます。

次のフィールドの値は、アダプタによって自動的に生成されます。

説明フィールド

挿入される行の番号。[Parameter]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column] (このフィール
ドの 2 つ目)

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

対応する入力フィールドの Java タイプ。JDBC タイプ
からJavaタイプへのマッピングのリストについては、

[Input Field Type]

224ページの「JDBCデータタイプからJavaデータタイ
プへのマッピング」を参照してください。

入力フィールドの名前。デフォルトでは、名前は、
[Parameter] フィールドと [Column] フィールドの値を

[Input Field] (下段の入力
フィールド)

組み合わせたものになります。ただし、任意のカスタ
ム値の指定を選択することもできます。

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

注:
WHERE 節は java.sql.Array データタイプをサポートしません。

8. [Result] タブの [Result Field] と [Result Field Type] に、実行結果として更新された行数を格
納する出力フィールド名とそのフィールドタイプを指定します。

9. このサービスの入力または出力情報を確認するには、必要に応じて[Input/Output]タブを使
用します。
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10. [File] メニューの [Save] を選択します。

CustomSQL サービスの設定
CustomSQL サービスは、データベース操作を実行するカスタム SQL を定義し、実行します。
データ管理ステートメントのような統合に必要となるほとんどの SQL ステートメントを実行で
きます。Adapter for JDBC サービスを設定するには Designer を使用します。アダプタサービス
の詳細については、21 ページの「アダプタサービスの使用」を参照してください。

カスタム SQLを記述する必要がある場合は、カスタム SQLステートメントを使用するサービス
を作成できます。これにより、挿入、検索、更新、および削除を含むデータ管理ステートメント
やデータ定義ステートメントなど、必要となるほとんどすべての SQL ステートメントを実行で
きるようになります。

カスタムSQLを使用するアダプタサービスではエラーチェックが行われないため、記述したSQL
ステートメントに問題がないことを確認してください。SQL ステートメントが正確であるかど
うかは、ベンダの SQL ユーティリティを使用して確認できます。詳細については、ベンダのマ
ニュアルを参照してください。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

Note:
ストアドプロシージャにOUTパラメータ、INOUTパラメータまたは戻りパラメータが含まれ
ない場合にのみ、CustomSQL サービスを使用して、ストアドプロシージャを呼び出すことが
できます。これらのパラメータを使用する必要がある場合は、StoredProcedureサービスを使
用してください。手順については、121ページの「StoredProcedureサービスの設定」を参照
してください。

CustomSQLアダプタサービスですべての行をテーブルに追加機能
を使用する際の考慮事項
開始する前に、データベースへの接続が有効になっているか確認してください。また、Designer
の入力/出力用のタブが空であることを確認します。次の表は、CustomSQLアダプタサービスで
すべての行をテーブルに追加機能を使用して SQL クエリーステートメントを作成するときの制
限を説明しています。

有効なクエリー入力無効なクエリー入力考慮事項
select d.deptno, e.empno
from dept d,emp e where
d.deptno = ?

select deptno, empno from
dept,emp deptnoSQL クエリーに複

数のテーブルが含ま
れている場合は、
テーブル名と共に
テーブルエイリアス
を指定します。

select firstname as f_name,
lastname as l_name from emp

select firstname as name,
lastname as name from empSQL クエリーの列

に、異なる列名のエ
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有効なクエリー入力無効なクエリー入力考慮事項

イリアスを使用しま
す。

select name as name1,name as

name2 from emp

select name,name from emp

select e.deptno, count(e.job)

as count from employees e
group by e.deptno

select e.deptno, count(e.job)
from employees e group by
e.deptno

Sybase データベー
スについて、出力列
で関数を使用する場
合は、列の結果のエ
イリアスを指定しま
す。

select partno as partno from

emp where partno=1

select partno as 'partno' from
emp where partno = 1SQL クエリーの列

名は引用符で囲む必
要はありません。

select city as dummy from empselect city dummy from emp列のエイリアスを指
定する場合は、
「as」というキー
ワードを使用しま
す。

MySQL クエリーの場合MySQL クエリーの場合データベースタイプ
に関係なく、クエ insert into

example_default_now
[(set,data)] values (?,?)

insert into example_default_now

set id=?,data=?
リー構文は SQL 標
準に従う必要があり
ます。特定のデータ
ベースタイプに対応
する規格はサポート
されていません。

Note:
SQLクエリーにエラーがある場合や、上記の表で示した考慮事項に従っていない場合は、[Fill
in all rows to the table] アイコンは入力パラメータと出力パラメータが指定されません。その
ため、入力パラメータと出力パラメータを手動で設定する必要があります。[Reload values
from adapter] アイコンをクリックすると、エラーメッセージを表示できます。

CustomSQL サービスの作成
次の手順を使用してCustomSQLアダプタサービスを作成します。アダプタサービスを設定する
には Designer を使用します。

CustomSQL サービスを作成するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。
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2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [CustomSQL] テンプレートを選択して、[Finish] をク
リックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [SQL] タブを選択して、SQL ステートメントと関連の入力および出力パラメータを指定しま
す。

アイコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイコンを使用して、すべ
ての行をテーブルに追加することができます。

[Fill in all rows to the table] アイコンを使用する前に、113 ページの「CustomSQLアダプタ
サービスですべての行をテーブルに追加機能を使用する際の考慮事項」を確認するようにし
てください。

次の表に示す SQL パラメータを設定します。

Note:
SQL の SELECT に CustomSQL サービスを使用している場合、出力フィールド [Output
JDBC Type]、[Output Field Type]、および [Output Field] の設定は必須ではありません。
Adapter for JDBC は、出力パラメータフィールドとして SQL の SELECT ステートメント
で指定されたフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

SQL ステートメント。ステートメントを入力するスペースが足りない
場合は、右側の起動アイコンを使用してテキストエディタウィンドウ

[SQL]*

を開きます。このフィールドにステートメントを直接入力できます。
たとえば、次のように入力します。
select short_col, int_col, float_col, double_col,
date_col, date_time_col, varchar_col from -ADAPTER-TEST

変数名には、各変数に [?] 変数プレースホルダを使用します。たとえ
ば、次のようになります。
select employee_name where StaffID = ? and Dept = ?

Note:
SQLステートメントで[?]変数プレースホルダを使用する場合、SQL
ステートメントの表示と同じ順序で、対応する [Input Field] および
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説明/処理フィールド

フィールドタイプ情報を入力してください。たとえば、前述の SQL
ステートメントを使用すると、StaffID が [Input Field] の 1 つ目の
エントリで、Dept が 2 つ目のエントリになります。

Note:
SQLステートメントの最後にセミコロン(;)を付けないでください。
実行時に例外が生成されます。

Note:
このフィールドには、クリップボードからテキストを貼り付けるこ
とができます。ただし、このフィールドからクリップボードにテキ
ストを切り取りまたはコピーして、他のアプリケーションに貼り付
けることはできません。

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[Input JDBC Type]

入力 JDBCタイプに対応する Javaタイプ。JDBCタイプから Javaタイ
プへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタ
イプから Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Input Field Type]

入力フィールドの名前を入力します。[Input Field]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[Output JDBC Type]

出力 JDBCタイプに対応する Javaタイプ。JDBCタイプから Javaタイ
プへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタ
イプから Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Field Type]

出力フィールド名。[Output Field]

データベースから取り出すレコード数の最大値。デフォルト値の [0]
(制限なし) の場合、すべてのレコードが取り出されます。このフィー
ルドは、結果セットを返す SQL ステートメントでのみ使用します。

[Maximum Row]

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。
この時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されま
せん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。
JDBC 標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、
Statement.cancel()メソッドに依存しています。指定されたタイムアウ
ト間隔よりも実行時間が長い場合、モニタスレッドはStatement.cancel()
を呼び出します。場合によっては、Statement.cancel()メソッドの制限
により、Statement.execute() メソッドを呼び出したスレッドがタイム
アウトによって解放されず、待機時間が増加することもあります。
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説明/処理フィールド

デフォルト値は -1です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デ
フォルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設定されていない場合
は、サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0]より大きい値を
指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービス
が実行されます。

Note:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知でSQL操作が長時間にわたる場合の強制タ
イムアウト」を参照してください。

SQL ステートメントにより影響を受けた行数が格納される出力フィー
ルドの名前。

[Result Field]

[Result Field] のデータタイプ。[Result Field Type]

7. [File] メニューの [Save] を選択します。

DynamicSQL サービスの設定
DynamicSQL サービスを作成すると、動的 SQL ステートメントを設定できます。このステート
メントの一部は、入力フィールドを使用して実行時に設定します。実行時に、サービスは入力
フィールドの内容を組み合わせて SQL ステートメントを作成し実行します。設計時ではなく実
行時に、SQL ステートメントの一部またはすべてを設定する必要がある場合、この機能の柔軟
性が役に立ちます。

Important:
Adapter for JDBC は、DynamicSQL サービスの入力パラメータを検証して、悪意のある SQL
インジェクションがあるかどうかを検証しません。DynamicSQL サービスで
${INPUT_FIELD_NAME} テキストなどのような変数入力パラメータを使用する場合、潜在的
なセキュリティリスクを回避するために追加の対策を講じる必要があります。たとえば、変
数入力パラメータを検証する DynamicSQL サービスのラッパーサービスを使用します。

入力パラメータと出力パラメータの使用
設計時に、DynamicSQL サービスの入力パラメータと出力パラメータを指定する必要がありま
す。サービスを設定する際、設定する入力フィールドには、SQL ステートメントへの入力が含
まれます。設定する出力フィールドには、結果セットからの結果が含まれます。入力フィールド
と出力フィールドが、SQLステートメントの入力と出力に完全に一致するようにしてください。
一致しない場合、サービスは実行時に例外を生成します。

Note:

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 117

6 アダプタサービス



Select SQL に DynamicSQL サービスを使用する場合、[Output JDBC Type]、[Output Field
Type]、[Output Field] を設定する必要はありません。Adapter for JDBC は、出力パラメータ
フィールドとして、Select SQL ステートメントで提供されるフィールドを使用します。

DynamicSQL ステートメントの設定
DynamicSQL では、${INPUT_FIELD_NAME} を使用して、SQL ステートメントの一部を入力
フィールドにマップします。設計時に、サービステンプレートはINPUT_FIELD_NAMEという入
力フィールドを生成します。実行時に、サービスはステートメントを解析し、
${INPUT_FIELD_NAME} を入力フィールドの実際の内容に置き換えます。

たとえば、次の DynamicSQLステートメントについて考えます。
select * from table1 ${where}:

この例では、サービステンプレートは、ステートメントの{where}の部分の入力フィールドを生
成します。SQLステートメントの最後にセミコロン (;) を付けないでください。実行時に例外が
生成されます。

実行時に、{where} フィールドが「where col1>100:」に設定されます。

生成される SQL ステートメントは、「Select * from table1 where col1>100.」になります。

より極端な例としては、SQLフィールドを「${sql}」に設定します。この場合、SQLステートメ
ント全体が入力フィールド sql により設定されます。

DynamicSQL サービスの作成
次の手順を使用して DynamicSQL アダプタサービスを作成します。Adapter for JDBC サービス
を設定するには Designer を使用します。

アダプタサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設定または管理する前に」
を確認するようにしてください。

注:
ストアドプロシージャにOUTパラメータ、INOUTパラメータまたは戻りパラメータが含まれ
ない場合にのみ、DynamicSQL サービスを使用して、ストアドプロシージャを呼び出すこと
ができます。これらのパラメータを使用する必要がある場合は、StoredProcedureサービスを
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使用してください。手順については、121ページの「StoredProcedureサービスの設定」を参
照してください。

DynamicSQL サービスを作成するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [DynamicSQL] テンプレートを選択して、[Finish] を
クリックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Dynamic SQL] タブを選択して、SQL ステートメントと関連の入力および出力パラメータを
指定します。

アイコンを使用して、次の表で説明する SQL パラメータを設定します。

説明/処理フィールド

SQLステートメント。ステートメントを入力するスペースが足りない
場合は、右側の起動アイコンを使用してテキストエディタウィンドウ

[SQL]

を開きます。このフィールドにステートメントを直接入力できます。
たとえば、次のように入力します。
select short_col, int_col, float_col, double_col,
date_col, date_time_col, varchar_col from ADAPTER-TEST

変数名には、各変数に [?] 変数プレースホルダを使用します。たとえ
ば、次のようになります。
select employee_name where StaffID = ? and Dept = ?

注:
SQLステートメントで[?]変数プレースホルダを使用する場合、SQL
ステートメントの表示と同じ順序で、対応する[InputField]および
フィールドタイプ情報を入力してください。前述の例では、StaffID
が [Input Field] の 1 つ目のエントリで、Dept が 2 つ目のエントリ
になります。
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説明/処理フィールド

注:
SQLステートメントの最後にセミコロン(;)を付けないでください。
例外が生成されます。

注:
このフィールドには、クリップボードからテキストを貼り付けるこ
とができます。ただし、このフィールドからクリップボードにテキ
ストを切り取りまたはコピーして、他のアプリケーションに貼り付
けることはできません。

対応する [Input Field] の JDBC タイプ。[Input JDBC Type]

入力 JDBC タイプに対応する Java タイプ。JDBC タイプから Java タ
イプへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータ
タイプからJavaデータタイプへのマッピング」を参照してください。

[Input Field Type]

入力フィールドの名前を入力します。[Input Field]*

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[Output JDBC Type]

出力 JDBC タイプに対応する Java タイプ。JDBC タイプから Java タ
イプへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータ
タイプからJavaデータタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Field Type]

出力フィールド名。[Output Field]

データベースから取り出すレコード数の最大値。デフォルト値の [0]
(制限なし) の場合、すべてのレコードが取り出されます。このフィー
ルドは、結果セットを返す SQL ステートメントでのみ使用します。

[Maximum Row]

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。
この時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されま
せん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。
JDBC 標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、
Statement.cancel() メソッドに依存しています。指定されたタイムア
ウト間隔よりも実行時間が長い場合、モニタスレッドは
Statement.cancel() を呼び出します。場合によっては、
Statement.cancel()メソッドの制限により、Statement.execute()メソッ
ドを呼び出したスレッドがタイムアウトによって解放されず、待機時
間が増加することもあります。

デフォルト値は -1です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デ
フォルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設定されていない場合
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説明/処理フィールド

は、サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0]より大きい値を
指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービス
が実行されます。

注:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティの詳細については、
47 ページの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合
の強制タイムアウト」を参照してください。

SQLステートメントにより影響を受けた行数が格納される出力フィー
ルドの名前。[Result Field] の値として、「results」は使用しないで
ください。

[Result Field]

[Result Field] のデータタイプ。[Result Field Type]

7. [File] メニューの [Save] を選択します。

StoredProcedure サービスの設定
StoredProcedureサービスは、データベース操作を実行するストアドプロシージャを呼び出しま
す。アダプタサービスの SQL ステートメントはストアドプロシージャ呼び出しでもかまいませ
ん。ストアドプロシージャとは、ステートメントの中にカプセル化され、実行可能コードにコン
パイルされた SQL コードです。これは、データベース内に保存され、アダプタがデータベース
に SQL ステートメントを適用したときに呼び出されるオブジェクトです。

ストアドプロシージャを使用すると、ドキュメントに応答してデータベース操作を実行する際の
柔軟性が高まります。ストアドプロシージャ呼び出しに対する操作は、パラメータを使用して
も、使用しなくても設定できます。ストアドプロシージャの作成方法については、ベンダのマ
ニュアルを参照してください。

StoredProcedure アダプタサービスを設定する場合の考慮事項
StoredProcedure サービスを設定する際には、次の制限を考慮する必要があります。

アダプタのStoredProcedureサービスは、OUTパラメータとして配列または構造体を持つス
トアドプロシージャをサポートしていません。代わりに、StoredProcedureWithSignature
サービスを使用できます。StoredProcedureWithSignature サービスの設定の詳細について
は、125ページの「StoredProcedureWithSignatureサービスの設定」を参照してください。

MySQL データベースで操作する場合、アダプタの StoredProcedure サービスは、ストアド
プロシージャをサポートしますが、関数はサポートしません。関数を呼び出す場合は、代わ
りに StoredProcedureWithSignature サービステンプレートを使用します。
StoredProcedureWithSignature の設定の詳細については、125 ページの
「StoredProcedureWithSignature サービスの設定」を参照してください。
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MySQL 5.0.x では、ストアドプロシージャと空白を含む関数名はサポートされていません。

SAPHANAデータベースを使用している場合、カーソルをSAPHANAストアドプロシージャ
の出力として返すことができないため、[ResultSet] タブを設定できません。

StoredProcedure アダプタサービスの作成
Adapter for JDBC サービスを設定するには Designer を使用します。

StoredProcedure サービスを設定する前に、92 ページの「アダプタサービスを設定または管理
する前に」および121ページの「StoredProcedureアダプタサービスを設定する場合の考慮事項」
を確認するようにしてください。

StoredProcedure アダプタサービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから[StoredProcedure]テンプレートを選択して、[Finish]
をクリックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Call] タブを選択して、呼び出すストアドプロシージャを指定します。次のフィールドを使
用して [Call] パラメータを設定します。

説明/処理フィールド

カタログの名前。カタログ名のデフォルトは current catalog で
す。

[Catalog Name]

スキーマの名前。スキーマ名のデフォルトは current schema で
す。

[Schema Name]

[Procedure Name] に入力するには、このフィールドを [False] に
設定します。[ProcedureName]をリストから選択するには、この

[EnableProcedureName
Lookup] (オプション)

フィールドを[True]に設定します。デフォルトは[False]です。プ
ロシージャの名前がわかっていて、多数のプロシージャがリスト
に含まれる大規模なデータベースを使用している場合は、時間を
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説明/処理フィールド

節約するため、デフォルト値を使用 (プロシージャ名を入力) しま
す。

[Enable Procedure Name Lookup] フィールドの設定に応じて、ス
トアドプロシージャ名を入力するか、または選択します。

[Procedure Name]

ストアドプロシージャの対応する戻り値フィールドの JDBC タイ
プを指定します。 アイコンを使用して、必要に応じて新しい行

[JDBC Type]

を作成します。 アイコンを使用して、すべての行をテーブルに
追加することができます。

ストアドプロシージャの戻り値フィールド名を追加します。 ア
イコンを使用して、必要に応じて新しい行を作成します。 アイ

[Return Field Name]

コンを使用して、すべての行をテーブルに追加することができま
す。

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間で
す。この時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証さ
れません。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異な
ります。JDBC 標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、
Statement.cancel()メソッドに依存しています。指定されたタイム
アウト間隔よりも実行時間が長い場合、モニタスレッドは
Statement.cancel() を呼び出します。場合によっては、
Statement.cancel()メソッドの制限により、Statement.execute()メ
ソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトによって解放されず、
待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は -1 です。サービスで、
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティで指定された値をタ
イムアウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。
値が [0] に等しい場合、または watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティが設定されていない場合は、サービスはタイムアウト
なしで実行されます。[0]より大きい値を指定すると、指定された
値をタイムアウトとして使用して、サービスが実行されます。

Note:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティの詳細については、
47 ページの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる
場合の強制タイムアウト」を参照してください。

7. [Parameter] タブを使用して、ストアドプロシージャのパラメータを指定します。
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8. アイコンを使用して、新しいストアドプロシージャパラメータを必要に応じて作成しま
す。 アイコンを使用して、すべての行をテーブルに追加することができます。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャパラメータの JDBC タイプ。[Param JDBC Type]

ストアドプロシージャパラメータの名前。[Param Name]

パラメータタイプを IN、INOUT、または OUT として定義します。[Param Type]

デフォルト値は[?]で、変数のプレースホルダの役割を果たします。こ
の値により、列の入力変数を実行時に指定したり、アダプタサービス

[Expression]

の外部から入力を取得することができます。同じ列名を持つ行をテー
ブルに追加します。入力として、設定時または実行時に固定値を入力
することもできます。固定値の入力を選択した場合、このフィールド
を使用して設定した値でストアドプロシージャ呼び出しステートメン
トを入力します。

入力パラメータの名前。[Input Name]

入力パラメータの Java タイプ。JDBCタイプから Java タイプへのマッ
ピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプからJava
データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Input Type]

出力パラメータの名前。[Output Name]

出力パラメータの Java タイプ。JDBCタイプから Java タイプへのマッ
ピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプからJava
データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Type]

9. プロシージャが結果セットを返す場合、[ResultSet]タブを選択し、次の表のフィールドを使
用して結果セットパラメータを指定します。

Note:
StoredProcedure サービスは複数の結果セットをサポートしています。結果セットには、
ネストされたカーソルを含めることができます。ネストされたカーソルを含む結果セット
を使用している場合、Adapter for JDBCのパフォーマンスが低下する可能性があります。
ネストされたカーソルは再帰的に処理されるため、Adapter for JDBCから不要なデータが
返される場合もあります。

アイコンを使用して、必要に応じて結果セットを追加します。次のフィールドを使用しま
す。

説明/処理フィールド

インデックスが各結果セットに自動的に割り当てられます。最初の
行のデフォルト値は [1] です。

[Result Set Index]

作成する結果セットの名前。[Result Set Name]
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説明/処理フィールド

結果セット名を選択します。[Result SetName] (下段
の表中)

結果セットの列の名前。[Column Name]

結果列の JDBC タイプ。[JDBC Type]

結果列の Java タイプ。JDBC タイプから Java タイプへのマッピン
グのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプからJava
データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Type]

10. [File] メニューの [Save] を選択します。

StoredProcedure アダプタサービスが返す結果セットインデック
スの最大数の指定
StoredProcedureアダプタサービスは複数の結果セットを返すように設定できます。デフォルト
では、サービスは最大 20 個の結果セットしか返すことができません。新しい結果セットイン
デックスを手動で追加することはできません。結果セットの必要な最大数を指定するには、
watt.adapter.JDBC.StoredProcedureMaxCursorIndex プロパティを使用できます。

このプロパティを設定するには、Integration Server Administratorを使用して、[設定]> [拡張設
定] > [拡張設定の編集] を選択します。[拡張設定] ボックスにこのプロパティを入力します。
watt.adapter.JDBC.StoredProcedureMaxCursorIndex=value

ここで、value は、結果セットの必要な最大数です。たとえば、StoredProcedure サービスから
最大 30 個の結果セットを返す場合は、プロパティを次のように設定します。
watt.adapter.JDBC.StoredProcedureMaxCursorIndex=30

値はゼロより大きく必要があり、上限はありません。ただし、実用的な制限内で値を指定するこ
とをお勧めします。値が大きいと、システムに予期しない動作が発生する可能性があります。
代わりに、次の結果セットのセットに対して、別のStoredProcedureアダプタサービスを設定で
きます。

wattプロパティの設定の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Integration Server
Administrator’s Guide』を参照してください。

StoredProcedureWithSignature サービスの設定
StoredProcedureWithSignatureサービスは、データベース操作を実行するストアドプロシージャ
を呼び出します。StoredProcedureアダプタサービスとは異なり、StoredProcedureWithSignature
サービスでは、アダプタサービスの設定時にストアドプロシージャの署名をイントロスペクトし
てリストしておくことにより、ストアドプロシージャのパラメータを自動的に取得することがで
きます。つまり、これらのパラメータを手動で検索して再入力する必要がありません。
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StoredProcedureWithSignatureアダプタサービスを設定する場合
の考慮事項
StoredProcedureWithSignature アダプタサービスを設定する際には、次の制限を考慮する必要
があります。

StoredProcedureWithSignature サービスは、Informix データベースまたは Sybase データ
ベース (すべてのバージョン) で使用できません。

OracleデータベースでINパラメータまたはOUTパラメータとして配列を使用する場合、IN
パラメータへの入力は Java 配列である必要があります。OUT パラメータは、Java データタ
イプである java.lang.Object として Java 配列を返します。

MySQL データベースで操作する場合、アダプタの StoredProcedureWithSignature サービス
は、関数をサポートしますが、ストアドプロシージャはサポートしません。ストアドプロ
シージャを呼び出す場合は、代わりに StoredProcedure サービステンプレートを使用しま
す。StoredProcedure サービスの設定の詳細については、121 ページの「StoredProcedure
サービスの設定」を参照してください。

MySQL 5.0.x では、ストアドプロシージャと空白を含む関数名はサポートされていません。

SAPHANAデータベースを使用している場合、カーソルをSAPHANAストアドプロシージャ
の出力として返すことができないため、[ResultSet] タブを設定できません。

StoredProcedureWithSignature アダプタサービスの作成
Adapter for JDBC サービスを設定するには Designer を使用します。

StoredProcedureWithSignatureサービスを設定する前に、92ページの「アダプタサービスを設
定または管理する前に」および121ページの「StoredProcedureアダプタサービスを設定する場
合の考慮事項」を確認するようにしてください。

StoredProcedureWithSignature サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [StoredProcedureWithSignature] テンプレートを選
択して、[Finish] をクリックします。

126 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

6 アダプタサービス



アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Call] タブを選択して、呼び出すストアドプロシージャを指定します。次のフィールドを使
用して呼び出しパラメータを設定します。

説明/処理フィールド

カタログの名前。カタログ名のデフォルトは current catalogで
す。

[Catalog Name]

スキーマの名前。スキーマ名のデフォルトは current schema で
す。

[Schema Name]

時間を節約するために、このフィールドに完全なプロシージャ
名またはその一部を入力して検索を絞り込むことができます。

[ProcedureNamePattern]

これは、多数のプロシージャがリストに含まれる大規模なデー
タベースを使用している場合に役立ちます。複数文字のワイル
ドカードとして%を、単一文字のワイルドカードとしてアンダー
スコア (_) を使用します。

Note:
DB2 データベースでは、プロシージャ名のリストには関数は
表示されません。リストにはプロシージャのみが表示されま
す。

[Procedure Name Pattern] フィールドの設定に応じて、ストア
ドプロシージャ名を選択します。[<AllProcedures>]を選択した

[Procedure Name]

場合、このフィールドには、選択したカタログおよびスキーマ
のすべてのプロシージャが一覧されます。

[Procedure Name] を指定した後で、DB2 または DB2 AS/400
データベースのストアドプロシージャの固有の名前を選択しま
す。

[Specific Name] (DB2 およ
び DB2AS400 の場合のみ)

7. ストアドプロシージャの署名に基づいて、[Call] タブの上部のテーブルに次のフィールドと
値が表示されます。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャパラメータの名前。[ParameterName]

データベース列の SQL データタイプ。[SQL Type]

ストアドプロシージャパラメータの JDBC データタイプ。[JDBC Type]

パラメータタイプをIN、INOUT、またはOUTとして定義します。INま
たは INOUT を選択した場合、[Expression] フィールドで入力式を設定
することもできます。

[Parameter Type]
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説明/処理フィールド

INまたはINOUTのパラメータタイプにのみ入力を設定します。RETURN
またはOUTのパラメータは、[Call]タブの下部のテーブルに自動的に表

[Expression]*

示されます。パラメータタイプ別の許可される式の設定のリストと、各
パラメータがどのように入力フィールドまたは出力フィールドにマップ
するかについては、次の表を参照してください。

次の表に、パラメータタイプ別の有効な式を示します。

マッピングが入力か出力か式パラメータタイプ

出力フィールド空 (デフォルト)RETURN

出力フィールド空 (デフォルト)OUT

入力フィールド?(デフォルト)IN

マッピングなし固定値

入力フィールドおよび出力フィールド?(デフォルト)INOUT

出力フィールド空

出力フィールド空 (デフォルト)ORACLE CURSOR
(INOUT)

8. [Call]タブの中央のテーブルに、サービスの入力フィールドにマップされるストアドプロシー
ジャの次の入力パラメータと値が一覧されます。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャの入力パラメータの名前。[InputParameterName]

データベース列の SQL データタイプ。[SQL Type]

入力パラメータの JDBC データタイプ。[JDBC Type]

入力パラメータの名前。[Input Field]

入力パラメータの Javaデータタイプ。JDBCタイプから Javaデー
タタイプへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBC

[Input Field Type]

データタイプからJavaデータタイプへのマッピング」を参照して
ください。

a. [Call]タブの下部のテーブルに、サービスの出力にマップされるストアドプロシージャの
次の出力パラメータと値が一覧されます。これには、OUT または INOUT のパラメータ
が含まれます。
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説明/処理フィールド

ストアドプロシージャの出力パラメータの名前。[Output Parameter Name]

データベース列の SQL データタイプ。[SQL Type]

出力パラメータの JDBC データタイプ。[JDBC Type]

出力パラメータの名前。[Output Field]

出力パラメータの Java データタイプ。JDBC から Java データ
タイプへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBC

[Output Field Type]

データタイプからJavaデータタイプへのマッピング」を参照し
てください。

9. [Call] タブの下部のテーブルに、サービスの出力にマップされるストアドプロシージャの次
の出力パラメータと値が一覧されます。これには、OUT または INOUT のパラメータが含ま
れます。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャの出力パラメータの名前。[OutputParameterName]

データベース列の SQL データタイプ。[SQL Type]

出力パラメータの JDBC データタイプ。[JDBC Type]

出力パラメータの名前。[Output Field]

出力パラメータの Java データタイプ。JDBC から Java データタ
イプへのマッピングのリストについては、224 ページの「JDBC

[Output Field Type]

データタイプから Java データタイプへのマッピング」を参照し
てください。

a. 次のフィールドで、設定するStoredProcedureWithSignatureサービスのクエリータイム
アウト値を指定します。

説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。[Query Time Out]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。こ
の時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されませ
ん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。JDBC
標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、Statement.cancel() メ
ソッドに依存しています。指定されたタイムアウト間隔よりも実行時間
が長い場合、モニタスレッドは Statement.cancel() を呼び出します。場
合によっては、Statement.cancel() メソッドの制限により、
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説明/処理フィールド

Statement.execute()メソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトによっ
て解放されず、待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は -1です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォ
ルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設定されていない場合
は、サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0]より大きい値を指
定すると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービスが実
行されます。

Note:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知でSQL操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト」を参照してください。

10.次のフィールドで、設定する StoredProcedureWithSignature サービスのクエリータイムア
ウト値を指定します。

説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。[Query TimeOut]

この値は、Adapter for JDBC がサービスの実行を待機する時間です。こ
の時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

[Query Time Out] フィールドで指定されたタイムアウトは保証されませ
ん。これは、ドライバのベンダに固有の実装によって異なります。JDBC
標準の Statement.SetQueryTimeout() メソッドは、Statement.cancel() メ
ソッドに依存しています。指定されたタイムアウト間隔よりも実行時間
が長い場合、モニタスレッドはStatement.cancel()を呼び出します。場合
によっては、Statement.cancel() メソッドの制限により、
Statement.execute()メソッドを呼び出したスレッドがタイムアウトによっ
て解放されず、待機時間が増加することもあります。

デフォルト値は -1 です。サービスで、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォ
ルト値を使用します。値が [0] に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設定されていない場合は、
サービスはタイムアウトなしで実行されます。[0] より大きい値を指定す
ると、指定された値をタイムアウトとして使用して、サービスが実行さ
れます。

Note:
[-1] は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。
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説明/処理フィールド

watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト」を参照してください。

11.プロシージャが結果セットを返す場合、[ResultSet]タブを選択し、次の表のフィールドを使
用して結果セットパラメータを指定します。

StoredProcedureWithSignature サービスは複数の結果セットをサポートしています。結果
セットには、ネストされたカーソルを含めることができます。

Note:
ネストされたカーソルを含む結果セットを使用している場合、Adapter for JDBCのパフォー
マンスが低下する可能性があります。ネストされたカーソルは再帰的に処理されるため、
Adapter for JDBC から不要なデータが返される場合もあります。

アイコンを使用して、必要に応じて結果セットを追加します。

Note:
選択したストアドプロシージャが変更されると、[Call] タブのすべてのテーブルが自動的
に更新されますが、[ResultSet]タブの情報は自動的に更新されません。この情報を更新す
るには、[ResultSet] タブのフィールドを手動で更新する必要があります。

次のパラメータの値を指定します。

説明/処理フィールド

インデックスが各結果セットに自動的に割り当てられます。最初の
行のデフォルト値は [1] です。

[Result Set Index]

Note:
Oracle データベースに対して使用する場合、このフィールドは必
要ありません。

作成する結果セットの名前。[Result Set Name]

Note:
Oracle データベースに対して使用する場合、このフィールドは必
要ありません。

結果セット名を選択します。[Result Set Name] (下
段の表中)

結果セットの列の名前。[Column Name]

結果列の JDBC データタイプ。[JDBC Type]
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説明/処理フィールド

結果列の Java データタイプ。JDBCから Java データタイプへのマッ
ピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプから
Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Type]

12. [File] メニューの [Save] を選択します。

ExecuteService サービスの設定
ExecuteService を使用すると、Java またはフローサービスで、アダプタの接続プールからの接
続を使用できます。ExecuteService は、Designer を使用して設定できます。サービスで接続を
使用する方法の詳細については、22 ページの「Java サービス内またはフローサービス内接続
プールからの接続の使用」を参照してください。

ExecuteService サービスを設定するには

1. Designer で、サービスを含めるパッケージを右クリックし、[New] > [Adapter Service] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタサービスの名前を入力して、[Next] をクリックしま
す。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

5. 使用可能なテンプレートのリストから [ExecuteService] テンプレートを選択して、[Finish]
をクリックします。

アダプタサービスのエディタが表示されます。必要な場合には [Adapter Settings] タブを選
択して、[Adapter Name]、[Adapter Connection Name]、[Adapter Service Template] など
のアダプタサービスプロパティをいつでも確認できます。

6. [Service to Invoke] タブを選択して、接続を必要とする Javaまたはフローサービスの名前を
指定します。

説明/処理フィールド

接続プールからの接続を必要とするJavaまたはフローサービスの名前。正
しくないサービス名を指定すると、実行時に例外がスローされます。

[Service Name]

7. [File] メニューの [Save] を選択します。
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接続プールからの接続を使用するJavaサービスまたはフローサー
ビスを作成する場合の考慮事項

パイプラインから$db_service_connectionの値を使用して、接続を取得します。サービスを
作成するパッケージが WmJDBCAdapter パッケージに依存している場合は、Java サービス
コードまたはフローサービスコードで次の Java String 定数変数を使用することもできます
com.wm.adapter.wmjdbc.services.ExecuteService.PIPELINE_CONNECTION

パッケージ依存性の設定の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service
Development Help』を参照してください。

close()、setAutoCommit()、commit() などのような、禁止されているメソッドはサービス
コードで使用しないでください。使用すると、アダプタは実行時に例外をスローします。

トランザクションで ExecuteService を使用する場合、トランザクション SEQUENCE ブロッ
ク内のサービスで生成された例外をWmARTパッケージが認識することが重要です。そのよ
うな場合にのみ、トランザクションのロールバックが発生します。これを行うには、サービ
スからServiceExceptionをスローします。サービスコードで次のサンプルコードを使用して
実行できます。
java.sql.Connection conn =
(java.sql.Connection)IDataUtil.get(pipeline.getCursor(),
com.wm.adapter.wmjdbc.services.ExecuteService.PIPELINE_CONNECTION);
try
{
java.sql.PreparedStatement pstmt=conn.prepareStatement("insert into Person
values(1,'Chris')");
pstmt.execute();
}
catch(Throwable e)
{
e.printStackTrace();
throw new ServiceException(e);
}

Note:
Teradata データベースのトランザクションで ExecuteService を使用中にエラーが発生し
た場合、トランザクションのロールバックは行われません。

アダプタサービスのテスト
アダプタサービスをテストするには、Designer を使用します。

テストサービスまたはデバッグサービスの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Service Development Help』を参照してください。

アダプタサービスをテストするには

1. Designer で、テストするサービスを含むパッケージとフォルダを展開します。
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2. テストするサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタサービスエディタに設定されたサービスが表
示されます。

3. [Run} > [Run As] > [Run Service] を選択します。

4. 次のいずれかの方法を使用して、データベースへの接続方法を指定します。

設計時に指定した接続とは異なる接続を使用してデータベースに接続するには、ここで
接続名を指定します。

説明パラメータ

データベースへの接続に使用する接続。$connectionName

注:
オーバーライドされた接続のデータベーススキーマは、デフォルト接続のスキーマと
同じである必要があります。詳細については、84ページの「実行時におけるサービス
接続の動的な変更」を参照してください。

接続の設定時に提供されたユーザクレデンシャルとは異なる接続のユーザクレデンシャ
ルを使用してデータベースに接続するには、ここでユーザ名とパスワードを指定します。

説明パラメータ

データベースへの接続に使用するユーザ名。$dbUser

データベースへの接続に使用するパスワード。$dbPassword

注:
ここでユーザクレデンシャルを指定しない場合は、接続の設定時に指定されたユーザ
クレデンシャルが使用されます。詳細については、84ページの「実行時におけるサー
ビス接続のユーザクレデンシャルの動的な変更」を参照してください。

注:
実行時に接続またはユーザクレデンシャルをオーバーライドできます。接続名とユー
ザクレデンシャルの両方を指定すると、接続名が優先され、サービスはオーバーライ
ドされた接続を使用して呼び出されます。

5. 他の入力フィールドを定義した場合は、入力値を入力するように求められます。各入力フィー
ルドの値を入力し、[OK] をクリックします。

6. [Service Result] タブをクリックして、サービスからの出力を表示します。

アダプタサービスの表示
アダプタサービスを表示するには、Designer を使用します。
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サービスを表示するには

1. Designer で、表示するサービスを含むパッケージとフォルダを展開します。

2. 表示するサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタサービスエディタに設定されたサービスが表
示されます。

アダプタサービスの編集
アダプタサービスを編集するには、Designer を使用します。

アダプタサービスを編集するには

1. Designer で、編集するアダプタサービスを検索して開きます。

2. 編集するサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタサービスエディタにアダプタサービスが表示
されます。

3. 次のいずれかの手順に従います。

VCS 統合機能が有効になっている場合は、サービスを右クリックして [チェックアウト]
を選択します。

VCS 統合機能が有効になっていない場合は、サービスを右クリックして [ロックして編
集] を選択します。

ローカルサービス開発機能を使用している場合は、Designer で [Team] メニューの適切
なオプションを選択して、サービスをチェックアウトします。[Team]メニューで使用で
きるオプションは、使用する VCS クライアントによって異なります。

4. 必要に応じて、アダプタサービスのパラメータの値を変更します。サービスのパラメータの
詳細については、編集するサービスの具体的なタイプに対する設定について記載されたセク
ションを参照してください。

5. 変更が完了したら、サービスを保存し、次のいずれかの操作を行います。

VCS 統合機能が有効になっている場合は、サービスを右クリックして [チェックイン] を
選択します。チェックインコメントを入力し、[OK] をクリックします。

VCS 統合機能が有効になっていない場合は、サービスを右クリックして [アンロック] を
選択します。

ローカルサービス開発機能を使用している場合は、Designer で [Team] メニューの適切
なオプションを選択して、サービスをチェックインします。[Team]メニューで使用でき
るオプションは、使用する VCS クライアントによって異なります。

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 135

6 アダプタサービス



6. サービスを保存します。

アダプタサービスの削除
アダプタサービスを削除するには、Designer を使用します。

サービスを削除するには

1. Designer で、削除するサービスを含むパッケージとフォルダを展開します。

2. サービスを右クリックし、次に [Delete] をクリックします。

アダプタサービスの値の妥当性検査
Designer を使用すると、Adapter for JDBC で、アダプタサービスに対するユーザ定義データの
妥当性検査を設計時に行うことができます。単独のアダプタサービスについて値の妥当性検査を
行うことも、通知について常にアダプタサービスの妥当性検査を行うよう Designer を設定する
ことも可能です。どちらの操作とも、設計時の操作を遅くさせる可能性があります。

アダプタサービスの値を自動的に妥当性検査するオプションを選択した場合、そのオプションは
Integration Server にインストールされたすべての webMethods WmART ベースアダプタについ
て適用されます。

アダプタサービスと通知のエディタおよびその他の Designer メニューオプションおよびツール
バーアイコンの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods ServiceDevelopmentHelp』
を参照してください。

単一アダプタサービスのデータの妥当性検査
単一のアダプタサービスのデータに対して妥当性検査を行うには、次の手順を行います。

単一のアダプタサービスのデータに対して妥当性検査を行うには

1. Designerで、自動妥当性検査を有効にするサービスを含むパッケージとフォルダを展開しま
す。

2. データの妥当性検査を行うサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタサービスエディタに設定されたアダプタサー
ビスが表示されます。

3. アイコンをクリックします。
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すべてのアダプタサービスのデータの妥当性検査
すべてのアダプタサービスのデータに対して Designer で常に妥当性検査ができるようにするに
は、次の手順を行います。

すべてのアダプタサービスの値に対して常に妥当性検査を行うには

1. Designerで、[Window]> [Preferences] > [SoftwareAG] > [ServiceDevelopment]> [Adapter
Service/Notification Editor] 項目を選択します。

2. [Automatic data validation] オプションを有効にします。

3. [OK] をクリックします。

アダプタの値の再ロード
Designer を使用すると、Adapter for JDBC で、アダプタサービスに対するユーザ定義データの
再ロードおよび妥当性検査を設計時に行うことができます。単独のアダプタサービスの値を再
ロードすることも、アダプタサービスの値を自動的に再ロードするよう Designer を設定するこ
とも可能です。どちらの操作とも、設計時の操作を遅くさせる可能性があります。

単独のアダプタサービスのアダプタ値を再ロードする場合、Designer はサービスの値を、選択
されたアダプタからフェッチ済みのリソースデータと比較します。

アダプタサービスの値を常に再ロードするオプションを選択した場合、そのオプションは
Integration Server にインストールされたすべての webMethods WmART ベースアダプタについ
て適用されます。

アダプタサービスと通知のエディタおよびその他のメニューオプションおよびツールバーアイコ
ンの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service Development Help』を参照し
てください。

単一アダプタサービスの値の再ロード
単一のアダプタサービスのアダプタ値を再ロードするには、次の手順を行います。

単一のアダプタサービスのアダプタ値を再ロードするには

1. Designerで、自動妥当性検査を有効にするサービスを含むパッケージとフォルダを展開しま
す。

2. データの妥当性検査を行うサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタサービスエディタに設定されたアダプタサー
ビスが表示されます。

3. アイコンをクリックします。
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すべてのアダプタサービスの値の再読み込み
すべてのアダプタサービスのアダプタ値を再ロードするには、以下の手順を行います。

すべてのアダプタサービスのアダプタ値を再ロードするには

1. Designerで、[Window]> [Preferences] > [SoftwareAG] > [ServiceDevelopment]> [Adapter
Service/Notification Editor] 項目を選択します。

2. [Automatic polling of adapter metadata] オプションを有効にします。

3. [OK] をクリックします。
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アダプタ通知の概要
この章では、Adapter for JDBC通知の設定方法および管理方法について説明します。使用可能な
Adapter for JDBC 通知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照してください。

通知を設定または管理する前に
通知の設定または管理をする前に、次のステップを実行します。

Adapter for JDBC 通知の設定または管理を準備するには

1. Integration Server と Integration Server Administrator がまだ実行されていない場合は起動
します。

2. Adapter for JDBC の管理画面にアクセスできる、Integration Server Administrator の権限が
あることを確認します。ユーザ権限の設定の詳細については、ご使用のリリースの
『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

3. 接続と通知の設定方法に影響する可能性があるため、で既知のデータベースドライバ制限の
一覧を必ず確認してください。

4. 特定のアダプタ通知に対するテーブルスキーマに変更を加えた場合、アダプタ通知もそれに
応じて必ず更新してください。

5. 一回のみ通知機能を使用する際の詳細については、180ページの「一回のみ通知機能の使用」
を参照してください。

6. Integration Server Administrator を使用して、WmJDBCAdapter パッケージが有効になって
いることを確認します。手順については、57 ページの「パッケージの有効化」を参照して
ください。

7. Integration Server Administrator を使用して、通知で使用するアダプタ接続を設定します。
手順については、68 ページの「Adapter for JDBC 接続の設定」を参照してください。

注:
Integration Serverでは、ポーリング通知に関連付けられた接続を変更できる組み込みサー
ビスが用意されています。これらのサービスは設計時に使用します。詳細については、
22 ページの「設計時におけるアダプタサービスまたは通知に関連する接続の変更」を参
照してください。

8. Software AG Designer が実行中でないときは、起動します。

9. 通知を格納するユーザ定義のパッケージをまだ作成していない場合、Designerを使用して作
成します。通知を設定する際は、WmJDBCAdapterパッケージではなく必ずユーザ定義パッ
ケージの中に定義します。アダプタ用パッケージの管理の詳細については、56 ページの
「パッケージの管理の概要」を参照してください
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10.通知を使用するには、スケジュールを設定して通知を有効にしておく必要があります。手順
については、178 ページの「ポーリング通知の管理」を参照してください。

11.同じソースデータベースに接続する複数 Integration Server のインスタンスで同じポーリン
グ通知を有効にして自動フェイルオーバーを実現するためには、Integration Serverクラスタ
内でポーリング通知を使用する必要があります。クラスタ化されたポーリング通知の設定方
法については、60 ページの「Integration Server クラスタでのポーリング通知のサポート」
を参照してください。

InsertNotification の設定
InsertNotification は、データベーステーブルに対する挿入操作の通知をパブリッシュします。
通知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照してください。

InsertNotifications を設定する場合の考慮事項
InsertNotifications を設定する際には、次の制限を考慮する必要があります。

InsertNotifications は、すべてのバージョンの Teradata データベースで動作しません。

MySQL バージョン 5.0.x では、1 つのテーブルに対して同じイベント (挿入、削除、または
更新)を持つ複数のトリガーはサポートされていません。そのため、MySQLデータベースで
は、InsertNotification を使用してテーブルを監視する場合、同じテーブルに対して別の
InsertNotification または挿入操作の OrderedNotification を有効にする前に、既存の通知を
無効にする必要があります。

InsertNotification の作成
通知を設定するには Designer を使用します。

InsertNotificationを設定する前に、140ページの「通知を設定または管理する前に」および141ペー
ジの「InsertNotifications を設定する場合の考慮事項」を確認するようにしてください。

InsertNotification を作成するには

1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [InsertNotification] テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。
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6. [Finish] をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。

a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。

b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き) マルチ送信ポリシー
で設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、これ
を [true] に設定する必要があります。

Note:
Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTION のタイプの JMS 接続エイリアスをサポー
トしません。

JMSトリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名前。[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

[Permissions] タブからの情報は、[Properties] パネルに表示されます。

8. [Notification Configure] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

Adapter for JDBC により作成される [Resource Name] の生成に使用さ
れる基本名。

[Base Name]
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説明/処理フィールド

Note:
OS/390 でのトリガー名は 8 文字以下なので、OS/390 DB2 7.2 の
場合には、以下で作成する [Base Name] を 5文字以下にする必要が
あります。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルのIntegrationServer
にパブリッシュするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオ

[Publish Locally]

プションは選択されていません。つまり、Brokerが Integration Server
に設定されている場合、パブリッシュ可能なドキュメントはBrokerに
パブリッシュされます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュ
メントはローカルの Integration Server にパブリッシュされます。
[PublishLocally]オプションを選択すると、Integration Serverがリモー
トの Broker に接続していて、そこからローカルの Integration Server
のサービスがトリガーされる場合に、パフォーマンス上の問題が緩和
されます。

タイプには、[Buffer Table]、[Trigger]、および [Sequence] がありま
す。基本名とリソースタイプを基に[ResourceName]が生成されます。

[Resource Type]

リソース名は、重複しないように次の要素が組み合わされます。名前
は編集できません。

[Resource Name]

リソースの接頭辞 ([Buffer Table]、[Trigger]、[Sequence] を表す
WMB、WMT、WMS)

[Base Name] フィールドに入力した名前

システムのタイムスタンプに基づいた接尾辞

ファイルレコードの形式。DB2 for AS/400 V4R5 でのみ使用するオプ
ションのフィールドです。

[FileRecordFormat]

バッファテーブルが作成されるデータベースの名前。DB2 for OS/390
でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Database Name]

バッファテーブルが作成されるテーブルスペースの名前。DB2 for
OS/390 でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Table SpaceName]

9. [Tables] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

Note:
jt400.jar ファイルを使用する AS/400 DB2 V4R5 では、通知のテーブル名が 10 文字を超
えないようにします。10 文字を超えると、通知を有効にするときに例外が発生します。

説明/処理フィールド

[Table Name] フィールドで複数のテーブルを選択すると、テーブルエイリ
アスが自動的に割り当てられます。デフォルトは「t1」です。

[Table Alias]
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説明/処理フィールド

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schema です。テーブル名に

[Table Name]

ピリオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれている
と、Designer ではエラーがスローされます。

Note:
Informix データベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできない
ため、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

10.テーブルを結合しない場合は、このステップを省略してください。[Joins]タブを選択して、
設定したテーブルを結合するための列を指定します。

a. アイコンを選択して、左右の列を新たに作成します。

b. [Left Column] を選択し、最初のテーブルの結合列を選択します。

c. 適切な [Operator] を選択します。

d. [Right Column] を選択し、次のテーブルの結合列を選択します。

e. 結合をすべて定義するまで、この手順を繰り返します。

11. [SELECT] タブを使用して、選択する列とフィールドを次のように定義します。

Note:
結合節を使用している場合は、[Select] タブでモニタテーブルのフィールドのみを選択し
ます。

a. [ALL/DISTINCT] フィールドで、重複行を含める場合は [ALL] を選択し、重複行を抑止す
る場合は [DISTINCT] を選択します。[ALL] を選択することは、SQL の SELECT ALL name
from tablename ステートメントに相当します。デフォルト値は空白で、SQL の SELECT
name from tablename ステートメントに相当します。

b. アイコン (またはすべての行をテーブルに追加する アイコン) を選択して、新しい
フィールドを必要に応じて作成します。

c. [Expression]フィールドで、列を選択するか、有効なSQL式を入力します。[Expression]
フィールドで選択した列ごとに、対応する [Column Type]、[JDBC Type]、[Output Field
Type]、および [Output Field] が表示されます。次のフィールドを使用します。
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説明/処理フィールド

列名または SQL 式。[Expression]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

出力フィールドのデータタイプ。Adapter for JDBC は、データベース
固有のタイプを Java データタイプに自動的に変換します。JDBC タイ

[Output Field Type]

プからJavaタイプへのマッピングのリストについては、224ページの
「JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピング」を参照
してください。

SELECT操作の出力が入るフィールドの名前。出力フィールド名は、式
を選択すると表示されます。必要に応じて出力フィールド名を変更す
ることもできます。

[Output Field]

バッファテーブルから取り出す行数を指定します。このフィールドは、
扱うレコード数が多く、通知のポーリング時に送信されるドキュメン

[Maximum Row]

ト数を制限したい場合に役立ちます。値を[0] (制限なし)にすると、取
り出される行数は無制限になります。

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。この値は、Adapter for
JDBC が通知の実行を待機する時間です。この時間を過ぎると SQL 操

[Query Time Out]

作が停止します。デフォルト値は -1 です。通知で、
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティで指定された値をタイム
アウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。値が 0 に
等しい場合、または watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設
定されていない場合は、通知はタイムアウトなしで実行されます。0
より大きい値を指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用
して、通知が実行されます。

Note:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タ
イムアウト」を参照してください。

12. [WHEN]タブを使用して、次のフィールドを使用して情報を選択する際の条件を指定します。

Note:
Microsoft SQL Server、Sybase または V4 AS/400 DB2 を使用する場合は、[WHEN] タブ
を使用しないでください。この機能はサポートされていません。このタブを使用しようと
すると例外が生成されます。

a. アイコンを選択して、新しい WHEN 節フィールドを定義します。

b. [Column] フィールドを選択し、リストから列を選びます。
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c. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。

d. [Value]フィールドに固定値を入力します。必ず有効な値を入力してください。有効でな
い場合、実行時に例外が生成されます。

e. 必要な場合は、 アイコンまたは アイコンを使用して、パラメータが正しい順序で解
析されるように WHEN 節の順序を変更します。

f. WHEN パラメータをすべて指定するまで、この手順を繰り返します。

13. [Permissions] タブを使用して ACL (Access Control List: アクセスコントロールリスト) をエ
レメントに割り当てる方法に関する情報は、[Properties] パネルに表示されます。

14. [File] メニューの [Save] を選択します。

15.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。

UpdateNotifications の設定
UpdateNotifications はデータベーステーブルに対する更新操作の通知をパブリッシュします。
通知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照してください。

UpdateNotifications を設定する場合の考慮事項
UpdateNotifications を設定する際には、次の制限を考慮する必要があります。

UpdateNotifications は、すべてのバージョンの Teradata データベースで動作しません。

MySQL バージョン 5.0.x では、1 つのテーブルに対して同じイベント (挿入、削除、または
更新)を持つ複数のトリガーはサポートされていません。そのため、MySQLデータベースで
は、UpdateNotification を使用してテーブルを監視する場合、同じテーブルに対して別の
UpdateNotificationまたは更新操作のOrderedNotificationを有効にする前に、既存の通知を
無効にする必要があります。

UpdateNotification を MySQL データベースで使用する場合、データベースフィールドを同
じ値で更新してもトリガーは呼び出されません。

UpdateNotification の作成
通知を設定するには Designer を使用します。

UpdateNotification を設定する前に、140 ページの「通知を設定または管理する前に」および
146 ページの「UpdateNotifications を設定する場合の考慮事項」を確認するようにしてくださ
い。
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UpdateNotification を作成するには

1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [UpdateNotification] テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。

6. [Finish] をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。

a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。

b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き) マルチ送信ポリシー
で設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、これ
を [true] に設定する必要があります。

Note:
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説明/処理フィールド

Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTION のタイプの JMS 接続エイリアスをサポー
トしません。

JMSトリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名前。[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

8. [Notification Configure] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

Adapter for JDBC により作成される [Resource Name] の生成に使用さ
れる基本名。

[Base Name]

Note:
OS/390 でのトリガー名は 8 文字以下なので、OS/390 DB2V7.2 の
場合には、以下で作成する [BaseName] を 5文字以下にする必要が
あります。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルのIntegrationServer
にパブリッシュするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオ

[Publish Locally]

プションは選択されていません。つまり、Brokerが Integration Server
に設定されている場合、パブリッシュ可能なドキュメントはBrokerに
パブリッシュされます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュ
メントはローカルの Integration Server にパブリッシュされます。
[PublishLocally]オプションを選択すると、Integration Serverがリモー
トの場所の Broker に接続していて、そこからローカルの Integration
Server のサービスがトリガーされる場合に、パフォーマンス上の問題
が緩和されます。

タイプには、[Buffer Table]、[Trigger]、および [Sequence] がありま
す。基本名とリソースタイプを基に [Resource Name] が生成されま
す。

[Resource Type]

リソース名は、重複しないように次の要素が組み合わされます。名前
は編集できません。

[Resource Name]

リソースの接頭辞 ([Buffer Table]、[Trigger]、[Sequence] を表す
WMB、WMT、WMS)

[Base Name] フィールドに入力した名前

システムのタイムスタンプに基づいた接尾辞

ファイルレコードの形式。DB2 for AS/400 V4R5 でのみ使用するオプ
ションのフィールドです。

[FileRecordFormat]
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説明/処理フィールド

バッファテーブルが作成されるデータベースの名前。DB2 for OS/390
でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Database Name]

バッファテーブルが作成されるテーブルスペースの名前。DB2 for
OS/390 でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Table Space Name]

9. [Tables] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

Note:
jt400.jar ファイルを使用する AS/400 DB2 V4R5 では、通知のテーブル名が 10 文字を超
えないようにします。10 文字を超えると、通知を有効にするときに例外が発生します。

説明/処理フィールド

[TableName]フィールドで複数のテーブルを選択すると、テーブルエイリア
スが自動的に割り当てられます。デフォルトは「t1」です。

[Table Alias]

テーブルを選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog で
す。関連スキーマ名のデフォルトは current schema です。テーブル名にピ

[Table Name]

リオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれている
と、Designer ではエラーがスローされます。

Note:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

10.テーブルを結合しない場合は、このステップを省略してください。[Joins]タブを選択して、
設定したテーブルを結合するための列を指定します。

a. アイコンを選択して、左右の列を新たに作成します。

b. [Left Column] を選択し、最初のテーブルの結合列を選択します。

c. 適切な [Operator] を選択します。

d. [Right Column] を選択し、次のテーブルの結合列を選択します。

e. 結合をすべて定義するまで、この手順を繰り返します。

11. [SELECT] タブを使用して、選択する列とフィールドを次のように定義します。

Note:
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結合節を使用している場合は、[Select] タブでモニタテーブルのフィールドのみを選択し
ます。

a. [ALL/DISTINCT] フィールドで、重複行を含める場合は [ALL] を選択し、重複行を抑止す
る場合は [DISTINCT] を選択します。[ALL] を選択することは、SQL の SELECT
ALLnamefromtablename ステートメントに相当します。デフォルト値は空白で、SQL の
SELECTnamefromtablename ステートメントに相当します。

b. アイコン (またはすべての行をテーブルに追加する アイコン) を選択して、新しい
フィールドを必要に応じて作成します。

c. [Expression]フィールドで、列を選択するか、有効なSQL式を入力します。[Expression]
フィールドで選択した列ごとに、対応する [Column Type]、[JDBC Type]、[Output Field
Type]、および [Output Field] が表示されます。次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

列名または SQL 式。[Expression]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

出力フィールドのデータタイプ。Adapter for JDBC は、データベース
固有のタイプを Java データタイプに自動的に変換します。JDBC タイ

[Output Field Type]

プからJavaタイプへのマッピングのリストについては、224ページの
「JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピング」を参照
してください。

SELECT操作の出力が入るフィールドの名前。出力フィールド名は、式
を選択すると表示されます。必要に応じて出力フィールド名を変更す
ることもできます。

[Output Field]

[SELECT] タブに指定された列のうち、列の更新時に通知が必要な列を
指定するには、このオプションを使用します。次のどちらかを選択し
ます。

[Notify On Update]

[Yes]: このデータ列が更新されたときに通知が必要な場合に指定し
ます。[Yes] がデフォルト値です。

[No]: このデータ列が更新されたときに通知が不必要な場合に指定
します。たとえば、[MyName]、[MyNumber]、[MyLocation] とい
う3つの出力フィールドを設定するとします。通知が必要なのは、
[MyLocation] 出力フィールドが更新されたときだけです。この場
合、[MyLocation] 出力フィールドには [Yes] を選択し、[MyName]
と [MyNumber] 出力フィールドには [No] を選択します。

データベーステーブルから取り出す出力値を指定します。デフォルト
では、UpdateNotificationではデータベーステーブルから新しい値を取
り出します。次のいずれかの出力値タイプを選択します。

[OutputValueType]
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説明/処理フィールド

[Old]: データベーステーブルから古い値を取り出します。

[New]: データベーステーブルから新しい値を取り出します。

古い値と新しい値の両方を取り出すには、2つの行を作成して、1つの
行で [Output Value Type] に [Old] を選択し、もう 1 つの行で [Output
ValueType]に [New]を選択します。こうする場合は、古い値と新しい
値の両方で [Output Field] が一意である必要があります。

Note:
Sybase および Microsoft 2000/2005 では、同じ通知で古い値と新
しい値の両方を取り出すことはできません。通知で古い値と新しい
値のいずれかを取り出す必要があります。

バッファテーブルから取り出す行数を指定します。このフィールドは、
扱うレコード数が多く、通知のポーリング時に送信されるドキュメン

[Maximum Row]

ト数を制限したい場合に役立ちます。値を[0] (制限なし)にすると、取
り出される行数は無制限になります。

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。この値は、Adapter for
JDBC が通知の実行を待機する時間です。この時間を過ぎると SQL 操

[Query Time Out]

作が停止します。デフォルト値は -1 です。通知で、
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティで指定された値をタイム
アウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。値が 0 に
等しい場合、または watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設
定されていない場合は、通知はタイムアウトなしで実行されます。0
より大きい値を指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用
して、通知が実行されます。

Note:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タ
イムアウト」を参照してください。

12. [WHEN] タブを使用して、情報を選択する際の条件を指定します。

Note:
Microsoft SQL Server、Sybase または V4 AS/400 DB2 を使用する場合は、[WHEN] タブ
を使用しないでください。この機能はサポートされていません。このタブを使用しようと
すると例外が生成されます。

a. アイコンを選択して、新しい WHEN 節フィールドを定義します。

b. [Column] フィールドを選択し、リストから列を選びます。
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c. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。

d. [Value]フィールドに固定値を入力します。必ず有効な値を入力してください。有効でな
い場合、実行時に例外が生成されます。

e. 必要な場合は、 アイコンまたは アイコンを使用して、パラメータが正しい順序で解
析されるように WHEN 節の順序を変更します。

f. WHEN パラメータをすべて指定するまで、この手順を繰り返します。

13. [Permissions] タブを使用して ACL をエレメントに割り当てる方法に関する情報は、
[Properties] パネルに表示されます。

14. [File] メニューの [Save] を選択します。

15.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。

DeleteNotification の設定
DeleteNotification はデータベーステーブルに対する削除操作の通知をパブリッシュします。通
知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照してください。

DeleteNotifications を設定する場合の考慮事項
DeleteNotifications を設定する際には、次の制限を考慮する必要があります。

DeleteNotifications は、すべてのバージョンの Teradata データベースで動作しません。

MySQL バージョン 5.0.x では、1 つのテーブルに対して同じイベント (挿入、削除、または
更新)を持つ複数のトリガーはサポートされていません。そのため、MySQLデータベースで
は、DeleteNotification を使用してテーブルを監視する場合、同じテーブルに対して別の
DeleteNotification または削除操作の OrderedNotification を有効にする前に、既存の通知を
無効にする必要があります。

DeleteNotification の作成
通知を設定するには Designer を使用します。

DeleteNotificationを設定する前に、140ページの「通知を設定または管理する前に」および152ペー
ジの「DeleteNotifications を設定する場合の考慮事項」を確認するようにしてください。

DeleteNotification を作成するには
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1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [DeleteNotification] テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。

6. [Finish] をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。

a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。

b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き)マルチ送信ポリシー
で設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、こ
れを [true] に設定する必要があります。

Note:
Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTIONのタイプのJMS接続エイリアスをサポー
トしません。

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 153

7 アダプタ通知



説明/処理フィールド

JMS トリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名
前。

[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

[Permissions] タブからの情報は、[Properties] パネルに表示されます。

8. [Notification Configure] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

Adapter for JDBC により作成される [Resource Name] の生成に使用され
る基本名。

[Base Name]

Note:
OS/390 でのトリガー名は 8 文字以下なので、OS/390 DB2V7.2 の場
合には、以下で作成する [Base Name] を 5 文字以下にする必要があり
ます。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルの Integration Server
にパブリッシュするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオプ

[Publish Locally]

ションは選択されていません。つまり、Broker が Integration Server に
設定されている場合、パブリッシュ可能なドキュメントはBrokerにパブ
リッシュされます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュメン
トはローカルの Integration Server にパブリッシュされます。[Publish
Locally]オプションを選択すると、Integration ServerがリモートのBroker
に接続していて、そこからローカルの Integration Serverのサービスがト
リガーされる場合に、パフォーマンス上の問題が緩和されます。

タイプには、[Buffer Table]、[Trigger]、および [Sequence] があります。
基本名とリソースタイプを基に [Resource Name] が生成されます。

[Resource Type]

リソース名は、重複しないように次の要素が組み合わされます。名前は
編集できません。

[Resource Name]

リソースタイプの接頭辞 ([Buffer Table]、[Trigger]、[Sequence] を表
す WMB、WMT、WMS)

[Base Name] フィールドに入力した名前

システムのタイムスタンプに基づいた接尾辞

ファイルレコードの形式。DB2 forAS/400V4R5でのみ使用するオプショ
ンのフィールドです。

[File Record
Format]

バッファテーブルが作成されるデータベースの名前。DB2 for OS/390で
のみ使用するオプションのフィールドです。

[DatabaseName]

154 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

7 アダプタ通知



説明/処理フィールド

バッファテーブルが作成されるテーブルスペースの名前。DB2forOS/390
でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Table Space
Name]

9. [Tables] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

Note:
jt400.jar ファイルを使用する AS/400 DB2 V4R5 では、通知のテーブル名が 10 文字を超
えないようにします。10 文字を超えると、通知を有効にするときに例外が発生します。

説明/処理フィールド

[TableName]フィールドで複数のテーブルを選択すると、テーブルエイリア
スが自動的に割り当てられます。デフォルトは「t1」です。

[Table Alias]

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schemaです。テーブル名にピ

[Table Name]

リオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれていると、
Designer ではエラーがスローされます。

Note:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

10.テーブルを結合しない場合は、このステップを省略してください。[Joins]タブを選択して、
設定したテーブルを結合するための列を指定します。

a. アイコンを選択して、左右の列を新たに作成します。

b. [Left Column] を選択し、最初のテーブルの結合列を選択します。

c. 適切な [Operator] を選択します。

d. [Right Column] を選択し、次のテーブルの結合列を選択します。

e. 結合をすべて定義するまで、この手順を繰り返します。

11. [SELECT] タブを使用して、選択する列とフィールドを定義します。

Note:
結合節を使用している場合は、[Select] タブでモニタテーブルのフィールドのみを選択し
ます。
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a. [ALL/DISTINCT] フィールドで、重複行を含める場合は [ALL] を選択し、重複行を抑止す
る場合は [DISTINCT] を選択します。[ALL] を選択することは、SQL の SELECT ALL name
from tablename ステートメントに相当します。デフォルト値は空白で、SQL の SELECT
name from tablename ステートメントに相当します。

b. アイコン (またはすべての行をテーブルに追加する アイコン) を選択して、新しい
フィールドを必要に応じて作成します。

c. [Expression]フィールドで、列を選択するか、有効なSQL式を入力します。[Expression]
フィールドで選択した列ごとに、対応する [Column Type]、[JDBC Type]、[Output Field
Type]、および [Output Field] が表示されます。次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

列名または SQL 式。[Expression]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

出力フィールドのデータタイプ。Adapter for JDBC は、データベース
固有のタイプをJavaデータタイプに自動的に変換します。JDBCタイ

[Output Field Type]

プからJavaタイプへのマッピングのリストについては、224ページの
「JDBCデータタイプからJavaデータタイプへのマッピング」を参照
してください。

SELECT 操作の出力が入るフィールドの名前。出力フィールド名は、
式を選択すると表示されます。必要に応じて出力フィールド名を変更
することもできます。

[Output Field]

バッファテーブルから取り出す行数を指定します。このフィールド
は、扱うレコード数が多く、通知のポーリング時に送信されるドキュ

[Maximum Row]

メント数を制限したい場合に役立ちます。値を [0] (制限なし) にする
と、取り出される行数は無制限になります。

クエリータイムアウトの値(秒)を指定します。この値は、Adapter for
JDBC が通知の実行を待機する時間です。この時間を過ぎると SQL 操

[Query Time Out]

作が停止します。デフォルト値は -1 です。通知で、
watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティで指定された値をタイム
アウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。値が0に
等しい場合、またはwatt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設
定されていない場合は、通知はタイムアウトなしで実行されます。0
より大きい値を指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用
して、通知が実行されます。

Note:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。
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説明/処理フィールド

watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティの詳細については、
47 ページの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合
の強制タイムアウト」を参照してください。

12. [WHEN] タブを使用して、情報を選択する際の条件を指定します。

Note:
Microsoft SQL Server、Sybase または V4 AS/400 DB2 を使用する場合は、[WHEN] タブ
を使用しないでください。この機能はサポートされていません。このタブを使用しようと
すると例外が生成されます。

a. [Insert Row] アイコンを選択して、新しい WHEN 節フィールドを定義します。

b. [Column] フィールドを選択し、リストから列を選びます。

c. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。

d. [Value]フィールドに固定値を入力します。必ず有効な値を入力してください。有効でな
い場合、実行時に例外が生成されます。

e. 必要な場合は、 アイコンまたは アイコンを使用して、パラメータが正しい順序で解
析されるように WHEN 節の順序を変更します。

f. WHEN パラメータをすべて指定するまで、この手順を繰り返します。

13. [Permissions] タブを使用して ACL をエレメントに割り当てる方法に関する情報は、
[Properties] パネルに表示されます。

14. [File] メニューの [Save] を選択します。

15.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。

BasicNotification の設定
BasicNotification は、SQL の SELECT 操作によりデータベーステーブルのポーリングを行いま
す。通知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照してください。

BasicNotification の作成
通知を設定するには Designer を使用します。
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通知を設定する前に、140ページの「通知を設定または管理する前に」を確認するようにしてく
ださい。

BasicNotification を設定するには

1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [BasicNotification] テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。

6. [Finish] をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。

a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。

b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き) マルチ送信ポリシー
で設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、これ
を [true] に設定する必要があります。
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説明/処理フィールド

注:
Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTION のタイプの JMS 接続エイリアスをサポー
トしません。

JMSトリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名前。[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

[Permissions] タブからの情報は、[Properties] パネルに表示されます。

8. [Tables] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

注:
jt400.jar ファイルを使用する AS/400 DB2 V4R5 では、通知のテーブル名が 10 文字を超
えないようにします。10 文字を超えると、通知を有効にするときに例外が発生します。

説明/処理フィールド

[TableName]フィールドで複数のテーブルを選択すると、テーブルエイリア
スが自動的に割り当てられます。デフォルトは [t1] です。

[Table Alias]

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトは current catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schema です。テーブル名に

[Table Name]

ピリオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれている
と、Designer ではエラーがスローされます。

注:
Informixデータベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできないた
め、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

9. テーブルを結合しない場合は、このステップを省略してください。[Joins]タブを選択して、
設定したテーブルを結合するための列を指定します。

a. アイコン (またはすべての行をテーブルに追加する アイコン)を選択して、左右の列
を新たに作成します。

b. [Left Column] を選択し、最初のテーブルの結合列を選択します。

c. 適切な [Operator] を選択します。

d. [Right Column] を選択し、次のテーブルの結合列を選択します。

e. 結合をすべて定義するまで、この手順を繰り返します。
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10. [SELECT] タブを使用して、選択する列とフィールドを定義します。

a. [ALL/DISTINCT] フィールドで、重複行を含める場合は [ALL] を選択し、重複行を抑止す
る場合は [DISTINCT] を選択します。[ALL] を選択することは、SQL の SELECT ALL name
from tablename ステートメントに相当します。デフォルト値は空白で、SQL の SELECT
name from tablename ステートメントに相当します。

b. アイコン (またはすべての行をテーブルに追加する アイコン) を選択して、新しい
フィールドを必要に応じて作成します。

c. [Expression]フィールドで、列を選択するか、有効なSQL式を入力します。[Expression]
フィールドで選択した列ごとに、対応する [Column Type]、[JDBC Type]、[Output Field
Type]、および [Output Field] が表示されます。次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

列名または SQL 式。[Expression]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[Column Type]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

出力フィールドのデータタイプ。Adapter for JDBCは、データベース
固有のタイプをJavaデータタイプに自動的に変換します。JDBCタイ

[Output Field Type]

プからJavaタイプへのマッピングのリストについては、224ページの
「JDBCデータタイプからJavaデータタイプへのマッピング」を参照
してください。

SELECT操作の出力が入るフィールドの名前。出力フィールド名は、
式を選択すると表示されます。必要に応じて出力フィールド名を変更
することもできます。

[Output Field]

ポーリングごとのパブリッシュ可能なドキュメントの順序を指定しま
す。ポーリングごとの通知のパブリッシュ可能なドキュメントを、1

[Sort Order]

つ以上のテーブル列に基づいて正しい昇順または降順で並べる場合、
このフィールドを使用します。[Ascend] または [Descend] を選択し
ます。ソート順序がない場合は、このフィールドを空白のままにしま
す。

d. 通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルのIntegration Serverにパブリッシュ
するには、[Publish Locally] オプションを選択します。

デフォルトでは、このオプションは選択されていません。つまり、BrokerがIntegration
Server に設定されている場合、パブリッシュ可能なドキュメントは Broker にパブリッ
シュされます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュメントはローカルの
Integration Server にパブリッシュされます。
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[Publish Locally] オプションを選択すると、Integration Server がリモートのBroker に接
続していて、そこからローカルの Integration Server のサービスがトリガーされる場合
に、パフォーマンス上の問題が緩和されます。

e. 一回のみ通知機能を使用する場合、[Exactly Once Notification] オプションを有効にする
必要があります。詳細については、180ページの「一回のみ通知機能の使用」を参照して
ください。

f. 通知処理の後、[RecordIDColumn]の値に基づいて、選択されたレコードをバッファテー
ブルから自動的に削除するには、[Delete selected records] フラグを設定します。このオ
プションを使用することにより、ポーリングのたびに同じドキュメントが Integration
Server へパブリッシュされるのを防ぎます。

注:
BasicNotification を実行すると、重複メッセージによるエラーが生成されることがあ
ります。これは、Integration Serverが通知ドキュメントの重複を無視するために発生
します。この問題を回避するには、[Delete selected records] オプションをチェック
し、この手順の次のステップに従って、[Record ID Column] の値として連続する一意
の値を持つ列を選択します。

g. 一回のみ通知機能を使用するには、[Record ID Column] フィールドを使用します。この
通知のパブリッシュ可能なドキュメントの一意のIDとして使用するバッファテーブル列
を選択します。詳細については、180ページの「一回のみ通知機能の使用」を参照してく
ださい。

値が重複しないように、連番の値を持つテーブル列を [Record ID Column] フィールドか
ら選択します。

h. [MarkIDColumn]フィールドを使用して、レコードを処理済みとしてマークします。デー
タベーステーブルに作成した、レコードの状態を保持する列を選択します。このオプショ
ンは、[Delete selected records] フラグを設定せずに、重複レコードのパブリッシュを避
ける場合に使用します。レコードの状態を保持する列の作成方法と、レコードをパブリッ
シュ済みとしてマークする方法の詳細については、31ページの「基本通知」を参照して
ください。

i. [MaximumRow]フィールドを使用して、データベースから取り出すレコード数の最大値
を指定します。このフィールドは、扱うレコード数が多く、通知のポーリング時に送信
されるドキュメント数を制限したい場合に役立ちます。

デフォルト値の [0] (制限なし) の場合、すべてのレコードが取り出されます。

j. [Query Time Out] フィールドを使用して、設定している BasicNotification のクエリータ
イムアウト値を指定します。この値は、Adapter for JDBC が通知の実行を待機する時間
です。この時間を過ぎると SQL 操作が停止します。

デフォルト値は -1です。通知で、watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティで指定さ
れた値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。
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値が0に等しい場合、または watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設定されて
いない場合は、通知はタイムアウトなしで実行されます。

0 より大きい値を指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用して、通知が実
行されます。

注:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ページの「サービス
および通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タイムアウト」を参照してくださ
い。

11. [WHERE] タブを使用して、情報を選択する際の SQL クエリーステートメントの WHERE 条
件を指定します。

a. アイコンを選択して、新しい WHERE 節フィールドを定義します。

b. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択し、次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

論理演算子。[AND/OR]

WHERE 節で使用する列の名前。[Column]

[Column] と [Input Field] を関連付ける演算子。[Operator]

このフィールドに固定値を入力します。必ず有効な値を入力してください。
有効でない場合、実行時に例外が生成されます。

[Input Field]

注:
Oracle ユーザは、CHAR(n) データタイプを使用して [Input Field] に値を入力する場
合、Adapter for JDBC で自動的に ORACLEFIXED_CHAR データタイプが JDBC データ
タイプとして設定されます。

c. 必要な場合は、 アイコンまたは アイコンを使用して、パラメータが正しい順序で解
析されるように WHERE 節の順序を変更します。

d. WHERE パラメータをすべて指定するまで、この手順を繰り返します。

12. [Permissions] タブを使用して ACL をエレメントに割り当てる方法に関する情報は、
[Properties] パネルに表示されます。

13. [File] メニューの [Save] を選択します。
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14.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。

StoredProcedureNotification の設定
StoredProcedureNotification は、データベース内のストアドプロシージャを呼び出して、通知
データをパブリッシュします。通知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照し
てください。

StoredProcedureNotification の作成
通知を設定するには Designer を使用します。

通知を設定する前に、140ページの「通知を設定または管理する前に」を確認するようにしてく
ださい。

StoredProcedureNotificationの使用に関する詳細と重要な考慮事項については、34ページの「ス
トアドプロシージャ通知」を参照してください。

StoredProcedureNotification を設定するには

1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [StoredProcedureNotification] テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。

6. [Finish] をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。

a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。
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b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き) マルチ送信ポリシー
で設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、これ
を [true] に設定する必要があります。

Note:
Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTION のタイプの JMS 接続エイリアスをサポー
トしません。

JMSトリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名前。[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

[Permissions] タブからの情報は、[Properties] パネルに表示されます。

8. [Call] タブを選択して、通知で使用するストアドプロシージャを指定します。 アイコンを
使用して、[Call] タブのパラメータを次のように設定します。

説明/処理フィールド

カタログの名前。カタログ名のデフォルトは current catalog です。[Catalog Name]

スキーマの名前。スキーマ名のデフォルトは current schema です。[Schema Name]

[Procedure Name] に入力するには、このフィールドを [False] に設定
します。[Procedure Name] をリストから選択するには、このフィール

[Enable Procedure
Lookup] (オプショ
ン) ドを [True] に設定します。デフォルトは [False] です。プロシージャの

名前がわかっていて、多数のプロシージャがリストに含まれる大規模な
データベースを使用している場合は、この値を [False] に設定します。

[Enable Procedure Lookup] フィールドの設定に応じて、ストアドプロ
シージャ名を入力するか、または選択します。

[Procedure Name]

通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルのIntegration Server
にパブリッシュするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオプ

[Publish Locally]

ションは選択されていません。つまり、Brokerが Integration Serverに
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説明/処理フィールド

設定されている場合、パブリッシュ可能なドキュメントは Broker にパ
ブリッシュされます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュメ
ントはローカルのIntegration Serverにパブリッシュされます。[Publish
Locally] オプションを選択すると、Integration Server がリモートの
Brokerに接続していて、そこからローカルのIntegration Serverのサー
ビスがトリガーされる場合に、パフォーマンス上の問題が緩和されま
す。

対応する [Return Field Name] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

ストアドプロシージャの戻り値フィールドの名前。[Return Field
Name]

クエリータイムアウトの値 (秒) を指定します。この値は、Adapter for
JDBCが通知の実行を待機する時間です。この時間を過ぎるとSQL操作

[Query Time Out]

が停止します。デフォルト値は -1 です。通知で、
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティで指定された値をタイム
アウトとして使用する場合は、デフォルト値を使用します。値が 0 に
等しい場合、または watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設
定されていない場合は、通知はタイムアウトなしで実行されます。0よ
り大きい値を指定すると、指定された値をタイムアウトとして使用し
て、通知が実行されます。

Note:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タ
イムアウト」を参照してください。

9. [Parameter] タブを使用して、ストアドプロシージャパラメータを指定します。 アイコン
(またはすべての行をテーブルに追加する アイコン)を使用して、ストアドプロシージャの
新規パラメータを作成します。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャパラメータのJDBCタイプ。JDBCタイプからJava
タイプへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータ
タイプから Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

[ParamJDBCType]

ストアドプロシージャパラメータの名前。[ParamName]

StoredProcedure 通知は入力パラメータを受け入れないため、パラメー
タタイプは OUT を選択します。

[ParamType]

StoredProcedure 通知は入力パラメータを受け入れないため、デフォル
ト値の [?] をそのまま使用します。

[Expression]
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説明/処理フィールド

ストアドプロシージャの出力パラメータがある場合、そのパラメータの
名前。ストアドプロシージャの出力フィールドの詳細については、34ペー
ジの「ストアドプロシージャ通知」を参照してください。

[Output Name]

出力パラメータの Java タイプ。JDBC タイプから Java タイプへのマッ
ピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプからJava
データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Type]

10. StoredProcedure 通知は、1 つの結果セット (または Oracle REF CURSOR) のみをサポートし
ます。結果セットには、ネストされたカーソルを含めることができます。

Note:
ネストされたカーソルを含む結果セットを使用している場合、Adapter for JDBCのパフォー
マンスが低下する可能性があります。ネストされたカーソルは再帰的に処理されるため、
Adapter for JDBC から不要なデータが返される場合もあります。

プロシージャが結果セットを返す場合、[ResultSet]タブを選択し、次の表のフィールドを使
用して結果セットパラメータを指定します。

説明/処理フィールド

インデックスが各結果セットに自動的に割り当てられます。最初の行
のデフォルト値は [1] です。

[Result Set Index]

Note:
Oracleデータベースに対して使用する場合、このフィールドは必要
ありません。

作成する結果セットの名前を入力します。結果セットの詳細について
は、34ページの「ストアドプロシージャ通知」を参照してください。

[Result Set Name]

Note:
Oracleデータベースに対して使用する場合、このフィールドは必要
ありません。

有効な結果セット名を選択します。[Result Set Name]
(下段の表中)

結果セットの列の名前。[Column Name]

結果セット列の JDBC タイプ。[JDBC Type]

結果列の Java タイプ。JDBC タイプから Java タイプへのマッピング
のリストについては、224ページの「JDBCデータタイプからJavaデー
タタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Type]

11. [Permissions] タブを使用して ACL をエレメントに割り当てる方法に関する情報は、
[Properties] パネルに表示されます。
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12. [File] メニューの [Save] を選択します。

13.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。

StoredProcedureNotificationWithSignature の設定
StoredProcedureNotificationWithSignature は、データベース内のストアドプロシージャを呼び
出して、通知データをパブリッシュします。StoredProcedureNotification とは異なり、
StoredProcedureNotificationWithSignatureは、この通知を設定するときにストアドプロシージャ
の署名をイントロスペクトして、リストすることによって、ストアドプロシージャのパラメータ
を自動的に取得できるようにします。そのため、これらのパラメータを手動で検索し、入力し直
す必要がありません。

StoredProcedureNotificationWithSignature の作成
Adapter for JDBC 通知を設定するには Designer を使用します。アダプタ通知の設定および管理
の前に理解しておく必要がある事項を含む、アダプタ通知の詳細については、140ページの「通
知を設定または管理する前に」を参照してください。

StoredProcedureNotificationWithSignature を設定するには

1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [StoredProcedureNotificationWithSignature] テンプレートを選択して、[Next] をクリック
します。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。

この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。

6. [Finish] をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。
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a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。

b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き)マルチ送信ポリシーで
設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、これ
を [true] に設定する必要があります。

Note:
Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTIONのタイプのJMS接続エイリアスをサポート
しません。

JMSトリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名前。[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

[Permissions] タブからの情報は、[Properties] パネルに表示されます。

8. [Call]タブを選択して、呼び出すストアドプロシージャを指定します。次の呼び出しパラメー
タの値を指定します。

説明/処理フィールド

カタログの名前。カタログ名のデフォルトは current catalog です。[CatalogName]

スキーマの名前。スキーマ名のデフォルトは current schema です。[SchemaName]

時間を節約するために、このフィールドに完全なプロシージャ名またはそ
の一部を入力して検索を絞り込むことができます。これは、多数のプロシー

[Procedure
Name Pattern]

ジャがリストに含まれる大規模なデータベースを使用している場合に役立
ちます。複数文字のワイルドカードとして%を、単一文字のワイルドカー
ドとしてアンダースコア (_) を使用します。

Note:
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説明/処理フィールド

DB2データベースでは、プロシージャ名のリストには関数は表示されま
せん。リストにはプロシージャのみが表示されます。

[Procedure Name Pattern] フィールドの設定に応じて、ストアドプロシー
ジャ名を入力するか、または選択します。[<All Procedures>] を選択した

[Procedure
Name]

場合、このフィールドには、選択したカタログおよびスキーマのすべての
プロシージャが一覧されます。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルの Integration Server
にパブリッシュするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオプショ

[Publish
Locally]

ンは選択されていません。つまり、Broker が Integration Server に設定さ
れている場合、パブリッシュ可能なドキュメントはBrokerにパブリッシュ
されます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュメントはローカ
ルの Integration Server にパブリッシュされます。[Publish Locally] オプ
ションを選択すると、Integration Server がリモートの Broker に接続して
いて、そこからローカルの Integration Server のサービスがトリガーされ
る場合に、パフォーマンス上の問題が緩和されます。

9. 指定したストアドプロシージャの署名に基づいて、[Call]タブの上部のテーブルに次のフィー
ルドと値が表示されます。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャパラメータの名前。[ParameterName]

データベース列の SQL データタイプ。[SQL Type]

ストアドプロシージャパラメータの JDBC データタイプ。[JDBC Type]

パラメータタイプを IN、INOUT、またはOUTとして定義します。INま
たはINOUTを選択した場合、[Expression]フィールドで入力式を設定す
ることもできます。

[Parameter Type]

INまたはINOUTのパラメータタイプにのみ入力を設定します。RETURN
またはOUTのパラメータは、[Call] タブの下部のテーブルに自動的に表

[Expression]*

示されます。パラメータタイプ別の許可される式の設定のリストと、各
パラメータがどのように入力フィールドまたは出力フィールドにマップ
するかについては、次の表を参照してください。

次の表に、パラメータタイプ別の有効な式を示します。

マッピングが入力か出力か式パラメータタイプ

出力フィールド空 (デフォルト)RETURN

出力フィールド空 (デフォルト)OUT
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マッピングが入力か出力か式パラメータタイプ

マッピングなしデフォルトは空。固定
値で更新する必要あ
り。

IN

出力フィールド空 (デフォルト)INOUT

出力フィールド。後述するように、
[ResultSet]タブでパラメータを設定する。

空 (デフォルト)ORACLE CURSOR
(INOUT)

10. [Call] タブの下部のテーブルに、通知のパブリッシュ可能なドキュメントの出力にマップさ
れ、OUT または INOUT のパラメータの値を返すストアドプロシージャの出力パラメータと
値が一覧されます。

説明/処理フィールド

ストアドプロシージャの出力パラメータの名前。[Output Parameter
Name]

データベース列の SQL データタイプ。[SQL Type]

出力パラメータの JDBC データタイプ。[JDBC Type]

出力パラメータの名前。[Output Field]

出力パラメータの Java データタイプ。JDBC から Java データタイプへ
のマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプ
から Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output FieldType]

11.次のフィールドで、設定する StoredProcedureNotificationWithSignature 通知のクエリータ
イムアウト値を指定します。

説明/処理フィールド

クエリータイムアウトの値 (秒)。この値は、Adapter for JDBC が通知の
実行を待機する時間です。この時間を過ぎるとSQL操作が停止します。

[Query Time Out]

デフォルト値は-1です。通知で、watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロ
パティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォル
ト値を使用します。値が 0 に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティが設定されていない場合は、
通知はタイムアウトなしで実行されます。0より大きい値を指定すると、
指定された値をタイムアウトとして使用して、通知が実行されます。

Note:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。
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説明/処理フィールド

watt.adapter.JDBC.QueryTimeoutプロパティの詳細については、47ペー
ジの「サービスおよび通知でSQL操作が長時間にわたる場合の強制タイ
ムアウト」を参照してください。

12.プロシージャが結果セットを返す場合、[ResultSet]タブを選択し、次の表のフィールドを使
用して結果セットパラメータを指定します。

このタイプの通知は複数の結果セットをサポートしています。 アイコンを使用して、必要
に応じて結果セットを追加します。

Note:
選択したストアドプロシージャが変更されると、[Call] タブのすべてのテーブルが自動的
に更新されますが、[ResultSet]タブの情報は自動的に更新されません。この情報を更新す
るには、[ResultSet] タブのフィールドを手動で更新する必要があります。

次のパラメータの値を指定します。

説明/処理フィールド

インデックスが各結果セットに自動的に割り当てられます。最初の行の
デフォルト値は [1] です。

[Result Set Index]

作成する結果セットの名前。[Result SetName]

結果セット名を選択します。[Result SetName]
(下段の表中)

結果セットの列の名前。[Column Name]

結果列の JDBC データタイプ。[JDBC Type]

結果列のJavaデータタイプ。JDBCからJavaデータタイプへのマッピン
グのリストについては、224ページの「JDBCデータタイプからJavaデー
タタイプへのマッピング」を参照してください。

[Output Type]

13. [Permissions] タブを使用して ACL をエレメントに割り当てる方法に関する情報は、
[Properties] パネルに表示されます。

14. [File] メニューの [Save] を選択します。

15.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。
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OrderedNotification の設定
OrderedNotification は、複数のテーブルに対する複数の挿入、更新、削除操作の通知データを
パブリッシュします。通知の詳細については、25 ページの「アダプタ通知」を参照してくださ
い。

OrderedNotification では通常、通知のパブリッシュ可能なドキュメントをサブスクライブする
Integration Server トリガーと、トリガーが呼び出すフローサービスを設定します。
OrderedNotificationを使用する主な理由は、操作の発生順を維持することにあるので、トリガー
とフローサービスを作成する際には必ず、Designer の [Settings] タブにある [Processing Mode]
オプションを設定します。Integration Server トリガーおよびフローサービスの設定の詳細につ
いては、ご使用のリリースの『webMethods Service Development Help』を参照してください。

OrderedNotifications を設定する場合の考慮事項
OrderedNotification を設定する際には、次の制限を考慮する必要があります。

OrderedNotifications は、すべてのバージョンの Teradata データベースで動作しません。

OrderedNotification を MySQL データベースで使用する場合、データベースフィールドを同
じ値で更新してもトリガーは呼び出されません。

MySQL バージョン 5.0.x では、1 つのテーブルに対して同じイベント (挿入、削除、または
更新)を持つ複数のトリガーはサポートされていません。そのため、MySQLデータベースで
は、テーブルに対して OrderedNotification を有効にする前に、テーブルを監視する同じ操
作タイプの OrderedNotification または他のアダプタ通知を無効にする必要があります。

OrderedNotification の作成
通知を設定するには Designer を使用します。

OrderedNotification を設定する前に、140 ページの「通知を設定または管理する前に」および
172ページの「OrderedNotificationsを設定する場合の考慮事項」を確認するようにしてくださ
い。

OrderedNotification を作成するには

1. Designerで、通知を含めるパッケージを右クリックし、[New]> [AdapterNotification] を選
択します。

2. 親ネームスペースを選択し、アダプタ通知の名前を入力して、[Next] をクリックします。

3. [Adapter for JDBC] をアダプタタイプとして選択し、[Next] をクリックします。

4. [OrderedNotification] テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。

5. 適切な [Adapter Connection Name] を選択して、[Next] をクリックします。
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6. この通知に関連付けられるパブリッシュ可能なドキュメントの名前が表示されます。[Finish]
をクリックします。

アダプタ通知とパブリッシュ可能なドキュメントの詳細については、25 ページの「アダプ
タ通知」を参照してください。Integration Serverのパブリッシュ可能なドキュメントの詳細
については、使用するリリースの『Publish-Subscribe Developer’s Guide』を参照してくださ
い。

7. Designer によって通知が作成されて、アダプタ通知のエディタが表示されます。

a. 必要な場合には [Adapter Settings] タブを選択して、[Adapter Name]、[Adapter
Connection Name]、[Adapter Notification Template] などのアダプタ通知プロパティを
いつでも確認できます。

b. [Publish Document] セクションで、通知ドキュメントのパブリッシュ方法を指定できま
す。

ドキュメントを Broker にパブリッシュするには、[Broker/Local] を選択します。こ
れがデフォルトのオプションです。

ドキュメントを JMS プロバイダにパブリッシュするには、[JMS Provider] を選択し
て、次の入力フィールドに値を指定します。

説明/処理フィールド

Integration Server で設定された JMS 接続エイリアスの名前。[Connection alias name]

接続エイリアスが、Guaranteed (保証付き)マルチ送信ポリシーで
設定された Broker クラスタである場合、watt プロパティ
watt.art.notification.jmsSend.usePublicServiceを追加して、これ
を [true] に設定する必要があります。

Note:
Adapter Runtime は、LOCAL_TRANSACTION と
XA_TRANSACTIONのタイプのJMS接続エイリアスをサポート
しません。

JMSトリガーが受け取るメッセージの送信元である宛先の名前。[Destination name]

宛先が [Queue] (デフォルト) か、[Topic] かを示します。[Destination type]

[Permissions] タブからの情報は、[Properties] パネルに表示されます。

8. [Notification Configure] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

Adapter for JDBC により作成される [Resource Name] の生成に使用さ
れる基本名。

[Base Name]
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説明/処理フィールド

Note:
OS/390 でのトリガー名は 8 文字以下なので、OS/390 DB2V7.2 の
場合には、以下で作成する [BaseName] を 5文字以下にする必要が
あります。

通知のパブリッシュ可能なドキュメントをローカルのIntegrationServer
にパブリッシュするかどうかを指定します。デフォルトでは、このオ

[Publish Locally]

プションは選択されていません。つまり、Brokerが Integration Server
に設定されている場合、パブリッシュ可能なドキュメントはBrokerに
パブリッシュされます。それ以外の場合に、パブリッシュ可能なドキュ
メントはローカルの Integration Server にパブリッシュされます。
[PublishLocally]オプションを選択すると、Integration Serverがリモー
トの Broker に接続していて、そこからローカルの Integration Server
のサービスがトリガーされる場合に、パフォーマンス上の問題が緩和
されます。

タイプには、[Buffer Table]、[Trigger]、および [Sequence] がありま
す。基本名とリソースタイプを基に [Resource Name] が生成されま
す。

[Resource Type]

リソース名は、重複しないように次の要素が組み合わされます。名前
は編集できません。

[Resource Name]

リソースの接頭辞 ([Buffer Table]、[Trigger]、[Sequence] を表す
WMB、WMT、WMS)

[Base Name] フィールドに入力した名前

システムのタイムスタンプに基づいた接尾辞

ファイルレコードの形式。DB2 for AS/400 V4R5 でのみ使用するオプ
ションのフィールドです。

[File RecordFormat]

バッファテーブルが作成されるデータベースの名前。DB2 for OS/390
でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Database Name]

バッファテーブルが作成されるテーブルスペースの名前。DB2 for
OS/390 でのみ使用するオプションのフィールドです。

[Table Space Name]

9. [Source Tables] タブを選択して、次のフィールドを使用します。

Note:
jt400.jar ファイルを使用する AS/400 DB2 V4R5 では、通知のテーブル名が 10 文字を超
えないようにします。10 文字を超えると、通知を有効にするときに例外が発生します。
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説明/処理フィールド

[Table Name] フィールドで複数のテーブルを選択すると、テーブルエイ
リアスが自動的に割り当てられます。デフォルトは「t1」です。

[Table Alias]

テーブル名を選択します。関連カタログ名のデフォルトはcurrent catalog
です。関連スキーマ名のデフォルトは current schema です。テーブル名

[Table Name]

にピリオドを含めることはできません。テーブル名にピリオドが含まれ
ていると、Designer ではエラーがスローされます。

Note:
Informix データベースの場合は現在のカタログにしかアクセスできな
いため、カタログおよびデータベース名を指定できません。

選択したテーブルに基づいてテーブルタイプが自動的に表示されます。[Type]

INSERT、UPDATE、または DELETE の操作を選択します。[OperationType]

通知に指定された各操作を一意に識別する ID を割り当てます。[Operation ID]

10. [SELECT] タブを使用して、選択する列とフィールドを次のように定義します。

a. [ALL/DISTINCT] フィールドで、重複行を含める場合は [ALL] を選択し、重複行を抑止す
る場合は [DISTINCT] を選択します。[ALL] を選択することは、SQL の SELECT ALL name
from tablename ステートメントに相当します。デフォルト値は空白で、SQL の SELECT
name from tablename ステートメントに相当します。

b. アイコン (またはすべての行をテーブルに追加する アイコン) を選択して、新しい
フィールドを必要に応じて作成します。選択した [Expression] 列ごとに、対応する
[Operation ID]、[Column Type]、[JDBC Type]、[Output Field Type]、および [Output
Field] が表示されます。

次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

列名。[Expression]

式に対応する操作の ID。[Operation ID]

データベーステーブルに定義されている列のデータタイプ。[ColumnType]

対応する [Output Field] の JDBC タイプ。[JDBC Type]

出力フィールドのデータタイプ。Adapter for JDBCは、データベース固有の
タイプを Java データタイプに自動的に変換します。JDBC タイプから Java

[Output Field
Type]

タイプへのマッピングのリストについては、224ページの「JDBCデータタ
イプから Java データタイプへのマッピング」を参照してください。
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説明/処理フィールド

SELECT操作の出力が入るフィールドの名前。出力フィールド名は、式を選
択すると表示されます。必要に応じて出力フィールド名を変更することもで
きます。

[Output Field]

更新操作でのみ使用します。[SELECT] タブに指定された列のうち、更新時
に通知が必要な列を指定するには、このオプションを使用します。次のどち
らかを選択します。

[Notify On
Update]

[Yes]:このデータ列が更新されたときに通知が必要な場合に指定します。
[Yes] がデフォルト値です。

[No]: このデータ列が更新されたときに通知が不必要な場合に指定しま
す。たとえば、[MyName]、[MyNumber]、[MyLocation] という 3 つの
出力フィールドを設定するとします。通知が必要なのは、[MyLocation]
出力フィールドが更新されたときだけです。この場合、[MyLocation]出
力フィールドには[Yes]を選択し、[MyName]と [MyNumber]出力フィー
ルドには [No] を選択します。

更新操作でのみ使用します。データベーステーブルから取り出す出力値を指
定します。デフォルトでは、通知はデータベーステーブルから新しい値を取
り出します。次のいずれかの出力値タイプを選択します。

[Output Value
Type]

[Old]: データベーステーブルから古い値を取り出します。

[New]: データベーステーブルから新しい値を取り出します。

古い値と新しい値の両方を取り出すには、2つの行を作成して、1つの行で
[OutputValueType]に [Old]を選択し、もう1つの行で[OutputValueType]
に [New] を選択する必要があります。この場合は、古い値と新しい値の両
方で [Output Field] が一意である必要があります。

Note:
SybaseおよびMicrosoft 2000/2005では、同じ通知で古い値と新しい値
の両方を取り出すことはできません。通知で古い値と新しい値のいずれ
かを取り出す必要があります。

バッファテーブルから取り出す行数を指定します。このフィールドは、扱う
レコード数が多く、通知のポーリング時に送信されるドキュメント数を制限

[Maximum
Row]

したい場合に役立ちます。値を [0] (制限なし)にすると、取り出される行数
は無制限になります。

クエリータイムアウトの値(秒)を指定します。この値は、Adapter for JDBC
が通知の実行を待機する時間です。この時間を過ぎると SQL 操作が停止し

[Query Time
Out]

ます。デフォルト値は -1 です。通知で、watt.adapter.JDBC.QueryTimeout
プロパティで指定された値をタイムアウトとして使用する場合は、デフォル
ト値を使用します。値が 0 に等しい場合、または
watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティが設定されていない場合は、
通知はタイムアウトなしで実行されます。0より大きい値を指定すると、指
定された値をタイムアウトとして使用して、通知が実行されます。
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説明/処理フィールド

Note:
-1 は、このフィールドに許可された唯一の負の値です。

watt.adapter.JDBC.QueryTimeout プロパティの詳細については、47 ページ
の「サービスおよび通知で SQL 操作が長時間にわたる場合の強制タイムア
ウト」を参照してください。

11. [WHEN] タブを使用し、次の手順に従って、情報を選択する際の条件を指定します。

Note:
Microsoft SQL Server または Sybaseを使用する場合は、[WHEN] タブを使用しないでくだ
さい。この機能はサポートされていません。このタブを使用しようとすると例外が生成さ
れます。

a. アイコンを選択して、新しい WHEN 節フィールドを定義します。

b. [Expression] フィールドで列を選択します。対応する [Operation ID] が表示されます。

c. [AND/OR]フィールドの論理演算子、[Operator]、および区切り文字(左右のかっこ)の値
を必要に応じて選択します。

d. [Value]フィールドに固定値を入力します。必ず有効な値を入力してください。有効でな
い場合、実行時に例外が生成されます。

e. 必要な場合は、 アイコンまたは アイコンを使用して、パラメータが正しい順序で解
析されるように WHEN 節の順序を変更します。

f. WHEN パラメータをすべて指定するまで、この手順を繰り返します。

12. [Permissions] タブを使用して ACL をエレメントに割り当てる方法に関する情報は、
[Properties] パネルに表示されます。

13. [File] メニューの [Save] を選択します。

14.通知を使用するには、Integration Server Administrator で該当する通知をスケジュールし、
有効にする必要があります。詳細については、178ページの「ポーリング通知の管理」を参
照してください。

Note:
Sybase データベースを監視する順序付き通知を有効化しているときに、トランザクショ
ンでデータ定義コマンドを使用できないことを示すエラーが発生した場合は、Sybaseデー
タベースでコマンド sp_dboption database_name,"ddl in tran", true を実行する必要が
あります。
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ポーリング通知の管理
通知を使用するには、スケジュールを設定して通知を有効にしておく必要があります。Integration
Server Administrator を使用して、次の手順に従います。

注:
Adapter for JDBCの管理画面にアクセスするには、Integration Server Administrator権限が必
要です。ユーザ権限の設定の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Integration
Server Administrator’s Guide』を参照してください。

ポーリング通知を管理するには

1. Integration Server Administrator を起動します。

2. Integration Server Administrator のナビゲーション領域にある [アダプタ] メニューで、
[Adapter for JDBC] を選択します。

3. ナビゲーション領域から [ポーリング通知] を選択します。

4. [Adapter for JDBC] の [ポーリング通知] テーブルでは、次の表のフィールドを使用して各ア
ダプタ通知を管理します。

注:
jt400.jar ファイルを使用する AS/400 DB2 V4R5 では、通知のテーブル名が 10 文字を超
えないようにします。10 文字を超えると、通知を有効にするときに例外が発生します。

注:
XA_TRANSACTION 接続を使用している場合、通知を有効にできません。

説明/処理フィールド

通知の名前。[通知名]

通知のパッケージの名前。[パッケージ名]

ポーリング通知をスケジュールしたら、このオプションのドロップダ
ウンリストを使用してポーリング通知の状態を設定します。

[状態]

注:
ポーリング通知は、有効にする前にスケジュールして置く必要があ
ります。ポーリング通知をスケジュールするには、以下の手順で説
明されている アイコンを使用します。

[有効]: ポーリング通知はスケジュールどおりに実行されます。

[一時停止中] : ポーリング通知はスケジューラから削除されます
が、データベーストリガーとバッファテーブルは削除されません。
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説明/処理フィールド

[無効] :ポーリング通知はスケジューラから削除され、データベー
ストリガーとバッファテーブルも削除されます。

[有効をすべて一時停止する]と [一時停止中をすべて有効にする]のリ
ンクによって、複数のポーリング通知の状態も簡単に変更できます。
通知の有効化、一時停止、無効化はトリガーとバッファテーブルの作
成と削除に影響を与えます。詳細については、45 ページの「ポーリ
ング通知と状態」を参照してください。アダプタ通知に対してスケ
ジュールされているポーリング通知がない場合は、このフィールドは
操作できません。ポーリング通知をスケジュールするには、 アイコ
ンを使用します。

アイコンをクリックして、ポーリング通知パラメータを作成または
変更します。

[スケジュールの編集]

注:
ポーリング通知を無効にしておかないと編集できません。

[スケジュールの表示]アイコンをクリックして、選択したポーリング
通知のパラメータを確認します。ポーリング通知のメインページに戻
るには、[Adapter for JDBC通知に戻る] をクリックします。

[スケジュールの表示]

をクリックして、ユーザをポーリング通知に割り当てます。デフォ
ルトでは、[実行ユーザ] は [Administrator] に設定されています。こ

[実行ユーザ]

こで Integration Server Administrator の [実行ユーザ] を設定して、
ポーリング通知にユーザを割り当てることができます。

5. 選択したアダプタ通知のスケジュールパラメータを作成または変更するには、 アイコンを
クリックして次のフィールドを使用します。

説明/処理フィールド

ポーリング間隔を秒単位で入力します。[間隔 (秒)]

注:
このオプションは使用しないでください。使用した場合、この通知
を有効にしたときにテーブルがロックされ、Integration Server に障
害が発生することがあります。

[オーバーラップ]

ポーリングを直ちに開始するには、このオプションを有効にします。[即時]

6. [スケジュールの保存] をクリックします。

7. ポーリング通知を作成すると、有効にすることができます。ポーリング通知を有効にするに
は、[状態] フィールドを使用します。
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一回のみ通知機能の使用
アダプタ通知では、一回のみ通知機能が使用されます。この機能により、処理が失敗した場合で
も通知データが重複することはなくなります。そのためには、パブリッシュ可能なドキュメント
にそれぞれ一意のIDを割り当てます。処理が失敗すると、Integration Serverは記憶領域内に重
複したレコードがないかどうかチェックし、重複した ID をすべて無視します。

この機能により、処理が失敗した後でもバッファテーブル内のデータ行が重複することがなくな
るため、処理が失敗した場合に通知を再作成する必要はありません。一回のみ通知機能により、
適切な修正が必要に応じて自動的に行われます。

Note:
ストアドプロシージャ通知は、パブリッシュ可能なドキュメントについて一意の IDを使用し
ないため、一回のみ通知機能をサポートしていません。

一回のみ通知機能の有効化
一回のみ通知機能を使用するには、Integration Server で重複抑制機能を有効にする必要があり
ます。詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Integration Server Administrator’s
Guide』を参照してください。

設定したアダプタ通知のエクスポート
ある Integration Server からの通知を別の Integration Server にエクスポートできます。エクス
ポートするために通知を無効にする必要はありません。ほとんどの場合、エクスポートするパッ
ケージ内の通知の現在の状態は保持されます。ただし、別の Integration Server に展開して別の
データベースに接続する場合は、まず通知を無効にする必要があります。

Note:
特定の通知は、一度に 1 つの Integration Server 上でのみ実行できます。

SoftwareAGでは、アダプタ通知をエクスポートまたは展開した後、次の条件がすべて満たされ
た場合に、Designer の通知テンプレートのアダプタ値を再ロードすることを推奨しています。

1. ソースとターゲットの Integration Server での通知の接続が、同じデータベースに接続して
いる。

2. 通知の接続は、ソースとターゲットの Integration Server で異なるスキーマで設定されてい
る。

3. 2 つのスキーマは、互いのデータベースオブジェクトにアクセスできる。

Software AG では、重要な環境においては基本通知を使用することを推奨しています。

挿入通知、更新通知、削除通知および順序付き通知の場合、バッファテーブルとトリガーはデー
タベースに保持されます。通知をエクスポートした Integration Server が起動すると、設定され
ている各通知はバッファテーブルからデータをポーリングし始めます。

設定済み通知を [無効] の状態でエクスポートする必要がある場合は、その通知を含むパッケー
ジをエクスポートする前に、通知を無効にする必要があります。通知を無効にすると、挿入通
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知、更新通知、削除通知および順序付き通知の場合、バッファテーブルとトリガーは削除されま
す。エクスポートした通知を有効にすると、バッファテーブルとトリガーが作成されます。

詳細については、27 ページの「挿入通知、更新通知、削除通知」を参照してください。

Software AGでは、設定済み通知は、[一時停止中]の状態でエクスポートすることを推奨してい
ます。[一時停止中] の状態では、トリガーとバッファテーブルは削除されません。

設定済みの通知をエクスポートした後、通知が [一時停止中] の状態でエクスポートされていな
い場合に、Adapter for JDBC で次のシナリオが発生する可能性があります。

,

エクスポートされた有効な通知を含むパッケージを再ロード中、または Integration Server
の再起動中に、通知のデータベースオブジェクトの一部またはすべてが見つからない場合、
アダプタは、データベースオブジェクトが不足していることを示す警告をスローし、その通
知を無効にします。

エクスポートされた無効な通知を有効にするときに、その通知に対してデータベースオブ
ジェクトの一部またはすべてが存在する場合、アダプタは、データベースオブジェクトが存
在することを示すエラーをスローします。

エクスポートされた通知を無効にするときに、一部のデータベースオブジェクトが見つから
ない場合、アダプタは通知を無効にしますが、既存のデータベースオブジェクトは削除しま
せん。次回も同じ通知を有効にすると、アダプタは、不完全なデータベースオブジェクトが
存在することを示すエラーをスローします。

このようなシナリオからの回復を促すために、Adapter for JDBCでは次のサービスが用意されて
います。

pub.pollingNotificationUtils:getDatabaseObjectsForNotification: 通知の既存のデータベースオ
ブジェクトをリストする

pub.pollingNotificationUtils:dropDatabaseObjects: 通知の既存のデータベースオブジェクトを
削除する

これらのサービスの詳細については、pub.pollingNotificationUtils:getDatabaseObjectsForNotification
と243 ページの「pub.pollingNotificationUtils:dropDatabaseObjects」を参照してください。

ポーリング通知とその状態については、45 ページの「ポーリング通知と状態」を参照してくだ
さい。

パッケージのエクスポートに関する詳細は、ご使用のリリースの『webMethods Integration
Server Administrator’s Guide』を参照してください。

通知の表示
通知を表示するには、Designer を使用します。

通知を表示するには

1. Designer で、表示する通知を含むパッケージとフォルダを展開します。
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2. 表示する通知をダブルクリックします。

Designer で、通知テンプレートのアダプタ通知エディタに通知が表示されます。

通知の編集
通知を編集するには、Designer を使用します。
pub.art.notification:setPollingNotificationNodeConnectionの組み込みサービスを使用して、アダ
プタに関連する接続を変更できます。詳細については、22 ページの「設計時におけるアダプタ
サービスまたは通知に関連する接続の変更」を参照してください。

通知を編集するには

1. Designer で、編集する通知を含むパッケージとフォルダを展開します。

2. 編集する通知を選択します。

Designer で、通知テンプレートのアダプタサービスエディタに通知が表示されます。

3. 次のいずれかの手順に従います。

VCS 統合機能が有効になっている場合は、通知を右クリックして [チェックアウト] を選
択します。

VCS 統合機能が有効になっていない場合は、通知を右クリックして [ロックして編集] を
選択します。

ローカルサービス開発機能を使用している場合は、Designer で [Team] メニューの適切
なオプションを選択して、通知をチェックアウトします。[Team]メニューで使用できる
オプションは、使用する VCS クライアントによって異なります。

4. 必要に応じて通知のパラメータを変更します。通知のパラメータの詳細については、編集す
る通知のタイプごとの設定に関する項を参照してください。

5. 変更が完了したら、通知を保存して、以下のいずれかを行います。

VCS 統合機能が有効になっている場合は、通知を右クリックして [チェックイン] を選択
します。チェックインコメントを入力し、[OK] をクリックします。

VCS 統合機能が有効になっていない場合は、通知を右クリックして [アンロック] を選択
します。

ローカルサービス開発機能を使用している場合は、Designer で [Team] メニューの適切
なオプションを選択して、通知をチェックインします。[Team]メニューで使用できるオ
プションは、使用する VCS クライアントによって異なります。

注:
アダプタ通知は本質的に接続に依存するため、アダプタ接続を設定した後で、編集や変更
を行うことはできません。
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通知の削除
アダプタ通知を削除するには、Designer を使用します。

注:
通知を削除する前に、その通知を必ず無効にしてください。無効にしないと、通知によって
作成されたトリガーとバッファテーブルがデータベース内に残ります。通知を無効にする場
合は、178 ページの「ポーリング通知の管理」を参照してください。

通知を削除するには

1. Designer で、削除する通知を含むパッケージとフォルダを展開します。

2. 通知を右クリックし、次に [Delete] をクリックします。

アダプタ通知の値の妥当性検査
Designer を使用すると、Adapter for JDBC で、アダプタ通知に対するユーザ定義データの妥当
性検査を設計時に行うことができます。単独の通知について値の妥当性検査を行うことも、通知
について常に値の妥当性検査を行うよう Designer を設定することも可能です。どちらの操作と
も、設計時の操作を遅くさせる可能性があります。

単独のアダプタ通知についてデータ妥当性検査を有効にする場合、Designer は通知の値を、選
択されたアダプタからフェッチ済みのリソースデータと比較します。

アダプタ通知の値を自動的に妥当性検査するオプションを選択した場合、そのオプションは
Integration Server にインストールされたすべての webMethods WmART ベースアダプタについ
て適用されます。

アダプタサービスと通知のエディタおよびその他の Designer メニューオプションおよびツール
バーアイコンの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods ServiceDevelopmentHelp』
を参照してください。

単一アダプタ通知のデータの妥当性検査
単一のアダプタ通知のデータに対して妥当性検査を行うには、次の手順を行います。

単一のアダプタ通知のデータに対して妥当性検査を行うには

1. Designerで、自動妥当性検査を有効にする通知を含むパッケージとフォルダを展開します。

2. データの妥当性検査を行う通知をダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタ通知エディタに設定されたアダプタ通知が表
示されます。

3. アイコンをクリックします。
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全アダプタ通知のデータの妥当性検査
すべてのアダプタ通知のデータに対して Designer で常に妥当性検査ができるようにするには、
次の手順を行います。

アダプタ通知のすべての値に対して自動データ妥当性検査を有効にするには

1. Designerで、[Window]> [Preferences] > [SoftwareAG] > [ServiceDevelopment]> [Adapter
Service/Notification Editor] 項目を選択します。

2. [Automatic data validation] オプションを有効にします。

3. [OK] をクリックします。

アダプタの値の再ロード
Designer を使用すると、Adapter for JDBC で、通知に対するユーザ定義データの再ロードおよ
び妥当性検査を設計時に行うことができます。単独の通知の値を再ロードすることも、アダプタ
通知の値を自動的に再ロードするようDesignerを設定することも可能です。どちらの操作とも、
設計時の操作を遅くさせる可能性があります。

単独のアダプタ通知のアダプタ値を再ロードする場合、Designer は通知の値を、選択されたア
ダプタからフェッチ済みのリソースデータと比較します。

アダプタ通知の値を常に再ロードするオプションを選択した場合、そのオプションはIntegration
Server にインストールされたすべての webMethods WmART ベースアダプタについて適用され
ます。

アダプタサービスと通知のエディタおよびその他のメニューオプションおよびツールバーアイコ
ンの詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service Development Help』を参照し
てください。

単一アダプタ通知の値の再ロード
単一のアダプタ通知のアダプタ値を再ロードするには、次の手順を行います。

単一のアダプタ通知のアダプタ値を再ロードするには

1. Designerで、自動妥当性検査を有効にするサービスを含むパッケージとフォルダを展開しま
す。

2. データの妥当性検査を行うサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタ通知エディタに設定されたアダプタサービス
が表示されます。

3. アイコンをクリックします。
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単一アダプタ通知の値の再ロード
単一のアダプタ通知のアダプタ値を再ロードするには、次の手順を行います。

単一のアダプタ通知のアダプタ値を再ロードするには

1. Designerで、自動妥当性検査を有効にするサービスを含むパッケージとフォルダを展開しま
す。

2. データの妥当性検査を行うサービスをダブルクリックします。

Designerで、サービステンプレートのアダプタ通知エディタに設定されたアダプタサービス
が表示されます。

3. アイコンをクリックします。
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データタイプの設定の概要
webMethods Adapter for JDBC では、特定のデータベースのデータタイプマッピングを XML 設
定ファイルで動的に設定できます。アダプタでは、 Integration Server_directory
\instances\instance_name\packages\WmJDBC Adapter\confi ディレクトリに、次のデータタイ
プマッピングファイルが用意されています。

デフォルトのデータタイプマッピング設定ファイル (TypeMapping.xml)

XML スキーマファイル (TypeMapping.xsd)

サポートされる各バックエンド用のデータベース固有のデータタイプマッピング設定ファイ
ル (OracleTypeMapping.xml など)

データベーステーブルの各列には、SQLタイプが割り当てられます。次に、JDBCドライバは、
各 SQL データタイプを JDBC データタイプにマップします。アダプタは、各 JDBC データタイ
プを、アダプタサービスおよび通知の入出力として使用される 1つ以上の Java データタイプに
マップします。

JDBCデータタイプとJavaデータタイプマッピングの詳細については、224ページの「JDBCデー
タタイプから Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

Adapter for JDBC は XML設定に基づいて、データベース内の特定のテーブル列に正しく該当す
る JDBC タイプを選択します。アダプタサービスまたは通知のテンプレートは、XML 設定ファ
イル内の JDBC データタイプにマップされている対応する Java データタイプを示します。

まれに、データタイプのカスタム処理が必要な時に、データベース固有のファイルを変更する必
要がある場合があります。変更したファイルの検証に失敗した場合は、Adapter for JDBCはファ
イルを無視し、特定のバックエンドへのアダプタ接続は機能しません。

事前定義済み JDBC データタイプの一部ではない JDBC ドライバによって返されるネイティブ
SQL データタイプは、データベース固有の設定ファイル内の拡張データタイプとして設定する
必要があります。

デフォルトのデータタイプマッピングファイル
デフォルトの TypeMapping.xml ファイルには、セッターメソッドとゲッターメソッドを持つ
javaType エントリが、その javaType マッピングを含むデフォルトの jdbcType エントリと共に
入っています。

javaType
次が含まれます。

データベース列に対応する Java オブジェクトにアクセスするときに使われる完全修飾クラ
ス名。

データベース内の特定の列にアクセスする際に、準備されたステートメントおよび結果セッ
トのセッターメソッドとゲッターメソッド。
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typeMapping
java.sql.TypesクラスでサポートされるデフォルトのJDBCタイプの Javaタイプマッピングが含
まれています。1 つの JDBC タイプを 1 つ以上の Java タイプにマップできます。これらの Java
タイプはSoftware AGDesignerの、Adapter for JDBCのサービステンプレートと通知テンプレー
トのドロップダウンリストとして表示されます。

データベースが JDBC タイプに対して特別な処理を必要とし、デフォルトの TypeMapping.xml
ファイルで提供されるマッピングとは異なる javaType マッピングを持つ必要がある場合は、
データベース固有の設定ファイルを変更してデフォルト設定をオーバーライドできます。

データベース固有のデータタイプマッピングファイル
データベース固有のデータタイプマッピング設定ファイルには、JDBCタイプに特別な処理が必
要なものがあるかどうかに応じて、次の要素を含めることができます。

extTypeMapping
java.sql.Types クラスでサポートされていない追加の JDBC タイプと、JDBC タイプの対応する
コードが含まれます。

typeClassName

JDBCタイプが特別な処理を必要とする場合に、com.wm.adapter.wmjdbc.config.JDBCTypeクラ
スを拡張する完全修飾クラス名が含まれています。

たとえば、Oracle BLOBデータタイプとOracle CLOBデータタイプの新しいクラス名は、Oracle
データベースの設定ファイルの BLOB JDBC タイプおよび CLOB JDBC タイプの typeClassName
属性に含まれます。これは、Oracle BLOB データタイプと Oracle CLOB データタイプが特別な
処理を必要とするためです。

columnTypeMapping

特定のデータベースの列 (columnType 要素内) のネイティブ SQL タイプと、対応する JDBC タ
イプとの間のマッピングを含みます。

さらに、次の属性では、特定の列タイプの特別な処理を扱います。

alternativeName

データベース内のネイティブSQL列タイプが、JDBCドライバによって返される名前とは異なる
名前を持つ場合に、JDBC ドライバによって返される値を指定します。

たとえば、Sybaseデータベースの倍精度タイプの列は、ドライバはdouble precisを返します。
この場合、アダプタが倍精度タイプとして認識できるように、Sybase タイプのマッピング設定
ファイルで、alternativeName 属性を double precis に設定します。
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includeColumnSize

アダプタサービスまたは通知の作成時に、列タイプ名に列サイズを表すサフィックスを付けるか
どうかを指定します。属性が falseに設定されている場合、列サイズは含まれません。デフォル
ト値は true です。

resizeFactor

列のサイズが、JDBCドライバが返すサイズと異なっていることを示します。デフォルト値は[1]
で、これは列サイズは JDBC ドライバが返すサイズと同じです。

includePrecision

Decimal JDBC タイプまたは Numeric JDBC タイプに precision 列を含めるかどうかを指定しま
す。属性が true に設定されている場合は、precision が含まれます。デフォルト値は false で
す。

新しいデータタイプの設定

Adapter for JDBC で新しいデータタイプを設定するには

1. Integration Server_directory \instances\instance_name\packages\WmJDBCAdapter\config
ディレクトリから、データベース固有のデータタイプマッピング設定ファイルを開きます。

たとえば、Oracle データベースで SDO_GEOMETRY データタイプを設定するには、
OracleTypeMapping.xml ファイルを開きます。

2. 設定ファイルの extTypeMapping セクションに、新しいデータタイプの jdbcType、
typeClassName、および javaType の属性を追加します。

たとえば、次のように入力します。
<extTypeMapping>

....

...
<jdbcType name="SDO_GEOMETRY" code="2002"
typeClassName="com.test.OracleSDOGeometryType">

<javaType name="STRING"/>
<javaType name="STRUCT"/>
<javaType name="OBJECT"/>
</jdbcType>

</extTypeMapping>

3. ファイルの columnTypeMapping セクションで、columnType の jdbcTypeName と
nativeSqlType の属性に新しいデータタイプを指定します。この操作により、データベース
の列と jdbcType 属性をマップできます。

たとえば、次のように入力します。
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<columnType jdbcTypeName="SDO_GEOMETRY"
nativeSqlType="SDO_GEOMETRY" includeColumnSize="false"/>

4. 新しいカスタム java クラスを作成します。次の表の属性を使用して、カスタム java クラス
を作成します。

使用上の注意属性

属性に任意の名前を指定できます。クラス名

新しいカスタム java クラスは、基底クラス
com.wm.adapter.wmjdbc.config.JDBCTypeから生成される必要があります。

基底クラス

場所: Integration Server_directory
\instances\instance_name\packages\WmJDBCAdapter\code\classes\com\wm\adapter\wmjdbc\config\JDBCType

次の JDBCType のコンストラクタをオーバライドします。コンストラクタ

public JDBCType (String name, int code, JAVAType javaType)

2 つのメソッドをオーバライドします。メソッド

Object getOutput(ResultSet results, int index)

setInput(PreparedStatement statement, int index, Object value)

例

Oracle データベースの SDO_GEOMETRY データタイプの新しい java クラスを作成するため
のテンプレートは、次のとおりです。
import com.wm.adapter.wmjdbc.config.JDBCType;
public class OracleSDOGeometryType extends JDBCType {
public OracleSDOGeometryType(String name, int code, JAVAType javaType) {
super(name, code, javaType);
}
@Override
public Object getOutput(ResultSet results, int index) throws
SQLException,DataMappingException {
/* Enter your code */
}
@Override
protected void setInput(PreparedStatement statement, int index, Object value) throws

SQLException, DataMappingException, IOException {
/* Enter your code */
}
}

5. 新しいカスタム java クラスを使用して jar ファイルを作成します。

6. Integration Server_directory \instances\instances_name\pacakges\WmJDBCAdapter\code\jars
ディレクトリに、typeClassName 属性の .jar ファイルをコピーします。
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7. Integration Server を再起動します。

SQLXML データタイプのサポート
Adapter for JDBC では、次のデータベースの SQLXML データタイプをサポートします。

DB2 for AS/400

DB2 for OS/390

Microsoft SQL Server

Oracle

Oracle の SQLXML データタイプサポートを有効にするには、Oracle の Web サイトから
xdb6.jar と xmlparserv2.jar の各ファイルをダウンロードし、 Integration Server_directory
\instances\instance_name\packages\WmJDBCAdapter\code\jars\static ディレクトリにコ
ピーする必要があります。

Note:
新しい修正プログラムをインストールした後、設定ファイルに加えた変更を手動で再適用し
ます。
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ログと例外処理の概要
この章では、Adapter for JDBCメッセージログ、例外処理、アダプタの致命的エラーコードのリ
ストをカスタマイズし、オーバーライドする方法について説明します。エラーコードのリストと
補足情報は、この章の最後に記載されています。

既知のデータベースドライバ制限のリストについては、262ページの「ドライバ制限」を参照し
てください。

Adapter for JDBC ログレベル
Adapter for JDBC では、Integration Server のログ記録メカニズムを利用してメッセージを記録
します。Integration Server のログを設定および表示することによって、Adapter for JDBC の監
視とトラブルシューティングを行うことができます。サーバでサポートされる各種のログの設定
および表示手順など、Integration Server におけるログの詳細については、ご使用のリリースの
『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

アダプタのログレベルへのアクセス
Integration Server では、Adapter for JDBC にさまざまなログレベルを設定できます。

アダプタのログ情報にアクセスするには

1. Integration Server Administrator 画面から、[設定] > [ログ] を選択します。

[ログ設定] 画面が表示されます。[ロガー] セクションには、[機能] セクションに [アダプタ]
があります。

2. [アダプタ] ツリーを展開して、インストールされているすべてのアダプタのリストを表示
し、コード番号、アダプタの説明、ログレベルを確認します。

ログレベルの変更
ログレベルの変更は、Integration Server を使用して行います。

アダプタのログ設定を変更するには

1. [ログ設定の変更] をクリックします。Adapter for JDBC に必要な [ログレベル] を選択しま
す。

2. 変更を行ったら、[変更内容の保存] をクリックします。

3. ログに含める情報の量とタイプの指定に関する詳細については、ご使用のリリースの
『webMethods Audit Logging Guide』を参照してください。
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Adapter for JDBC メッセージのログ記録
Integration Server では数種類のログが保持されますが、Adapter for JDBC でメッセージが記録
されるのは、監査ログ、エラーログ、サーバログだけです。Adapter for JDBCは、WmARTパッ
ケージと連携して動作するため、そのメッセージと例外は、WmARTパッケージのログメッセー
ジ内に出現するのが一般的です。

Adapter for JDBC のログレベルは、次の表のとおりです。

説明ログIntegration Server

監査ログを使用すると、Integration Serverで各
サービスを監査するときと同様に、個々のアダ

監査ログIntegration Server 10.3

プタサービスを監視することができます。アダ
プタサービスの監査プロパティは、各 Adapter
for JDBCサービステンプレートの[監査]タブで
設定できます。

Adapter for JDBC では、クリティカルレベルお
よびエラーレベルのログメッセージが、自動的

エラーログ

にサーバのエラーログに送信されます。これら
のログメッセージは、AdapterRuntimeメッセー
ジとして表示されます。

Adapter for JDBC では、サーバログの設定方法
に応じてメッセージが送信されます。クリティ

サーバログ

カルレベルからデバッグレベルのログメッセー
ジは、Adapter Runtime ログメッセージとして
表示されます。追跡レベルのログメッセージ
は、Adapter for JDBC ログメッセージとして表
示されます。

Adapter for JDBC のログメッセージは、次のいずれかの形式で表示されます。

ADA.1.nnnnc

ADA.0001.nnnnc

ファシリティコード「ADA」はアダプタからのメッセージであることを示し、「0001」または
「1」は Adapter for JDBC であることを示します。また「nnnn」はこのエラーのマイナーコー
ド、「c」 (オプション) はメッセージの深刻度を表します。Adapter for JDBC のマイナーコード
の詳細については、200 ページの「Adapter for JDBC エラーコード」を参照してください。

サーバログ内で Adapter for JDBC のログメッセージを監視するには、サーバログが次のファシ
リティを監視するよう設定されている必要があります。

0113 Adapter Runtime (管理オブジェクト)

0114 Adapter Runtime

0115 Adapter Runtime (リスナー)
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0116 Adapter Runtime (通知)

0117 Adapter Runtime (アダプタサービス)

0118 Adapter Runtime (接続)

0121 Adapter Run time (SCC Transaction Manager)

0126 Adapter Run time (SCC Connection Manager)

Adapter for JDBC の例外処理
Adapter for JDBC では、次の 2 つの理由で AdapterException がスローされます。

1. 設定エラーや接続作成エラーなど、JDBC Adapter のロジックに関連するエラーをレポート
するため。

2. アダプタが SQLException の SQLCODE を致命的エラーと判断しない場合に、その
SQLException をラップするため。この場合、WmART が AdapterException を
com.wm.pkg.art.error.DetailedServiceException にラップしてスローします。エラーコード
316 を含む AdapterException が、SQLException です。

AdapterException を管理するには、フローサービスまたは Java サービスで
DetailedServiceException Integration Server を捕捉してから、ネストされた例外の中を
AdapterException まで移動します。ここには、エラーを特定するエラーコードが含まれていま
す。

AdapterException

Adapter for JDBC では、次の 2 つの理由で AdapterException がスローされます。

1. 設定エラーや接続作成エラーなど、JDBC Adapter のロジックに関連するエラーをレポート
するため。

2. アダプタが SQLException の SQLCODE を致命的エラーと判断しない場合に、その
SQLException をラップするため。この場合、WmART が AdapterException を
com.wm.pkg.art.error.DetailedServiceException にラップして、Integration Server にスロー
します。エラーコード 316 を含む AdapterException が、SQLException です。

AdapterException を管理するには、フローサービスまたは Java サービスで
DetailedServiceExceptionを捕捉してから、ネストされた例外の中をAdapterExceptionまで移動
します。ここには、エラーを特定するエラーコードが含まれています。

AdapterConnectionException

Adapter for JDBC では、SQLCODE が致命的エラーと解釈された場合に SQLException をラップ
するために AdapterConnectionException をスローします。

この場合、WmARTが接続プールから接続を停止させ、新しい接続を作成します。次に、例外を
com.wm.pkg.art.error.DetailedSystemException にラップして、Integration Server にスローしま
す。
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SQLException

アダプタ接続に関連付けられている JDBC ドライバが、データベースに対する SQL コマンドの
実行に失敗した場合、このドライバはSQLExceptionをスローします。SQLExceptionには、SQL
STATE、SQLCODE、およびエラーメッセージが含まれています。

Adapter for JDBC は JDBC ドライバからの SQLException を捕捉し、SQLCODE に応じて
AdapterExceptionかAdapterConnectionExceptionのどちらかにSQLExceptionをラップします。
つまり、SQLCODE がデータベースに対する致命的エラーのリストにある場合は例外を
AdapterConnectionExceptionにラップし、リストにない場合はAdapterExceptionにラップしま
す。AdapterExceptionとAdapterConnectionExceptionそれぞれには、JDBC Adapterエラーコー
ドが含まれています。エラーコードが 316 であれば、その例外が SQLException をラップしま
す。

JDBC Adapter の致命的エラーコードのリストのカスタマイズ
致命的エラーコードのリストには、特定のエラーコードを追加することができます。これによ
り、Adapter for JDBC は特定のエラーが発生したときに、自動的に Adapter for JDBC 接続をリ
フレッシュします。リストに追加するエラーコードが、ほかの用途に使用されていないことを確
認してください。

致命的エラーのリストをカスタマイズするには

1. Integration Server Administrator が実行中でないときは、起動します。

2. 左パネルの [設定] で、[拡張設定] を選択します。

3. [拡張設定の編集] を選択します。編集ボックスで、次の watt パラメータのいずれかを入力
します。

watt.adapter.JDBC.database driver.fatalErrors=+ErrorCode_1, ErrorCode_2,ErrorCode_n

この watt プロパティは、データベースドライバ固有です。コンマ (,) の後に空白文字が
存在しないようにしてください。

例: Oracle JDBCドライバを使用していて、コード17002および17003のOracle エラー
が発生したときに Adapter for JDBC が接続をリフレッシュするように設定するには、次
のように入力します。
watt.adapter.JDBC.Oracle.fatalErrors=+17002,17003

Note:
データベースのエラーコードが0で始まる場合は、エラーコードから0を削除し、残
りのコードを一覧に追加します。たとえば、Oracleデータベースの場合は、エラーコー
ド 01401 を追加するには、watt パラメータを
watt.adapter.JDBC.Oracle.fatalErrors=+1401 のように入力します。

サポートされている他のドライバ設定は、次のとおりです (att.adapter.JDBC.database
driver.fatalErrorsの形式)。
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設定ドライバ
watt.adapter.JDBC.MsMssql.fatalErrorsMicrosoft SQL Server
watt.adapter.JDBC.Oracle.fatalErrorsOracle JDBC
watt.adapter.JDBC.DB2JTOPEN.fatalErrorsJTOpen
watt.adapter.JDBC.CJDBCDB2.fatalErrorsDataDirect Connect for JDBC driver

for DB2
watt.adapter.JDBC.TeraData.fatalErrorsTeradata Type 4
watt.adapter.JDBC.INFORMIX.fatalErrorsJDBC 2.21 type 4 for Informix
watt.adapter.JDBC.SYBASE.fatalErrorsjCONNECT 5.5 and 6.05 type 4 for

Sybase
watt.adapter.JDBC.DB2UNIVERSAL.fatalErrorsDB2 Universal type 2 and type 4
watt.adapter.JDBC.Generic.fatalErrorsその他のドライバタイプ

watt.adapter.JDBC.database.fatalErrors=+ErrorCode_1,ErrorCode_2, ErrorCode_n

このwattプロパティはデータベースドライバ固有ではなく、すべてのドライバに適用さ
れます。コンマ (,) の後に空白文字が存在しないようにしてください。

例: エラーコード 12535 が発生したときに Adapter for JDBC が接続をリフレッシュでき
るようにするには、次のように入力します。
watt.adapter.JDBC.database.fatalErrors=+12535

このwattプロパティを watt.adapter.JDBC.database driver.fatalErrorsの代わりに使用
して、エラーコードをアダプタのエラーコードリストに追加することをお勧めします。

4. [変更内容の保存] をクリックします。

5. Integration Server を再起動します。

JDBC Adapter の致命的エラーコードのリストのオーバーライド
Adapter for JDBCの致命的エラーコードの既存のリストを、新しいエラーコードのリストでオー
バーライドできます。

既存の致命的エラーリストを新しい致命的エラーリストでオーバーライドするには

1. Integration Server Administrator が実行中でないときは、起動します。

2. 左パネルの [設定] で、[拡張設定] を選択します。
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3. [拡張設定の編集] を選択します。編集ボックスで、次のように入力します。
watt.adapter.JDBC.database driver.fatalErrors=ErrorCode_1, ErrorCode_2,ErrorCode_n

たとえば、Adapter for JDBC の致命的エラーコードのリストを、Oracle ドライバのエラー
コード 17002、17003、16702 のリストでオーバーライドするには、次のように入力しま
す。
watt.adapter.JDBC.Oracle.fatalErrors=17002,17003,16702

コンマ (,) の後に空白文字が存在しないようにしてください。サポートされている他のドラ
イバ設定のリストについては、197ページの「JDBCAdapterの致命的エラーコードのリスト
のカスタマイズ」を参照してください。

Note:
データベースのエラーコードが 0 で始まる場合は、エラーコードから 0 を削除し、残り
のコードをリストに追加します。たとえば、Oracleデータベースの場合は、エラーコード
01401 をオーバーライドするには、watt パラメータを
watt.adapter.JDBC.Oracle.fatalErrors=1401 のように入力します。

デフォルトでは、Adapter for JDBC の致命的エラーコードは 17001、17002、17416、
1092、28、1012、17410、12571、3114、1089、1033、08S01、40003、-30081、
-99999、HY000、-601、JZ0C0、-79716 です。 このリストは、異なるデータベースから
の一般的な致命的エラーコードの組み合わせです。

4. [変更内容の保存] をクリックします。

5. Integration Server を再起動します。

エラーログの抑制
データベースがダウンしていたり、アクセスできない場合、エラーが繰り返しログに記録され、
サーバログとエラーログがオーバーフローします。これを回避するには、連続して発生した最初
の 5 回のエラーのみをログに記録し、その後のエラーが抑制されるようにすることで、エラー
ログを抑制できます。連続して発生した最初 5 回のエラーは、エラーを抑制することによって
起こる可能性のあるリスクを回避するために、ログに記録されます。ただし、エラーのログ記録
を抑制するこのオプションは、スケジュール済みのデータベースのシャットダウンなど、継続的
なエラーのログにつながるアクティビティが既知の場合にのみ使用し、それらのエラーのみを抑
制する場合に限り、使用することが推奨されています。

エラーのログを抑制するには

1. Integration Server Administrator が実行中でないときは、起動します。

2. 左側のパネルの [設定] で、[拡張] を選択します。

3. [拡張設定の編集] を選択します。編集ボックスに次のように入力します。
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watt.adapter.JDBC.SuppressErrorCodes=ErrorCode_1,ErrorCode_2,ErrorCode_n,
Err or_Description

ここで、ErrorCode_1、ErrorCode_2、ErrorCode_nは、抑制するエラーのエラーコードであ
り、Error_Descriptionは抑制するエラーの説明です。エラーコードがないデータベースの場
合は、エラーの説明を指定できます。

例: Adapter for JDBC でエラーコード ORA-12500、ORA-01033、17002、および User
account is locked という説明のエラーを抑制するには、次を入力します。
watt.adapter.JDBC.SuppressErrorCodes=ORA-12500,ORA-01033,17002,User account
is locked

コンマ (,) の後に空白文字が存在しないようにしてください。

4. [変更内容の保存] をクリックします。

5. WmJDBCAdapter パッケージを再ロードします。

Adapter for JDBC エラーコード
次の表に、Adapter for JDBCのマイナーコードを示し、各エラーのメッセージ、原因、および予
想される対処について説明します。

200 The JDBC DataSource class ClassName cannot be located.

Explanation: アダプタの [接続のプロパティ] の [DataSource Class] フィールドでデータソース
クラス名が指定されましたが、クラスが見つかりませんでした。クラスが存在しないか、クラス
名の綴りが誤っています。

Action:綴りをチェックし、CLASSPATHまたはpackages_directory /WmJDBCAdapter/code/jars
directory ディレクトリに JDBC ドライバファイルがあることを確認してください。

201 The JDBC DataSource class ClassName cannot be instantiated.

Explanation: JDBC ドライバのデータソースクラスのインスタンス化に失敗しました。

Action: サポートされている JDBC ドライバを使用してください。

202 Cannot set properties for JDBC DataSource class ClassName.

Explanation:指定されたプロパティをドライバがサポートしていないため、データソースクラス
を通じてプロパティを設定できません。

Action:サポートされているドライバとその設定については、15ページの「データベースへの接
続に JDBC ドライバを使用」を参照してください。

203 The JDBC DataSource class ClassName does not have some of the configured property
settings.

Explanation: 接続のプロパティで指定されたプロパティの一部が正しくありません。
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Action:サポートされているドライバとその設定については、15ページの「データベースへの接
続に JDBC ドライバを使用」を参照してください。

204 Cannot connect to the database with DataSource class ClassName.

Explanation: Integration ServerのエラーログでSQL例外を調べ、データベースエラーメッセー
ジを確認してください。

Action: アダプタとデータベースとの接続に失敗しました。

205 Cannot retrieve the database metadata MetadataElement.

Explanation: アダプタがデータベースのメタデータ情報を取り出す際に、エラーが発生しまし
た。

Action: Integration Server のエラーログで SQL 例外を調べ、データベースエラーメッセージを
確認してください。

206 The JDBC DataSource class ClassName is not XADataSource.

Explanation: [接続のプロパティ] の [DataSource Name] フィールドで指定したデータソースク
ラス名が、XADataSource ではありません。

Action: サポートされるドライバとデータソースクラス名については、Adapter for JDBC のマ
ニュアルを参照してください。

207 The JDBC DataSource class ClassName does not support LOCAL_TRANSACTION.

Explanation: LOCAL_TRANSACTIONトランザクションタイプは、このデータベースではサポー
トされていません。

Action: 代わりに、NO_TRANSACTION を使用してください。

208 Cannot disconnect from the database DataBaseName.The connection between the adapter
and database cannot be closed.

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

209 Cannot create writer with file path FilePathName or JDBC Log.

Explanation: JDBC ログファイルの作成に失敗しました。

Action: ログファイルのパスに、適切な watt.adapter.JDBC.JDBCLogFile 設定があることを確認
してください。

210 Cannot unlockwebMethods OEM JDBC driver license.

Explanation: OEM 版の DataDirect Connect for JDBC ドライバは、キー「webMethods」では
アンロックできません。

Action: ドライバが OEM 版であり、キーが「webMethods」であることを確認してください。

306 The adapter does not support Ordered Notification for this database DataBaseName.別
のサービステンプレートまたは通知テンプレートを選択してください。
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Explanation: 順序付き通知は、このデータベースではサポートされていません。

Action: OrderedNotificationの代わりに、BasicNotificationまたはStoredProcedureNotification
を使用してください。

307 The adapter does not support Automatic Notification for this DataBaseName.ほかの操作
テンプレートを選択してください。

Explanation: 自動通知 (InsertNotification、UpdateNotification、DeleteNotification) は、この
データベースではサポートされていません。

Action: InsertNotification、UpdateNotification、DeleteNotification の代わりに、
BasicNotification または StoredProcedureNotification を使用してください。

308 There must be at least one expression for the SELECT statement.

Explanation: 原因設定したサービスに対し、[SELECT] タブで行を指定しませんでした。

Action: [SELECT] タブに行を追加してください。

309 メインテーブルから少なくとも 1 列は選択してください。

Explanation: テーブルから列が指定されていません。

Action: [SELECT] タブで、メインテーブルの列を少なくとも 1 つ追加してください。

310 The database vendor VendorName does not support the database trigger condition.

Explanation: WHEN はこのデータベースに適用されません。

Action: 通知に [WHEN] タブを使用しないでください。

311 NotificationCallbackName の接続は使用できません。

Explanation: 接続プールに、使用可能な接続がありません。

Action: アダプタ接続を確認し、管理者に連絡して接続数を増やしてください。

312 Cannot commit the transaction to the database.DataBaseName データベースにコミット
できません。

Explanation: トランザクションのコミットに失敗しました。

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

313 Cannot read data for the output field OutputFieldName.I/O error occurred when trying
to read byte sequence data

Action: Software AG Global Support にお問い合わせください。

314 Cannot set data for the input field InputFieldName.

Explanation: 入力フィールド値が数値ではありません。

Action: 入力フィールド値を数値に変更してください。
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316 Cannot execute the SQL statement SQLStatement.SQL statements failed to execute.

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

318 Cannot get the list of catalogs.

Explanation: データベースのカタログ情報を取り出せません。

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

319 Cannot get the list of table columns.

Explanation: データベースオブジェクトの列情報を取り出せません。

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

320 Cannot get the list of stored procedures.

Explanation: データベースのストアドプロシージャ情報を取り出せません。

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

321 Cannot get the list of schemas.

Explanation: データベースのスキーマ情報を取り出せません。

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

322 Cannot get the list of tables.

Explanation: データベースのテーブル情報を取り出せません。

Action: 詳細は、Integration Server のエラーログとデータベースエラーメッセージで、SQL 例
外を確認してください。

326 This database does not support stored procedure calls using JDBC stored procedure
escape syntax.

Explanation: ストアドプロシージャ呼び出しは、このデータベースではサポートされていませ
ん。

Action: ストアドプロシージャサービスを使用しないでください。

327 This notification is not ready to be enabled.

Explanation: 通知の設定が完全ではありません。

Action:通知を設定する完全な手順については、25ページの「アダプタ通知」を参照してくださ
い。
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331 The String for the input fieldInputFieldName does not contain a parsable number.

Explanation: 入力ストリング値が数値ではありません。

Action: 入力ストリング値を数値に変更してください。

333 You must have the Record ID column listed under the SELECT tab.

Explanation: [Record ID] 列を設定しませんでした。

Action: 基本通知の [SELECT] タブを使用して、[Record ID] 列を追加してください。

334 A notification procedure can only have a single result set.

Explanation: ストアドプロシージャ通知に、複数の結果セットを設定しました。

Action: ストアドプロシージャを再確認し、結果セットを 1 つだけ設定してください。

335 A notification procedure can only have a single Oracle REF Cursor.

Explanation: ストアドプロシージャ通知に、複数の Oracle REF CURSOR を設定しました。

Action:ストアドプロシージャを再確認し、Oracle REFCURSORを1つだけ設定してください。

336 If you choose Only Once Notification, you must also check the Delete Selected Records
box to avoid duplicate document warning messages.

Explanation: [Delete Selected Records] ボックスがチェックされていません。

Action: [Delete Selected Records] ボックスをチェックしてください。

337 The notification should not be configured on a connection with TransactionType.

Explanation:通知が、LOCAL_TRANSACTION以外のトランザクションタイプの接続で構成され
ています。

Action: LOCAL_TRANSACTION を使用して通知を再設定してください。

338 The data mapping for field FieldName is not supported.

Explanation: データマッピングが正しくありません。

Action:サポートされているデータタイプマッピングのリストについては、224ページの「JDBC
データタイプから Java データタイプへのマッピング」を参照してください。

339 The number of Base Name characters used in Notification Configure tab must not exceed
MaximumCharacterLength.

Explanation: [Base Name] が長すぎます。

Action: メッセージ本文を参照し、[Notification Configure] タブで [Base Name] を短くしてくだ
さい。

401 Cannot execute AS/400 command CommandName.The AS/400 environment may not be
correct.
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Action: コマンドとエラーメッセージを確認してください。

402 Cannot create file on AS/400.

Explanation: アダプタが AS/400 システム上にファイルを作成する際に、エラーが発生しまし
た。

Action: ファイル名と AS/400 ファイルシステムを確認してください。

403 Cannot create trigger on AS/400.

Explanation: アダプタが AS/400 システム上にトリガーを作成する際に、エラーが発生しまし
た。

Action:同じ名前のトリガーが存在していないことを確認してください。また、ユーザにトリガー
作成の権限があることも確認してください。

404 Cannot drop trigger on AS/400.

Explanation: アダプタが AS/400 システムからトリガーを削除する際に、エラーが発生しまし
た。

Action: そのトリガーが存在していることを確認してください。

501 BaseName is not a valid name.AS/400 の通知では、ソーステーブル名、バッファテーブル
名、トリガー名の文字数は 10 文字以下にしてください。

Explanation: 名前が 10 文字を超えています。

Action: バッファテーブルとトリガーの名前が 10 文字以下になるように、[Base Name] を変更
してください。
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Adapter for JDBC の OData サービス用語について
OData サービスを作成する前に、はじめに Adapter for JDBC の OData サポートに関連する次の
用語を理解しておくと役に立ちます。

外部エンティティタイプ。外部エンティティタイプは、データベーステーブルの表現です。
OData 固有の用語の詳細については、『webMethods Service Development Help』を参照し
てください。

サポートされる OData 機能とサポートされない OData 機能
webMethods Adapter for JDBC は、次の OData 機能をサポートしています。

各エンティティタイプの CRUD 操作

$select, $filter, $orderby, $top, $skip, $inlinecount、$countなどのシステムクエリー
オプション

次の OData 機能はサポートされていません。

参照制約

関連付けプロパティおよびナビゲーションプロパティ

Important:
Integration Server のすべての機能が Adapter for JDBC でサポートされているわけではあ
りません。また、Adapter for JDBC のすべての機能が Integration Server でサポートされ
ているわけではありません。

OData サービスへの外部エンティティタイプの追加
外部エンティティタイプは、既存の OData サービスに追加したり、新しい OData サービスの作
成時に追加することができます。

Designer を使用して OData サービスを作成する方法については、『webMethods Service
Development Help』の「Working with OData Services」を参照してください。

設定済みの接続エイリアスのリストから接続を選択すると、Adapter for JDBCが現在のカタログ
内でデータベーステーブルのリストを取得します。接続に関連付けられているデータベーステー
ブルを、外部エンティティタイプとしてODataサービスに追加できます。これらのエンティティ
タイプは、Designer で schema_TableName という形式で表示されます。

Designer で外部エンティティタイプを選択すると、Adapter for JDBC がそのエンティティタイ
プのプロパティを取得します。それぞれのプロパティに Java データタイプを設定できます。各
Javaデータタイプは、対応するEDMタイプにマップされます。JavaデータタイプとEDMタイ
プのマッピングを次に示します。

EDM タイプJave タイプJave タイプ名

Stringjava.io.InputStreamInputStream

208 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

10 OData サービスのサポート



EDM タイプJave タイプJave タイプ名

Stringjava.sql.ArrayARRAY

Booleanjava.lang.BooleanBOOLEAN

DateTimeOffsetjava.sql.TimestampSQLTIMESTAMP

Int64java.lang.LongLONG

Stringjava.lang.StringSTRING

Int32java.lang.IntegerINT

Int16java.lang.ShortSHORT

DateTimejava.util.DateDATE

Binaryjava.sql.BlobBLOB

Stringjava.sql.ClobCLOB

Singlejava.lang.FloatFLOAT

DateTimejava.sql.DateSQLDATE

Doublejava.lang.DoubleDOUBLE

Timejava.sql.TimeSQLTIME

Decimaljava.math.BigDecimalBIGDECIMAL

Binaryjava.lang.ByteBYTESEQ

SBytejava.lang.ByteBYTE

Stringjava.sql.SQLXMLSQLXML

Note:

データベースで定義されるプライマリキーがないテーブルのキーとして、プロパティを作
成できます。これは、OData 同期機能を使用して行うことができます。
MSSQL サーバーの場合は、SQL データタイプ nchar を持つエンティティプロパティを
キーとして作成しないでください。これは、OData応答リンクタグに余分な文字スペース
が追加される可能性があるためです。

アダプタでの外部エンティティタイプの同期
Designer の OData 同期機能を使用して、選択した外部エンティティタイプのプロパティとデー
タベーステーブルで行われた最新の変更を同期できます。また、同期機能を使用して、外部エン
ティティタイプのプロパティを編集することもできます。

外部エンティティタイプを変更するには、『webMethodsServiceDevelopmentHelp』の「Working
with OData Services」章を参照してください。
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アダプタ固有の OData サービス操作
Adapter for JDBC は OData システムクエリーを、OData 操作に対応する相当の SQL クエリーに
変換します。retrieve, insert, deleteや updateなどのOData 操作は、外部エンティティタイ
プごとに SQL クエリーの select、insert、delete、update に対応します。

また、Adapter for JDBC は、指定された式に一致する結果のみをフィルタ処理して返す OData
要求のフィルタ式もサポートしています。OData 要求の最後に $filter システムクエリーオプ
ションを追加できます。

Note:
$filter システムクエリーオプションは、retrieve 操作にのみ適用されます。

Adapter for JDBC は以下の演算子をサポートしています。

例説明演算子

$filter=City eq 'Redmond'次の値に等しいeq

$filter=City ne 'London'次の値に等しくないne

$filter=Price gt 20次の値より大きいgt

$filter=Price lt 20次の値より小さいlt

$filter=Price ge 10次の値以上ge

$filter=Price le 100次の値以下le

$filter=Price le 200 and Price gt 3.5論理積and

$filter=Price le 3.5 or Price gt 200論理和or

Adapter for JDBC は以下の関数をサポートしています。

例説明関数

$filter=endswith(FText,'RT')指定したサフィックスで終わるス
トリングを返します

endswith

$filter=startswith(FText, 'S')指定したプリフィックスで始まる
ストリングを返します

startswith

$filter=substringof(FText, 'urn') eq
true

指定したサブストリングを含むス
トリングを返します

substringof

$filter=substring(FText, 5) eq 'RED'指定したインデックスで指定した
サブストリングを含むストリング
を返します

substring

$filter=tolower(FText) eq 'code red'小文字に変換tolower
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例説明関数

$filter=toupper(FText) eq '2ND ROW'大文字に変換toupper

$filter=trim(FText) eq 'CODE RED'先頭と末尾の空白文字を削除しま
す

trim

$filter=concat(concat(FText, ', '),
FCode) eq '2nd row, CODE RED'

指定したプロパティを連結しますconcat

$filter=round(FDecimal) eq 1数値フィールドを丸めますround

$filter=floor(FDecimal) eq 0プロパティ値より大きくない最大
の整数値を取得します

floor

$filter=ceiling(FDecimal) eq 0プロパティ値より大きい最小の整
数値を取得します

ceiling

Note:ceiling や round などの機能は、Oracleデータベースにのみ適用されます。
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アダプタ接続アセットの外部化
Integration ServerはMicroservices Runtimeコンテナをサポートします。このコンテナを使用す
ると、Docker イメージの実行中に、webMethods WmART ベースアダプタのランタイム接続設
定を指定できます。

アプリケーションプロパティは、Integration Server がアダプタ接続の初期化に使用する動的変
数として、アダプタ設定アセットを提供します。

設定アセットの形式は以下のとおりです。
Namespace.PackageName.Connection.Configurations = value

次に例を示します。
#Sample Generated Template
#Mon Aug 27 15:22:34 IST 2018
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.CCSID=CP819
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.channel=channel1
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.dynamicQueuePrefix=
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.encoding=00273-Native
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.hostName=hostName1
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.password=password.Connections\:Conn_MQ
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.port=7111
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.queueManagerName=queueManagerName1
artConnection.Default.Connections.Conn_MQ.queueName=queueName1

テンプレートのパラメータは、各アダプタ接続に基づいて変更できます。

接続の表示の詳細については、57 ページの「パッケージの依存性の要件とガイドライン」を参
照してください。

アダプタ接続アセットの値の暗号化
Microservices Runtime は、機密データの設定変数テンプレートで使用できる暗号化された値を
生成する方法を提供します。

Microservices Runtimeでは、暗号化に、Microservices Runtimeとともにインストールされたパ
スワードハンドルとPassword-Based Encryptionテクノロジを使用します。パスワードハンドル
は、Microservices Runtime ホスト上のパスワードを対応するキー (またはハンドル)に関連付け
ます。このハンドルは、Password-Based Encryption (PBE) テクノロジを使用して送信パスワー
ドとして暗号化されます。

Note:

アダプタの接続からのパスワードは、node.ndfファイルに直接は保存されません。Integration
Server ではパスワードを安全に保存するために、PassMan ユーティリティを使用します。

設定変数テンプレートを生成すると、Microservices Runtime でテンプレート内のプロパティ
値として表示されるパスワードが暗号化されます。
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すべてのパスワードとその他の機密データを、設定変数テンプレートで暗号化することが推奨さ
れています。

値を暗号化するには

1. 暗号化された値を生成するために使用するMicroservices RuntimeのMicroservices Runtime
Administrator を開きます。

2. ナビゲーションパネルの [Microservices] メニューで、[Configuration Variables] をクリック
します。

3. [Microservices ] > [Configuration Variables] ページで、[Generate Encrypted Configuration
Variables] をクリックします。

4. [GenerateEncryptedConfigurationVariables]ページで、[Value]フィールドに暗号化する値
を入力します。

デフォルトでは、Microservices Runtime Administrator で [Value] フィールドに入力した文
字はすべてマスクされます。Microservices Runtime Administrator で文字をクリアテキスト
で表示する場合は、[Show Value] チェックボックスをオンにします。

5. [Encrypt] をクリックします。

Microservices Runtime は値を暗号化し、暗号化された値を [Encrypted Value] フィールドに
表示します。

6. 暗号化された値をコピーします。

7. 暗号化された値を追加するAdapter設定プロパティファイルを開き、値を使用するキーを検
索して、コピーした値をファイルに貼り付けます。

8. Externalize Docker コマンドを実行します。

例

Docker コンテナでMicroservices Runtimeイメージを実行する場合は、docker runコマンド
で設定変数テンプレートまたは環境 (ENV) 変数を指定できます。

次の docker run コマンドは、SAG_IS_CONFIG_PROPERTIES 環境変数を使用して、設定変数テ
ンプレートの名前と場所を指定します。この例では、Microservices Runtime の Docker イ
メージは「is:microPkg」という名前で、ポートの 5555 と 9999 を公開します。さらに、
application.properties ファイルの場所には、Docker コンテナによりアクセスできます。
docker run -d --name IS_Default -p 3333:5555 -p 9999 -v /opt/data:/opt/data
-e SAG_IS_CONFIG_PROPERTIES=/opt/data/application.properties is:microPkg
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WmART ベースアダプタの事前定義済みヘルスインジケータ
次の表は、Microservices Runtime.に含まれるすべてのWmARTベースアダプタに対する事前定
義済みヘルスインジケータを示しています。

説明状態インジケータ名

実行時に定義されたすべての
WmART ベースアダプタの接続の詳
細を捕捉します。

UPAdapters

次の構造は、接続の応答スキーマを
示します。

name
connections

alias
packageName
state
status
statistics
total
busy
totalHits
totalMisses

応答スキーマの説明は次のとおりです。

説明キーヘルスパラメー
タ

String アダプタの名前。nameAdapter Name

String 使用統計情報を返す接続の名前。aliasconnections

String 接続が存在するパッケージの名前。packageName

String 接続の現在の状態。有効または無効です。state

String 状態は、接続に基づいて UP または DOWN のい
ずれかになります。接続状態が有効になっている場合、

status

状態は UP として表示され、接続状態が無効になってい
る場合は、状態が DOWN として表示されます。

Integer 現在の接続インスタンス数。totalstatistics

Integer サービス、通知、およびリスナーによって現在
使用中の接続の数。

busy

Integer 最後のリセット以降の成功した接続の数。totalHits

Integer最後のリセット以降に失敗した接続の数(要求が
タイムアウトしたとき)。

totalMissess
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管理 API
現在、Adapter for JDBC に管理 API を使用できます。

接続操作用

URL テンプレート説明メソッド

/admin/adapters/
connection/{adapterTypeName}/
{connectionAlias}/

呼び出しについて、接続とその詳細を取
得します。

GET

/admin/adapters/
connection/{adapterTypeName}/
?expand=true/false

指定したアダプタの接続のリストを取得
します。

GET

/admin/adapters/
describe/{adapterTypeName}/connection/

指定したアダプタに使用される接続ファ
クトリのタイプについて説明します。

GET

/admin/adapters/connection/アダプタの新しい接続を作成します。POST

/admin/adapters/connection/
{connectionAlias}

接続を有効または無効にします。PUT

/admin/adapters/connection/
{connectionAlias}

不要な接続を削除します。DELETE

/admin/adapters/
describe/{adapterTypeName}/connection/
{connectionFactoryTypeName}/

アダプタの接続設定について説明します。GET

/admin/adapters/connection/
{connectionAlias}

接続の詳細を更新します。PATCH

adapterTypeNameはアダプタの名前です。たとえば、/admin/adapters/connection/JDBCAdapter/
{connectionAlias}/ です。

接続の作成用のサンプルテンプレート:
{

"connectionAlias": " ",
"adapterTypeName": "JDBCAdapter",
"connectionFactoryType": "com.wm.adapter.wmjdbc.connection.JDBCConnectionFactory",
"packageName": "package3",
"connectionSettings": {

"transactionType": "LOCAL_TRANSACTION",
"datasourceClass": "oracle.jdbc.pool.OracleDataSource",
"serverName": "server1",
"user": "user1",
"password": "pswd1",
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"databaseName": "db1",
"portNumber": "1521",
"networkProtocol": "tcp",
"otherProperties": " "

},
"connectionManagerSettings": {

"poolable": "true",
"minimumPoolSize": "1",
"maximumPoolSize": "10",
"poolIncrementSize": "1",
"blockingTimeout": "1000",
"expireTimeout": "1000",
"startupRetryCount": "0",
"startupBackoffSecs": "10"

}
}

ConnectionSettings と connectionManagerSettings の内容はアダプタによって異なります。

リスナー操作用:

URL テンプレート説明メソッド

/admin/adapters/listener/
{listenerAlias}

リスナーの状態を更新します。PUT

通知操作用:

URL テンプレート説明メソッド

/admin/adapters/notification/
{notificationAlias}

通知の状態を更新して、通知が有効であ
るか、無効であるかを示します。

PUT
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JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピング
データベーステーブルの各列には、SQLタイプが割り当てられます。JDBCドライバは、各SQL
データタイプを JDBCデータタイプにマップします。Adapter for JDBC は、各 JDBCデータタイ
プを、アダプタサービスまたはアダプタ通知の入力または出力として使用される1つ以上のJava
データタイプにマップします。

JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピングを次の表に示します。ユーザは、各
JDBC データタイプにマップされている Java データタイプのセットから 1 つを選択してマップ
することができます。設定中に選択したJDBCデータタイプは、アダプタサービスまたはアダプ
タ通知の入力または出力にマップされます。

Integration Serverにおいて制約されるデータタイプのリストについては、229ページの「JDBC
データタイプから Java データタイプへのマッピングに関する制約」を参照してください。

Note:
Adapter for JDBCでは、DB2 for AS/400またはDB2 for OS/390でアダプタを使用する場合、
DATALINK の DB2 データタイプはサポートされていません。

Note:
Adapter for JDBC では、Oracle 10g の TIMESTAMP WITH TIME ZONE データタイプおよび
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE データタイプはサポートされていません。

Note:
Adapter for JDBCでは、ユーザ定義データタイプ、Oracle PL/SQLコレクションまたはOracle
PL/SQL レコードはサポートされていません。

Java データタイプJDBC データタイプ

java.sql.ArrayARRAY

java.lang.Object

java.lang.BooleanBIT

java.lang.String

java.lang.Object

java.lang.ByteTINYINT

java.lang.Integer

java.lang.String

java.lang.Object

SetAsString

java.lang.ShortSMALLINT

java.lang.Integer
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Java データタイプJDBC データタイプ

java.lang.String

java.lang.Object

java.lang.IntegerINTEGER

java.lang.String

java.lang.Object

java.lang.LongBIGINT

java.lang.String

java.lang.Object

java.lang.DoubleFLOAT

java.lang.String

java.lang.Object

java.math.BigDecimal

SetAsString

java.lang.FloatREAL

java.lang.String

java.lang.Object

java.math.BigDecimal

java.lang.BooleanBOOLEAN

java.lang.String

java.lang.Object

java.lang.DoubleDOUBLE

java.lang.String

java.lang.Object

java.math.BigDecimal

SetAsString

java.math.BigDecimalNUMERIC

java.lang.String

java.lang.Object
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Java データタイプJDBC データタイプ

java.math.BigDecimalDECIMAL

java.lang.String

java.lang.Object

java.lang.StringCHAR

java.lang.Character

java.lang.Object

java.lang.StringVARCHAR

java.lang.Object

java.lang.StringLONGVARCHAR

java.lang.Object

java.sql.DateDATE

java.util.Date

java.lang.String

java.lang.Object

*SetAsString

java.sql.TimeTIME

java.util.Date

java.lang.String

java.lang.Object

SetAsString

java.sql.TimestampTIMESTAMP

java.util.Date

java.lang.String

java.lang.Object

SetAsString

TIMESTAMP WITH TIME ZONE

TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE

バイト配列 (byte [])BINARY
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Java データタイプJDBC データタイプ

java.lang.Object

バイト配列 (byte [])VARBINARY

java.lang.Object

バイト配列 (byte [])LONGVARBINARY

java.lang.Object

java.lang.StringLONGNVARCHAR

java.lang.Object

java.lang.StringNCHAR

java.lang.Object

java.lang.StringNULL

java.lang.Object

java.lang.StringNVARCHAR

java.lang.Object

java.sql.ClobCLOB

java.lang.String

java.io.Reader

java.lang.Object

java.sql.BlobBLOB

バイト配列

java.io.InputStream

java.lang.Object

java.lang.ObjectORACLECURSOR

java.lang.StringORACLEFIXED_CHAR

java.sql.StructSTRUCT

java.lang.Object

java.lang.ObjectOTHER

java.lang.String

java.sql.Struct
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Java データタイプJDBC データタイプ

java.sql.Array

BLOBデータタイプおよびCLOBデータタイプを使用する場合の重
要な考慮事項

大きな CLOB データまたは BLOB データを渡す場合は、Java データタイプの java.io.Reader
(CLOB 用) と java.io.InputStream (BLOB 用) を使用して、Integration Server のメモリ不足を
防ぎます。これらのデータタイプを使用すると、Adapter for JDBC ではデータをバイトにス
トリームして、大きなデータを渡すことができます。データタイプの java.io.Reader と
java.io.InputStream は、Oracle ドライバを使用する Oracle データベースでのみサポートさ
れます。

java.io.Reader と共に CLOB データを入力データタイプとして使用する場合は、正しいエン
コーディングパラメータで java.io.Reader の InputStreamReader 実装を使用することが推奨
されています。

DesignerがBLOBデータタイプに対して出力タイプがjava.sql.Blobに設定されているAdapter
for JDBC SELECTサービスを実行すると、Designerは java.io.NotSerializableExceptionエラー
をスローします。この問題を回避するには、次のいずれかを実行します。

BLOB データタイプに対して、有効な別の出力タイプを使用します。

DesignerでBLOBデータの保存や表示をする代わりに、Integration Server Administrator
をナビゲートしてサービスを実行します。

データベースに固有な Array および Struct データタイプを使用す
る場合の重要な考慮事項

アダプタサービスでは、java.lang.Object を Array タイプまたは Struct タイプのデータベー
ス列に対する出力フィールドタイプとして使用する際に、データベーステーブル内の Array
データまたは Struct データが基本データタイプで構成されている場合は、Adapter for JDBC
は java.lang.Object 配列としてデータを返します。

java.sql Arrayまたは java.sql.Struct を ArrayタイプまたはStruct タイプのデータベース列に
対する出力フィールドタイプとして使用する場合は、Adapter for JDBC はドライバが返すと
おりに、それぞれjava.sql.Arrayオブジェクトとjava.sql.Structオブジェクトを返します。た
だし、JVM間でデータをシリアライズする場合、ここで返されたデータはシリアライできな
い場合があり、java.io.NotSerializableException が発生する可能性があります。そのため、
JVM 間でデータをシリアライズする前に、Java サービスまたはフローサービスを使用して
java.sql.Struct オブジェクトおよび java.sql Array オブジェクトを必要に応じて処理し、パイ
プラインから削除することが重要です。

Note:
java.sql.Struct データタイプおよび java.sql.Array データタイプは、Adapter for JDBCサー
ビスでのみ使用できます。
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Adapter for JDBC における SetAsString データタイプの使用
SetAsString データタイプは、ダミーストリングデータタイプです。このデータタイプを使用す
る場合、Adapter for JDBCは入力データを同等のJDBCデータタイプに変換しようとせず、デー
タを基になるデータベースドライバにストリングデータタイプとして渡します。したがって、
データベース固有の関数を使用して、同等のJDBCデータタイプの形式を柔軟に指定できます。

たとえば、日付、時刻、タイムスタンプの形式を指定するときに、to_date 関数または Oracle
データベースの同様のデータベース関数を使用できます。Adapter for JDBCは入力データをスト
リングデータタイプとして扱い、同等の JDBC データタイプには変換しません。これにより、
to_date 関数がストリングデータを使用して、日付、時刻、タイムスタンプの必要な形式を提供
します。

データベースに、ストリングデータタイプを他のデータタイプに変換できるネイティブデータ
ベース固有の関数がある場合は、SetAsString データタイプを使用できます。

Note:
SetAsString データタイプは、Adapter for JDBC サービスでのみ使用できます。

JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピングに関す
る制約
Integration Server では、JDBC データタイプから Java データタイプへのマッピングの際に一部
制約があります。

次のいずれかの Java データタイプを選択した場合、そのデータタイプはそのまま Designer の
[Input/Output] タブにマップされます。

java.lang.String

java.lang.Byte

java.lang.Boolean

java.lang.Character

java.lang.Double

java.lang.Float

java.lang.Integer

java.lang.Long

java.lang.Short

java.util.Date

java.math.BigDecimal

java.math.BigInteger
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java.lang.Object

このリストに含まれていないデータタイプは、java.lang.Object にマップされます。その場合、
指定した JDBC データタイプが入力用であれば、選択した Java データタイプでオブジェクトを
渡す必要があります。JDBC タイプが出力用の場合は、選択した Java データタイプにオブジェ
クトをキャストできます。

SQL データタイプから JDBC データタイプへのマッピング
SQLデータタイプからJDBCデータタイプへのマッピングについては、各ベンダの仕様を参照し
てください。

Advanced Server タイプから JDBC データタイプへのマッピング
Adapter for JDBC は、以下の表にある、Postgres Plus Advanced Server 9.0 JDBC connector で
サポートされている基本データタイプのみをサポートします。

Advanced Server タイプJDBC データタイプ

INT4INTEGER

INT2TINYINT、SMALLINT

INT8BIGINT

FLOAT4REAL、FLOAT

FLOAT8DOUBLE

NUMERICDECIMAL、NUMERIC

BPCHARCHAR

VARCHARVARCHAR、LONGVARCHAR

DATEDATE

TIMETIME

TIMESTAMPTIMESTAMP

BYTEABINARY

BOOLBIT

Advanced Server タイプの制約

NUMERIC、VARCHAR、または BYTEA のデータタイプを持つテーブルを作成する場合は、テー
ブルの長さを指定する必要があります。
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概要
この付録では、webMethods Adapter for JDBC.で用意されている組み込みサービスについて説明
します。これらのサービスは、WmJDBCAdapter パッケージに配置されています。

pub.jdbcAdapter:updateNotificationSchema
pub.jdbcAdapter:updateNotificationSchema Java サービスは、InsertNotification、
DeleteNotification、UpdateNotification、OrderedNotification、、BasicNotification の各通知で
設定されているスキーマ名を変更します。

このサービスは、常に通知設定を確認して新しいスキーマを検証し、更新が成功したかどうかに
かかわらず、通知の状態を更新前の状態に設定します。

このサービスでは次の処理を行います。

説明ステッ
プ

通知の現在の状態をチェックします。1

通知が有効になっている場合、forceDisableパラメータをチェックします。forceDisable
が falseの場合、エラーを報告します。forceDisableが trueの場合、通知を無効にしま
す。

2

通知の設定に対してスキーマを検証します。検証では、スキーマが通知で設定されて
いるものと同じカタログ内にあり、通知で設定されたテーブル、シノニム、表示、ま

3

たはエイリアスがスキーマ内にあることが必要です。スキーマが有効ではない場合、
サービスは例外をスローします。

通知プロパティを新しいスキーマで更新し、新しいスキーマの入力フィールドが無効
な場合は例外をスローします。

4

元の通知状態が有効になっていた場合、サービスが通知を有効にします。5

Note:
サービスがポーリング通知を再度有効にしようとした際に例外がスローされた場合は、「The
schema is updated but the notification could not be enabled.」というメッセージが表示されま
す。これは、仕様によって、メタデータが既に更新されているためです。必要に応じて前の
状態にロールバックする必要がある場合があります。

入力パラメータ

ストリング:必須。更新する通知の名前
を設定します。

nodeName

ブーリアン型: 必須。このフィールドの
値が true に設定されている場合、サー

forceDisable
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ビスは有効な状態の通知を無効にしま
す。

レコード: オプション。通知内のすべて
のスキーマ名で更新が行われることを示
します。

allSchemaChange

ブーリアン型: オプション。すべてのス
キーマ名を <current schema> に設定し
ます。

allSchemaChange.useCurrentSchema

ストリング:オプション。すべてのスキー
マ名をこのフィールドの値に設定しま
す。

allSchemaChange.schemaName

レコードリスト: オプション。
existingSchema フィールドで識別され

schemaChanges

るスキーマをnewSchemaフィールドに
設定された新しい名前に置き換えて、
個々のスキーマを変更します。

レコード: 必須。変更するスキーマ名を
識別します。

schemaChanges.existingSchema

ブーリアン型: オプション。<current
schema> を識別します。

schemaChanges.existingSchema.useCurrentSchema

ストリング: オプション。schemaName
フィールドの既存のスキーマ名を指定し
ます。

schemaChanges.existingSchema.schemaName

レコード: 必須。existingSchema フィー
ルドで識別された既存のスキーマのすべ

schemaChanges.newSchema

ての出現箇所を置き換える既存のスキー
マ名を識別します。

ブーリアン型:オプション。新しいスキー
マ名を <current schema> に設定しま
す。

schemaChanges.newSchema.useCurrentSchema

ストリング: オプション。新しいスキー
マ名をこの名前に設定します。

schemaChanges.newSchema.schemaName

出力パラメータ

なし。
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UpdateNotificationSchema サービスの設定
pub.jdbcAdapter:updateNotificationSchemaサービスを設定する場合は、以下の点に留意してく
ださい。

allSchemaChange フィールドと schemaChanges フィールドは相互排他的です。そのため、
allSchemaChange が設定されている場合は、schemaChanges は無視されます。

useCurrentSchemaフィールドとschemaNameフィールドは、入力で出現するすべての場所
で相互排他的です。そのため、useCurrentSchema が true に設定されている場合は、
schemaName の値は無視されます。

ローカライズされた文字列は、<current schema> に使用されます。

このサービスは出力を生成しません。これは、AdapterServiceException をスローし、ART
と Adapter for JDBC からの例外をラップします。

入力フィールドの設定
次の表は、特定の用途で設定する入力フィールドのリストです。

Note:
この表に入力値がないフィールドについては、空のままにする必要があります。

すべてのスキーマを <current schema> に設定

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

trueforceDisable

allSchemaChange

trueallSchemaChange.useCurrentSchema

すべてのスキーマをスキーマ A に設定

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

trueforceDisable

allSchemaChange

234 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

B 組み込みサービス



設定入力フィールド

AallSchemaChange.schemaName

<current schema> の出現箇所をスキーマ A に変更

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

trueforceDisable

schemaChanges

schemaChanges[0]

schemaChanges[0].existingSchema

trueschemaChanges[0].existingSchema.useCurrentSchema

schemaChanges[0].newSchema

AschemaChanges[0].newSchema.schemaName

スキーマ A の出現箇所を <current schema> に変更

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

trueforceDisable

schemaChanges

schemaChanges.schemaChanges[0]

schemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema

AschemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[0].newSchema

trueschemaChanges.schemaChanges[0].newSchema.useCurrentSchema
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スキーマ A の出現箇所をスキーマ A1 に変更し、スキーマ B の出現箇所を <current
schema> に変更

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

trueforceDisable

schemaChanges

schemaChanges.schemaChanges[0]

schemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema

AschemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[0].newSchema

A1schemaChanges.schemaChanges[0].newSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[1]

schemaChanges.schemaChanges[1].existingSchema

BschemaChanges.schemaChanges[1].existingSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[1].newSchema

trueschemaChanges.schemaChanges[1].newSchema.useCurrentSchema

pub.jdbcAdapter:updateServiceSchema
pub.jdbcAdapter:updateServiceSchema Java サービスを使用すると、アダプタサービスエディ
タから手動でサービスを更新することなく、アダプタサービスに関連付けられたスキーマの設定
を変更できます。

このサービスは、InsertSQL、DeleteSQL、UpdateSQL、SelectSQL、StoredProcedure、
StoredProcedureWithSignature サービスの各タイプをサポートします。

pub.jdbcAdapter:updateServiceSchemaサービスとは異なり、
pub.jdbcAdapter:updateServiceSchemaサービスは、サービスの設定に対して新しいスキーマを
検証しません。

入力パラメータ

ストリング:必須。更新するサービスの名
前を設定します。

nodeName
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レコード:オプション。アダプタサービス
内のすべてのスキーマ名で更新が行われ
ることを示します。

allSchemaChange

ブーリアン型: オプション。すべてのス
キーマ名を<current schema>に設定しま
す。

allSchemaChange.useCurrentSchema

ストリング:オプション。すべてのスキー
マ名をこのフィールドの値に設定します。

allSchemaChange.schemaName

レコードリスト: オプション。
existingSchema フィールドで識別される

schemaChanges

スキーマを newSchema フィールドに設
定された新しい名前に置き換えて、個々
のスキーマを変更します。

レコード:必須。変更するスキーマ名を識
別します。

schemaChanges.existingSchema

ブーリアン型: オプション。<current
schema> を識別します。

schemaChanges.existingSchema.useCurrentSchema

ストリング: オプション。SchemaName
フィールドの既存のスキーマ名を指定し
ます。

schemaChanges.existingSchema.SchemaName

出力パラメータ

なし。

updateServiceSchema サービスの設定
pub.jdbcAdapter:updateConnectionPasswordサービスを設定する場合は、以下の点に留意して
ください。

allSchemaChange フィールドと schemaChanges フィールドは相互排他的です。そのため、
allSchemaChange が設定されている場合は、schemaChanges は無視されます。

useCurrentSchemaフィールドとschemaNameフィールドは、入力で出現するすべての場所
で相互排他的です。そのため、useCurrentSchema が true に設定されている場合は、
schemaName の値は無視されます。

ローカライズされた文字列は、<current schema> に使用されます。

このサービスは出力を生成しません。これは、AdapterServiceException をスローし、ART
と Adapter for JDBC からの例外をラップします。
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入力フィールドの設定
次の表は、特定の用途で設定する入力フィールドのリストです。

Note:
この表に入力値がないフィールドについては、空のままにする必要があります。

すべてのスキーマを <current schema> に設定

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

allSchemaChange

trueallSchemaChange.useCurrentSchema

すべてのスキーマをスキーマ A に設定

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

allSchemaChange

AallSchemaChange.schemaName

<current schema> の出現箇所をスキーマ A に変更

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

schemaChanges

schemaChanges[0]

schemaChanges[0].existingSchema

trueschemaChanges[0].existingSchema.useCurrentSchema

schemaChanges[0].newSchema
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設定入力フィールド

AschemaChanges[0].newSchema.schemaName

スキーマ A の出現箇所を <current schema> に変更

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

schemaChanges

schemaChanges.schemaChanges[0]

schemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema

AschemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[0].newSchema

trueschemaChanges.schemaChanges[0].newSchema.useCurrentSchema

スキーマ A の出現箇所をスキーマ A1 に変更し、スキーマ B の出現箇所を <current
schema> に変更

次のフィールドと設定を使用します。

設定入力フィールド

folder1:notification1nodeName

schemaChanges

schemaChanges.schemaChanges[0]

schemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema

AschemaChanges.schemaChanges[0].existingSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[0].newSchema

A1schemaChanges.schemaChanges[0].newSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[1]

schemaChanges.schemaChanges[1].existingSchema

BschemaChanges.schemaChanges[1].existingSchema.schemaName

schemaChanges.schemaChanges[1].newSchema
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設定入力フィールド

trueschemaChanges.schemaChanges[1].newSchema.useCurrentSchema

pub.jdbcAdapter:updateConnectionPassword
pub.jdbcAdapter:updateConnectionPasswordサービスは、既存の接続の現在のパスワードを新
しいパスワードに更新するため、ユーザは [接続のプロパティ] 画面でパスワードを手動で変更
する必要がありません。

パスワードを更新する前に、接続を無効にする必要があります。

入力パラメータ

ストリング: 必須。パスワードを更新する必要がある接続の名前。connectionAlias

ストリング: 必須。接続の既存のパスワード。oldPassword

ストリング: 必須。接続の新しいパスワード。newPassword

ストリング:必須。接続の新しいパスワード。新しいパスワードを確認
するために必要です。

confirmNewPassword

出力パラメータ

なし。

pub.jdbcAdapter:createConnectionNodes
pub.jdbcAdapter:createConnectionNodesサービスは、管理画面を使用せずに JDBC 接続を自動
的に設定します。

pub.jdbcAdapter:createConnectionNodesサービスは、多数の接続を設定する必要がある場合に
便利です。このサービスの入力はXMLファイルです。このファイルには、接続を設定するため
に必要な接続設定プロパティが含まれます。

サンプルプロパティファイル(SampleConnectionProperties.xml)は、WmJDBCAdapterパッケー
ジの pub ディレクトリにあります。このファイルをテンプレートとして使用して接続設定のプ
ロパティを指定し、接続を設定するための新しい XML ファイルを作成できます。XML ファイ
ルは、任意のフォルダに配置できます。セキュリティ上の理由から、ユーザ名とパスワードを含
む XML ファイルを WmJDBCAdapter パッケージの pub ディレクトリに配置することは非推奨
です。

注:
XMLファイルでエンコード属性を使用する場合は、XMLファイルの保存時に使用されるエン
コーディングと一致することと、ファイル内で指定された文字がサポートしていることを確
認してください。これにより、XML ファイル内の英語以外の文字が正しく解釈されるように
なります。
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XML ファイルでは、接続プロパティと Connection Manager のプロパティを名前と値のペアと
して指定します。設定する必要がある接続の数に基づいて、XML ファイルに同じ数の接続設定
プロパティセットを指定します。たとえば、XML ファイルで 2 つの接続設定プロパティセット
を指定すると、pub.jdbcAdapter:createConnectionNodesサービスは2つの接続のみを設定しま
す。

注:
接続の Connection Manager のプロパティが XML ファイルに指定されていない場合、接続は
デフォルトの Connection Manager のプロパティを使用して設定されます。

注:
SampleConnectionProperties.xml ファイルが削除されると、WmJDBCAdapter パッケージが
次回再ロードされる場合に自動的に再生成されます。

サービスを実行すると、各接続の状態 (成功または失敗) が結果パネルに表示されます。結果パ
ネルには、設定に失敗した接続のエラーメッセージも表示されます。

入力パラメータ

ストリング: 必須。接続設定プロパティを含む XML ファイルのパス。fileName

出力パラメータ

なし。

使用上の注意

pub.jdbcAdapter:createConnectionNodesサービスを使用すると、このサービスを使用して設定
された削除済み接続を設定することはできますが、既に存在する接続を設定することはできませ
ん。結果パネルに、接続の設定に失敗したことを示すエラーが表示されます。たとえば、次のシ
ナリオについて考えます。

1. pub.jdbcAdapter:createConnectionNodesサービスを呼び出します。

2. fileName フィールドに、接続プロパティを含む XML ファイルのパスを入力します。入力
XMLファイルには、接続conn_local1と conn_local2を設定するためのプロパティがありま
す。

3. [OK] をクリックします。接続 conn_local1 と conn_local2 が設定されます。

4. 接続 conn_local1 を削除します。現在、既存の接続は conn_local2 だけです。

5. ステップ 1 とステップ 2 を繰り返し、[OK] をクリックします。

6. 削除された接続 conn_local1 は再び設定されますが、既存の接続 conn_local2 は設定されて
いません。エラーメッセージは表示されませんが、接続 conn_local2 の設定に失敗したこと
を示すメッセージが結果パネルに表示されます。
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接続プロパティを含むサンプル XML ファイル
<Connections>
<Connection>

<packageName>MyJDBC</packageName>
<connectionAlias>Connections:con_local</connectionAlias>
<connectionSettings>

<transactionType>LOCAL_TRANSACTION</transactionType>
<datasourceClass>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</datasourceClas
s>

<serverName>localhost</serverName>
<user>user1</user>
<password>abc123</password>
<databaseName>ORCL1</databaseName>
<portNumber>1521</portNumber>
<otherProperties>driverType=thin</otherProperties>
<networkProtocol>TCP</networkProtocol>

</connectionSettings>
<connectionManagerSettings>
<poolable>true</poolable>

<minimumPoolSize>1</minimumPoolSize>
<maximumPoolSize>10</maximumPoolSize>
<poolIncrementSize>1</poolIncrementSize>
<blockingTimeout>1000</blockingTimeout>
<expireTimeout>1000</expireTimeout>
<startupRetryCount>1</startupRetryCount>
<startupBackoffSecs>20</startupBackoffSecs>

</connectionManagerSettings>
</Connection>

<Connection>
<packageName>MyJDBC</packageName>

<connectionAlias>Connections:con_local2</connectionAlias>
<connectionSettings>

<transactionType>NO_TRANSACTION</transactionType>
<datasourceClass>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</datasourceClas
s>

<serverName>localhost</serverName>
<user>user2</user>
<password>xyz321</password>
<databaseName>ORCL1</databaseName>
<portNumber>1521</portNumber>
<otherProperties>driverType=thin</otherProperties>
<networkProtocol>TCP</networkProtocol>

</connectionSettings>
<connectionManagerSettings>
<poolable>true</poolable>

<minimumPoolSize>5</minimumPoolSize>
<maximumPoolSize>10</maximumPoolSize>
<poolIncrementSize>1</poolIncrementSize>
<blockingTimeout>1000</blockingTimeout>
<expireTimeout>1000</expireTimeout>
<startupRetryCount>1</startupRetryCount>
<startupBackoffSecs>20</startupBackoffSecs>

</connectionManagerSettings>
</Connection>
</Connections>
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pub.pollingNotificationUtils:dropDatabaseObjects
pub.pollingNoificationUtils:dropDatabaseObjectsサービスで、通知の既存のデータベースオブ
ジェクトを自動的にクリーンアップできます。

入力パラメータ

ストリング: 必須。データベースオブジェクトを削除する必要がある通
知の名前。

notificationName

出力パラメータ

なし。

使用上の注意

このサービスを呼び出す前に、ターゲットの通知を無効にします。有効な通知や一時停止された
通知に対してこのサービスを呼び出すと、エラーがスローされます。

pub.pollingNotificationUtils:getDatabaseObjectsForNotification
pub.pollingNotificationUtils:getDatabaseObjectsForNotificationサービスで、通知に関連付けられ
た既存のデータベースオブジェクトをリストできます。

サービスは、存在しないデータベースオブジェクトに対して NULL を返します。

入力パラメータ

ストリング: 必須。データベースオブジェクトのリスト元となる通知の
名前。

notificationName

ストリング: 通知の接続内のスキーマの名前。jdbcConnectionSchemaName

ストリング: 代替検索スキーマの名前。cliOrSysSchemaName

出力パラメータ

通知に関連付けられているスキーマの名前。schemaName

通知のバッファテーブル名。bufferTableName

通知のトリガー名。triggerName

通知のシーケンス名。sequenceName
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C 組み込みのトランザクション管理サービス
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トランザクション管理の概要
この付録では、トランザクションの使用に関する概要と例を示します。WmARTパッケージ内に
ある Adapter for JDBC サービスの明示的トランザクションの管理に使用される組み込みサービ
スを、Integration Server でサポートする方法について説明します。WmART パッケージで使用
できる個々の組み込みトランザクション管理サービスの詳細については、253ページの「組み込
みのトランザクション管理サービス」を参照してください。

Adapter for JDBC で使用可能なその他の組み込みサービスについては、ご使用のリリースの
『webMethods Integration Server Built-In Services Reference』を参照してください。

トランザクション
Integration Server では、トランザクションとは、1 つの論理作業単位として扱われる、1 つ以
上のリソースに対する 1 つ以上の操作として考えます。1 つのトランザクション内の操作は、
すべてコミットされるか、すべてロールバックされます。たとえば、トランザクションに複数の
データベース挿入が含まれ、1つ以上の挿入に失敗した場合、すべての挿入がロールバックされ
ます。

トランザクションタイプ

Integration Server では、次の種類のトランザクションをサポートしています。

ローカルトランザクション (LOCAL_TRANSACTION) : リソースのローカルトランザクション
メカニズムに対するトランザクション

XAリソーストランザクション(XA_TRANSACTION) :リソースのXAリソーストランザクショ
ンメカニズムに対するトランザクション

Integration Server では、両方のタイプのトランザクションが自動的に管理されるため、アダプ
タによる処理は必要ありません。Integration Server では、Connector Architecture 仕様に基づ
いたコンテナ管理型 (暗黙的) のトランザクション管理アプローチが採用されています。また、
補足的な接続管理も行われます。これは、アダプタサービスが接続を使用してトランザクション
を作成するためです。暗黙的トランザクションの詳細については、247ページの「暗黙的トラン
ザクションと明示的トランザクション」を参照してください。

アダプタユーザによるトランザクションの作業単位の明示的な制御が必要になることもありま
す。そのような例は、249ページの「暗黙的トランザクションと明示的トランザクションの例」
で説明されています。

トランザクションをサポートするために、Integration Server は Oracle Transaction Manager を
使用します。TransactionManagerは、トランザクションの開始と終了、トランザクションコン
テキストの管理、新規に接続されたリソースの既存トランザクションへの登録を行います。ま
た、ローカルトランザクションおよびXAResourceトランザクションが不正な方法で結合されな
いようにします。

Transaction Manager が管理する操作は、アダプタサービス、トランザクション済み JMS トリ
ガー、またはトランザクション済み JMS 接続エイリアスを使用する組み込み JMS サービス が
実行する操作のみです。
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Important:
トランザクション済みのアダプタサービスやトランザクション済みの JMS サービスを含むフ
ローについては、ステップ実行やトレースすることはできません。

XA トランザクション

XAトランザクション接続がサービスのトランザクション中に例外をスローし、例外によって不
整合の状態が発生した場合は、データベースが提供するツールを使用してトランザクションを解
決する必要性が生じることがあります。

Integration Server を使用した XA トランザクション管理の詳細については、ご使用のリリース
の『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

暗黙的トランザクションと明示的トランザクション
暗黙的トランザクションは、Integration Server の Transaction Manager によって自動的に処理
されます。明示的トランザクションを定義する際は、トランザクションの完了時開始境界を定義
します。このため、暗黙的トランザクションと明示的トランザクションは別々に作成し、管理す
る必要があります。

以降の項では、暗黙的トランザクションと明示的トランザクション、およびその管理方法につい
て説明します。

暗黙的トランザクション

Integration Serverは、ユーザによる明示的な処理がなくても、暗黙的トランザクションを使用
して、ローカルトランザクションと XA リソーストランザクションの両方を自動的に管理しま
す。つまり、アダプタユーザが追加のサービスを呼び出さなくても、Integration Server は暗黙
的トランザクションを開始および完了します。

TransactionManagerが作業単位を定義するために使用するトランザクションコンテキストは、
フローの実行においてアダプタサービスが検出されると開始されます。アダプタサービスで必要
な接続は、新規に作成されたコンテキストに登録され、アダプタサービスで使用されます。別の
アダプタサービスが検出されると、接続が既に登録されているかどうかを確認するため、トラン
ザクションコンテキストが調べられます。接続が既に登録されている場合、アダプタサービスは
この接続を使用します。接続が登録されていない場合、新規の接続インスタンスが取り出され、
トランザクションに登録されます。

最上位のフローが別のフローを呼び出した場合、子のフロー内のアダプタサービスも同じトラン
ザクションコンテキストを使用することに注意してください。

最上位のフローが完了するとトランザクションは完了し、最上位のフローの状態 (成功または失
敗) に応じてコミットまたはロールバックされます。

1つのトランザクションコンテキストには任意の数のXA_TRANSACTION接続を含めることがで
きますが、LOCAL_TRANSACTION接続を複数含めることはできません。実行時に動的ユーザク
レデンシャルを指定する場合、1つのトランザクション内でLOCAL_TRANSACTION接続を使用
するすべてのアダプタサービスは、同じユーザクレデンシャルを使用する必要があります。たと
えば、1 つのトランザクションコンテキストで LOCAL_TRANSACTION 接続 c1 を使用して設定
された 2 つのアダプタサービス s1 と s2 がある場合、s1 と s2 の両方が実行時に同じ動的クレ

webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3 247

C 組み込みのトランザクション管理サービス



デンシャルを使用するか、設計時にデフォルトで設定されたクレデンシャルを使用する必要があ
ります。サービスに関連する接続の動的ユーザクレデンシャルの詳細については、23 ページの
「実行時におけるサービスに関連する接続のユーザクレデンシャルの変更」を参照してくださ
い。

暗黙的トランザクションの例については、249ページの「暗黙的トランザクションと明示的トラ
ンザクションの例」を参照してください。

フローの設計および使用の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service
Development Help』を参照してください。

トランザクションタイプの詳細については、16 ページの「アダプタ接続のトランザクション管
理」を参照してください。

明示的トランザクション

明示的トランザクションは、トランザクション作業単位を明示的に制御する必要がある場合に使
用します。それには、組み込みサービスと呼ばれる追加のサービスをフローで使用します。

トランザクションコンテキストは、pub.art.transaction:startTransactionサービスが実行されると
開始します。トランザクションコンテキストは、pub.art.transaction:commitTransactionサービ
スまたは pub.art.transaction:rollbackTransactionサービスのいずれかが実行されると完了しま
す。暗黙的トランザクションの場合と同様に、1つのトランザクションコンテキストには任意の
数のXA_TRANSACTION接続を含めることができますが、LOCAL_TRANSACTION接続を複数含
めることはできません。実行時に動的ユーザクレデンシャルを指定する場合、1つのトランザク
ション内でLOCAL_TRANSACTION接続を使用するすべてのアダプタサービスは、同じユーザク
レデンシャルを使用する必要があります。たとえば、1 つのトランザクションコンテキストで
LOCAL_TRANSACTION 接続 c1 を使用して設定された 2 つのアダプタサービス s1 と s2 がある
場合、s1とs2の両方が実行時に同じ動的クレデンシャルを使用するか、設計時にデフォルトで
設定されたクレデンシャルを使用する必要があります。

サービスに関連する接続の動的ユーザクレデンシャルの詳細については、23 ページの「実行時
におけるサービスに関連する接続のユーザクレデンシャルの変更」を参照してください。

Note:
明示的トランザクションを使用する場合、必ずcommitTransactionまたはrollbackTransaction
のいずれかとstartTransactionを組み合わせて呼び出す必要があります。組み合わせて呼び出
さない場合、Integration Server の再起動が必要な中断トランザクションとなります。また、
startTransaction は必ずシーケンス外にあるようにします。

トランザクションコンテキスト内のトランザクションが開始順と逆の順序で完了するように指定
されていれば (すなわち最後に開始するトランザクションが最初に完了するトランザクションに
なっていれば)、新規の明示的トランザクションコンテキストをトランザクションコンテキスト
内で開始できます。

たとえば、次に示すのは有効な構成例です。
pub.art.transaction:startTransaction

pub.art.transaction:startTransaction
pub.art.transaction:startTransaction
pub.art.transaction:commitTransaction

pub.art.transaction:commitTransaction

248 webMethods Adapter for JDBC インストールおよびユーザガイド 10.3

C 組み込みのトランザクション管理サービス



pub.art.transaction:commitTransaction

次に示すのは、無効な構成例です。
pub.art.transaction:startTransaction

pub.art.transaction:startTransaction
pub.art.transaction:commitTransaction

pub.art.transaction:commitTransaction

明示的トランザクションの例については、249ページの「暗黙的トランザクションと明示的トラ
ンザクションの例」を参照してください。

Note:
シーケンスが失敗した場合、シーケンス内の pub.flow:getLastErrorサービスを使用して、エ
ラー情報を取得できます。pub.flow:getLastErrorサービスの使用の詳細については、ご使用の
リリースの『webMethods Service Development Help』を参照してください。

フローの設計および使用の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service
Development Help』を参照してください。

トランザクションタイプの詳細については、16 ページの「アダプタ接続のトランザクション管
理」を参照してください。

暗黙的トランザクションと明示的トランザクションの例
この項の例では、次の図と後続の表で示す接続、サービスおよびフローを使用しています。
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説明ステッ
プ

次の 3 つの接続が設定されています。1

localConn1: LOCAL_TRANSACTION タイプ

localConn2: LOCAL_TRANSACTION タイプ

xaConn1: XA_TRANSACTION タイプ

前述のステップ1に示されたLOCAL_TRANSACTION接続を使用する次のアダプタサー
ビスが設定されています。

2

InsertLocal1: localConn1 接続を使用するよう設定済み

SelectLocal1: localConn1 接続を使用するよう設定済み

SelectLocal2: localConn2 接続を使用するよう設定済み

前述のステップ1に示されたXA_TRANSACTION接続を使用する次のアダプタサービ
スが設定されています。

3

InsertXA1: xaConn1 接続を使用

SelectXA1: xaConn1 接続を使用

LOCAL_TRANSACTIONを使用する、(この項で後述されている)次のフロー例を作成し
ます。

4

SingleLocalInsert (明示的トランザクション)。251 ページの「フロー例:
SingleLocalInsert」を参照してください。

ValidDoubleLocal (明示的トランザクション)。252 ページの「フロー例:
ValidDoubleLocal」を参照してください。

XA_TRANSACTION と LOCAL_TRANSACTION の両方を使用する、(この項で後述され
ている) 次のフロー例を作成します。

5

ValidMixed (暗黙的トランザクション)。250ページの「フロー例: ValidMixed」を
参照してください。

ValidMixed2 ( 暗黙的/明示的トランザクション)。252 ページの「フロー例:
ValidMixed2」を参照してください。

フロー例: ValidMixed

この例では暗黙的トランザクションを示しています。

このフローでは次のものを呼び出します。

XA_TRANSACTION 接続を使用する 1 つのサービス (InsertXA1サービス)

LOCAL_TRANSACTION 接続を使用する 1 つのサービス (SelectLocal2サービス)
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フロー例: SingleLocalInsert

この例では明示的トランザクションを示しています。

このフローでは、LOCAL_TRANSACTION 接続を使用する 1 つのアダプタサービス
(InsertLocal1) を呼び出します。

この例では、明示的トランザクションを使用するフローの正しい設定方法を示しています。明示
的トランザクションがコミット (成功) またはロールバック (失敗) されるために必要な、3 つの
シーケンスによる次の構成を使用します。

説明ステッ
プ

最上位のシーケンスは、成功すると終了します。開始トランザクションはシーケンス
の外にあることに注意してください。

1

成功した場合、トランザクションはコミットされ、最上位のシーケンスは完了します。2

前のシーケンスに失敗した場合にのみ、このシーケンスに入ります。トランザクショ
ンはロールバックされ、フローは失敗の状態で終了します。

3

この構成では、トリガーの再試行や再試行可能な例外は処理しないので注意してください。終了
ステートメントでは、再試行されないフロー例外が生成されます。再試行を有効にするには、フ
ローでステップの繰り返しステートメントを使用する必要があります。繰り返しステートメント
の使用の詳細については、ご使用のリリースの『webMethods Service Development Help』を参
照してください。
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フロー例: ValidMixed2

この例では、暗黙的トランザクションと明示的トランザクションの両方を示しています。

このフローでは次のものを呼び出します。

XA_TRANSACTION 接続を使用する 1 つのアダプタサービス(InsertXA1)

独自の明示的トランザクションを含み、LOCAL_TRANSACTION 接続 (localConn1) を使
用する 1 つのフロー (251 ページの「フロー例: SingleLocalInsert」で示した
SingleLocalInsert)

SingleLocalInsert フローと同じ LOCAL_TRANSACTION 接続 (localConn2) を使用する 1
つのアダプタサービス (SelectLocal2)

この例では、InsertXA1およびSelectLocal2は、暗黙的トランザクションの一部として登録され
ています。SingleLocalInsertは、明示的トランザクションの一部です。明示的トランザクション
が必要なのは、2 つの異なるローカルトランザクション接続 (localConn1 および localConn2) を
使用しているためです。

フロー例: ValidDoubleLocal

この例では明示的トランザクションを示しています。

このフローでは次のものを呼び出します。

LOCAL_TRANSACTION 接続 localConn1 を使用するフロー (SingleLocalInsert)

LOCAL_TRANSACTION 接続 localConn2 を使用するアダプタサービス (SelectLocal2)

このフローでは、別の明示的トランザクション内にある明示的トランザクションを示していま
す。フローは、それぞれ別のLOCAL_TRANSACTION接続を使用するフローとアダプタサービス
を呼び出します。複数のLOCAL_TRANSACTION接続がある場合には明示的トランザクションを
使用する必要があることに注意してください。

このフローは、251ページの「フロー例:SingleLocalInsert」に記載されたフロー例SingleLocalInsert
に似ています。SingleLocalInsert は、明示的トランザクションが確実にコミット (成功) または
ロールバック (失敗) されるように、3 つのシーケンスによるフロー構成を使用しています。
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説明ステッ
プ

最上位のシーケンスは、成功すると終了します。開始トランザクションはシーケンス
の外にあることに注意してください。

1

成功した場合、トランザクションはコミットされ、最上位のシーケンスは完了します。2

前のシーケンスに失敗した場合にのみ、このシーケンスに入ります。トランザクショ
ンはロールバックされ、フローは失敗の状態で終了します。

3

組み込みのトランザクション管理サービス
以降の項では、WmARTパッケージで使用できる個々の組み込みサービスについて説明します。

pub.art.transaction:commitTransaction
このサービスは、明示的トランザクションをコミットします。必ず、
pub.art.transaction:startTransactionサービスと組み合わせて使用してください。

対応する pub.art.transaction:startTransactionサービスがない場合は、フローサービスでランタ
イムエラーが発生します。暗黙的トランザクションと明示的トランザクションの詳細について
は、247ページの「暗黙的トランザクションと明示的トランザクション」を参照してください。

入力パラメータ

ドキュメント: 次に説明する変数 transactionName を含むドキュメ
ント。

commitTransactionInput

ストリング: 明示的トランザクションに名前を関連付けるために使
用されます。transactionNameは、明示的トランザクションに関連

transactionName

付けられている pub.art.transaction:startTransactionサービスまた
は pub.art.transaction:rollbackTransactionサービスの
transactionName と一致している必要があります。
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この値は、コミットまたはロールバックされていない最新の
pub.art.transaction:startTransactionからマップする必要がありま
す。

出力パラメータ

なし。

pub.art.transaction:rollbackTransaction
このサービスは、明示的トランザクションをロールバックします。必ず、
pub.art.transaction:startTransactionサービスと組み合わせて使用してください。

対応する pub.art.transaction:startTransactionサービスがない場合は、フローサービスでランタ
イムエラーが発生します。暗黙的トランザクションと明示的トランザクションの詳細について
は、247ページの「暗黙的トランザクションと明示的トランザクション」を参照してください。

入力パラメータ

ドキュメント:次に説明する変数transactionNameを含むドキュメ
ント。

rollbackTransactionInput

ストリング:明示的トランザクションに名前を関連付けるために使
用されます。transactionName は、明示的トランザクションに関

transactionName

連付けられている pub.art.transaction:startTransactionサービスま
たは pub.art.transaction:commitTransactionサービスの
transactionName と一致している必要があります。

この値は、コミットまたはロールバックされていない最新の
pub.art.transaction:startTransactionからマップする必要がありま
す。

出力パラメータ

なし。

pub.art.transaction:setTransactionTimeout
このサービスにより、暗黙的トランザクションと明示的トランザクションのトランザクションタ
イムアウト間隔を手動で設定できます。

このサービスを使用すると、Integration Server のトランザクションタイムアウト間隔が一時的
に無効になります。サーバのデフォルトトランザクションタイムアウトの変更については、
256ページの「Integration Serverのトランザクションタイムアウト間隔の変更」を参照してくだ
さい。
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このサービスは、暗黙的トランザクションまたは明示的トランザクションが開始される前にフ
ロー内で呼び出す必要があります。暗黙的トランザクションは、フロー内でアダプタサービスを
呼び出すと開始されます。明示的トランザクションは、pub.art.transaction:startTransactionサー
ビスを呼び出すと開始されます。

トランザクションの実行に、トランザクションタイムアウト間隔よりも長い時間がかかった場
合、そのトランザクションのすべての操作はロールバックされます。

このサービスによって無効になるのは、このサービスを呼び出したフローサービスに対するトラ
ンザクションタイムアウト間隔のみです。

入力パラメータ

整数: 暗黙的トランザクションまたは明示的トランザクションが
TransactionManagerによってロールバックとマークされるまでオープ
ンしている秒数。

timeoutSeconds

出力パラメータ

なし。

pub.art.transaction:startTransaction
このサービスは、明示的トランザクションを開始します。

必ず、pub.art.transaction:commitTransactionサービスまたは
pub.art.transaction:rollbackTransactionサービスと組み合わせて使用してください。対応する
pub.art.transaction:commitTransactionサービスまたは pub.art.transaction:rollbackTransaction
サービスがない場合は、フローサービスでランタイムエラーが発生します。

暗黙的トランザクションと明示的トランザクションの詳細については、247ページの「暗黙的ト
ランザクションと明示的トランザクション」を参照してください。

入力パラメータ

ドキュメント:次に説明する変数 transactionName を含むドキュメン
ト。

startTransactionInput

ストリング:開始するトランザクション名を指定します。このパラメー
タはオプションです。このパラメータを空白のままにした場合、

transactionName

Integration Server によって名前が生成されます。ほとんどの実装で
は、入力パラメータとしてトランザクション名を指定する必要はあ
りません。
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出力パラメータ

ドキュメント:次に説明する変数transactionNameを含むドキュメン
ト。

startTransactionOutput

ストリング:サービスが開始したトランザクション名。transactionName

Integration Server のトランザクションタイムアウト間隔の変更
Integration Serverのデフォルトトランザクションタイムアウトは、なし(NO_TIMEOUT)です。
サーバのトランザクションタイムアウト間隔を変更するには、テキストエディタを使用して
server.cnfファイルを変更し、下記のパラメータを追加します。このパラメータは、デフォルト
では server.cnf ファイルに存在しません。次の説明に従ってファイルに追加する必要がありま
す。

このファイルを編集する前に、必ず Integration Server をシャットダウンしてください。ファイ
ルの変更後、サーバを再起動します。

次のパラメータを server.cnf ファイルに追加します。
watt.art.tmgr.timeout=TransactionTimeout

TransactionTimeout は、トランザクションタイムアウトまでの秒数です。

このトランザクションタイムアウトパラメータはフローの実行を停止するものではありません。
これは、トランザクションがオープンのままで、なお有効と見なされる最大の秒数です。たとえ
ば、現在のトランザクションタイムアウト値が 60 秒で、フローの完了に 120 秒かかる場合、
Transaction Manager は実行状態にかかわらず、登録されたすべての操作をロールバックしま
す。

server.cnfファイルにパラメータを追加する詳細については、ご使用のリリースの『webMethods
Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。
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概要
この付録では、 Integration Server_directory \config ディレクトリ内のサーバ設定ファイル
(server.cnf) に指定する Adapter for JDBC パラメータについて説明します。このファイルを更新
する場合、通常は Integration Server Administrator の [設定] > [拡張設定]画面を使用しますが、
テキストエディタでファイルを直接編集することが必要になる場合もあります。ファイルを直接
編集する場合は、最初に Integration Server をシャットダウンしてからファイルを更新します。
ファイルの変更後、サーバを再起動します。[設定] > [拡張設定] 画面を使用してサーバ設定ファ
イル (server.cnf) を更新する場合は、特に指定のない限り、サーバの再起動は必要ありません。
サーバはパラメータのデフォルト値を使用します。パラメータにデフォルトがある場合は、パラ
メータの説明にデフォルトを記載しています。

watt.adapter.JDBC.AutomaticNotification.Joincolumn.BufferTable
Adapter for JDBC で、通知にソーステーブルの列名とは異なる [Output Field] 名があり、[Joins]
タブで同じ列が選択されているときに、挿入、削除、または更新のポーリング通知の [Joins] タ
ブにバッファテーブルの列を表示するかどうかを指定します。パラメータが true に設定されて
いる場合、アダプタは通知の [Joins] タブにバッファテーブルの列を表示します。パラメータが
false に設定されている場合、アダプタは通知の [Joins] タブにソーステーブルの列を表示しま
す。

watt.adapter.JDBC.DateWithTimestamp
アダプタサービスが Date 列を持つデータベーステーブルからデータを取得し、JDBC タイプが
DATEに設定され、[OutputFieldType]パラメータが java.lang.Stringに設定されている場合に、
Adapter for JDBC サービスの出力にタイムスタンプを追加します。パラメータが true に設定さ
れている場合、アダプタサービスは、出力にタイムスタンプを追加します。パラメータがデフォ
ルトである falseに設定されている場合、アダプタサービスは、出力にタイムスタンプを追加し
ません。

watt.adapter.JDBC.DateWithTimestampAndMilliseconds
アダプタサービスが Date 列を持つデータベーステーブルからデータを取得し、JDBC タイプが
DATEに設定され、[Output Field Type] パラメータが java.lang.String または SetAsString に設定
されている場合に、Adapter for JDBCサービスの出力にミリ秒付きのタイムスタンプを追加しま
す。パラメータが true に設定されている場合、アダプタサービスは、出力にミリ秒付きのタイ
ムスタンプを追加します。パラメータがデフォルトである falseに設定されている場合、アダプ
タサービスは、出力にミリ秒のないタイムスタンプを追加します。

watt.adapter.JDBC.DisableEmptyResult
データベースから返された結果セットが空の場合に、Adapter for JDBC Custom SQLサービスと
Dynamic SQLサービスがドキュメントを返すかどうかを指定します。パラメータが trueに設定
されている場合、アダプタサービスは空の結果ドキュメントを返しません。パラメータがデフォ
ルトである false に設定されている場合、アダプタサービスは空の結果ドキュメントを返しま
す。
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watt.adapter.JDBC.StoredProcedure.customRSColNames
Adapter for JDBC で、[Column Name] フィールドのカスタム列名を、StoredProcedure サービ
スと StoredProcedureWithSignature サービスの出力署名の結果セットにマッピングできるよう
にするかどうかを指定します。パラメータがデフォルトである true に設定されている場合、ア
ダプタは [Column Name] フィールドのカスタム列名のマッピングをサポートします。パラメー
タが false に設定されている場合、アダプタは、StoredProcedure サービスと
StoredProcedureWithSignature サービスの出力署名の結果セットに一致する標準値を使用しま
す。

watt.adapter.JDBC.UsePlainString
Adapter for JDBC サービスが、Java バージョン 1.5 以降を使用する場合に、データベースから
取得した列値の指数形式を返すかどうかを指定します。アダプタサービスがDecimal JDBCデー
タタイプの列値を取得し、[Output Field Type] タイプが java.lang.String として定義されている
場合、返される出力は指数形式になることがあります。返される出力は、BigDecimal.toString()
メソッドを呼び出して取得したストリングです。Java 5 での BigDecimal.toString の動作の変化
により、BigDecimal.toString() が指数値を返す場合もあります。パラメータが true に設定され
ている場合は、Adapter for JDBCは toPlainString()メソッドを呼び出し、すべての場合に指数以
外の形式を返します。パラメータがデフォルトである falseに設定されている場合、アダプタは
toString() メソッドを呼び出し、必要に応じて指数形式を返します。
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ドライバ制限
この付録では、制限および問題の一覧を記載します。詳細については、ベンダのマニュアルを参
照してください。

一般的な制約

バックエンドで既存の StoredProcedureWithSignature サービスを変更した後にアダプタ値
を再ロードすると、サービスパラメータは更新されますが、入力フィールドは更新されませ
ん。この問題を回避するには、次を実行します。

ストアドプロシージャ定義の引数リストの最後に新しい引数を追加します。リスト内の
既存の引数の間に新しい引数を追加しないでください。

サービスパラメータの順序を変更する場合は、パラメータの入力フィールドを手動で再
編集する必要があります。

Sybaseでは、TEXT、IMAGE、UNITEXTのデータタイプは、すべてのタイプのアダプタ通知
でサポートされていません。

ドライバ固有の制約

制限の詳細影響するデータベー
ス/アダプタ IS オペ
レーティングシステ
ム/プラットフォーム

ドライバ

このバージョンのドライバは BLOB データタイプを
サポートしていません。BLOB データタイプを含む

UDB 7.2DataDirect
Connect for JDBC
3.2 テーブルからデータを選択しようとすると、次のメッ

セージが表示されます。
[DataDirect][DB2 JDBC Driver][DB2]AN
UNSUPPORTED SQLTYPE WAS ENCOUNTERED IN
POSITION 2 ON A PREPARE OR DESCRIBE
OPERATION

注:
OS/390 または DB2 iSeries V5R2 を使用している
場合は、このドライバで BLOB データタイプがサ
ポートされます。

JTA (Java Transaction API) を使用している場合、こ
のドライバではXA_TRANSACTIONSがサポートされ
ません。UDB 8.1 を代わりに使用します。

バイト配列を [Input Field Type] として使用している
場合、BLOB列タイプに挿入できません。対処方法と
しては、IBM ドライバ (DB2 app type 2 または DB2
net type 3) を使用します。
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制限の詳細影響するデータベー
ス/アダプタ IS オペ
レーティングシステ
ム/プラットフォーム

ドライバ

StoredProcedureサービスのOUTパラメータでCLOB
データタイプを使用できません。使用すると

UDB 7.2、UDB 8.1

[[DataDirect][DB2 JDBC Driver][DB2]DATA
TYPE/LENGTH/VALUEOFARGUMENT1OFCLOBSP1
IS INVALID] がスローされます。

CallableStatement.getClob()が機能しません。IBMド
ライバ (DB2 app type 2 または DB2 net type 3) を代
わりに使用します。

BLOB および CLOB データタイプ (java.sql.Blob また
は java.sql.Clob) を IN パラメータとして使用してい
る StoredProcedure サービスを実行できません。
IN/OUT LOB パラメータを使用するには、代わりに
UDB 8.1 で IBM ドライバ (DB2 app type 2 または
DB2 net type 3) を使用します。

XA_TRANSACTION 接続を有効にできません。AIX5.1DB2 JDBC app
(type 2)

XA_TRANSACTION 接続を有効にできません。Linux

特殊文字が含まれているテーブル名を使用して
SelectSQL アダプタサービスを実行できません。

UDB DB2 8.1/Oracle
Solaris

MicroSoftWindowsNTオペレーティングシステムで
JDBC app (type 2) ドライバを使用している場合は可
能です。

ストアドプロシージャ通知が長期間有効になってい
る場合、次のメッセージが表示されます。

UDB DB2 7.2

[IBM][CLI Driver][DB2/] SQL1131N DARI (Stored
Procedure) process has been terminated abnormally
is posted.SQLSTATE=38503

CHAR(N)またはVARCHAR(N)に指定した列のサイズ
より大きいストリングを挿入する場合、エラーメッ
セージは発行されません。

UDB 8.1

XA_TRANSACTION接続を使用してInsertSQLアダプ
タサービスを実行中にデータベースがシャットダウ
ンした場合、IntegrationServerがクラッシュします。

UDB 8.1 (AIX5.1 上)

StoredProcedure アダプタサービス、
StoredProcedureWithSignature アダプタサービス、

UDB 7.2、UDB 8.1

StoredProcedure アダプタ通知、
StoredProcdeureNotificationWithSignature アダプタ
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制限の詳細影響するデータベー
ス/アダプタ IS オペ
レーティングシステ
ム/プラットフォーム

ドライバ

通知では、[ProcedureName] フィールドで機能が表
示されません。これを回避するためには、
StoredProcedure サービスまたは
StoredProcedureNotification を使用するときに、
[Procedure Name] フィールドに機能名を入力しま
す。

DB2 JDBC app (type 2) ドライバのサポートは非推奨
です。

UDB 9.1

このドライバは、UDB 8.2 より以前のバージョンで
は、XAトランザクションをサポートしていません。

UDB 8.xDB2 Universal
Type 4

UDB8.2より以前のバージョンでXA_TRANSACTION
をサポートする必要がある場合は、Universal Type 2
Driver を使用します。

CustomSQLサービスまたはDynamicSQLサービスで
は、SQL テキストボックスに入力された SQL ステー
トメントから空白文字は削除されません。このドラ
イバは、入力されたとおりの SQL ステートメントを
サーバに渡します。入力した SQL に、改行、タブな
どの不要な空白文字がないようにしてください。

ソーステーブルに CHAR 列、VARCHAR 列 または
LONGVARCHAR列が含まれている場合、挿入通知、

DB2 (OS/3906、7上)

削除通知、更新通知、基本通知および順序付き通知
を有効にできません。

20 k 以上のレコードを挿入しようとすると、システ
ムがデッドロックするか、タイムアウトエラーが発
生します。

DB2 7 (OS/390 上)DB2 JDBC net
(type3)

StoredProcedureWithSignature サービスおよび
StoredProcedureNotificationWithSignature 通知は
DB2 for OS/390 V6 のみでサポートされます。代わ
りに、StoredProcedure サービスまたは
StoredProcedure 通知を使用できます。

Software AG Designer で Adapter for JDBC 通知を設
定する場合([File] > [New >[Adapter Notification])、

DB2 7.2 (OS/390 上)

OS/390 でのトリガー名は 8 文字以下なので、
[Notification Configure] タブで指定する [Base Name]
を5 文字以下にする必要があります。
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制限の詳細影響するデータベー
ス/アダプタ IS オペ
レーティングシステ
ム/プラットフォーム

ドライバ

SelectSQLサービスを使用する場合、CLOBデータタ
イプを使用している大量のデータ (20 k) を選択でき
ません。

DB2 (OS/390 上)

ログオプションが有効の場合でも、ドライバはJDBC
ログに書き込みを行いません。対処方法としては、

UDB 7.2DB2 JDBC net
(type3)

空のログファイルを作成します。空のログファイル
を作成するには、Integration Server Administratorを
使用して [設定]> [拡張設定]> [拡張設定の編集] を選
択し、次を入力します。

watt.adapter.JDBC.JDBCLogFile= c:\log.txt

検索基準に一致するレコードがないBatchUpdateSQL
サービスを実行するとエラーが発生します。正常に
実行するには、基準に一致するレコードを少なくと
も 1 つ含める必要があります。

CHAR(N)またはVARCHAR(N)に指定した列のサイズ
より大きいストリングを挿入する場合、エラーメッ
セージは発行されません。

UDB 8.1

StoredProcedure アダプタサービス、
StoredProcedureWithSignature アダプタサービス、

UDB 7.2、UDB 8.1

StoredProcedure アダプタ通知、
StoredProcdeureNotificationWithSignature アダプタ
通知では、[ProcedureName] フィールドで機能が表
示されません。これを回避するためには、
StoredProcedure サービスまたは
StoredProcedureNotification を使用するときに、
[Procedure Name] フィールドに機能名を入力しま
す。

DB2 データベースシステムは Type 3 ドライバをサ
ポートしていません。

UDB 9.1

このドライバは複数の結果セットをサポートしてい
ません。複数の結果セットを使用するようにアダプ

Informix 7.31、9.xInformix Driver for
JDBC バージョン
2.21 type 4 タを設定する場合、すべての結果行はアダプタを設

定する際に指定した最初の結果セットに格納されま
す。

Informix 9.3 および 9.4 で XA_TRANSACTION を使
用する場合、値がNULLの LONGVARCHARデータタ
イプ列を更新できません。
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Informix 9.3 および 9.4 で XA_TRANSACTION を使
用する場合、値が非 NULL の BOOLEAN データタイ
プ列を更新できません。

次の場合、DB2 for AS/400 データベースで
StoredProcedureWithSignature アダプタサービスは
操作できません。

DB2 for AS/400 (すべ
てのバージョン)

JT400 (バージョン
6.0 以前)

ストアドプロシージャに、その特定の名前とは異
なるストアドプロシージャ名がある場合。

同じプロシージャ名を持つストアドプロシージャ
が 2 つあるが、特定の名前が異なる場合。

BIT データタイプを使用している Sybase 列は、ドラ
イバの動作によりNULL値を許可しません。つまり、

Sybase 11.x、12.x、
15.x

jCONNECT 5.5、
6.05 Type 4

InsertSQL サービスの実行時に値に NULL または ?
(変数)を挿入した場合、ドライバはその列の値をFalse
に変換し、NULLをその列の値としてデータベースに
挿入します。

すべてのアダプタサービスで、Oracle データタイプ
の NUMBER および NUMBER(n,m) が
java.math.BigDecimalにデフォルトでマップします。

サポートされている
Oracleデータベース全
部

Oracle JDBC
Drivers (Oracle
JDBCThin、Oracle
JDBC/OCI)

InsertSQL アダプタサービスを使用して date データ
タイプを java.util.Date にマップすると [ORA-01024:

Oracle 8.0.5

OCIコールのデータ型が無効です] という例外が発生
します。対処方法としては、そのdate データタイプ
を java.sql.Timestamp にマップします。

OCIDriverを使用してアダプタ接続を設定する前に、
HP-UX 11i に HP-UX 11i Quality Pack (June 2002)

HP-UX 11i

およびPHSS_26138を適用してください。適用しな
い場合、[Unresolved symbol :gethrtime (code)] とい
うエラーがスローされます。

OCI Driverを使用してOracle 8.0.5サーバに接続し、
BLOBおよびCLOBデータタイプを挿入しようとする

Oracle 8.0.5

と、[ORA-01461: LONG 値は LONG 列にのみバイン
ドできます。] というエラーが発生します。

すべてのアダプタ通知が18時間より長く有効になっ
ている場合、次のエラーが発生します。

HP-UX
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OCI-21503: 致命的エラーによりプログラムが終了しまし
た。OCI-04030: 20056 バイトを割り当てようとしてプロ
セス・メモリーが不足しました。

アダプタ通知を設定中に BLOB および CLOB データ
タイプはテーブル定義で使用できません。

サポートされている
データベース全部

ref カーソルが、%ROWTYPE 属性を持つ強いタイプ
として定義されるカーソルタイプとして宣言されて

サポートされている
Oracleデータベース全
部

Oracle 8i、9i、
10g、11g Thin
Driver および OCI
JDBC classes12
Driver

いる場合、StoredProcedureWithSignature サービス
と StoredProcedureNotificationWithSignature 通知
は、Oracle Cursor タイプのパラメータを含むストア
ドプロシージャでは動作しません。回避策は、ref
カーソルを弱いタイプとして定義することです。

接続を設定する前に環境変数を設定する必要があり
ます。詳細については、67 ページの「Oracle JDBC
OCIDriverの環境変数の設定」を参照してください。

サポートされている
データベース全部

Oracle JDBC OCI
Driver

Microsoft SQL Server
2000

SQL Server 2000
Driver for JDBC
バージョン
2.2.0019

not null real タイプを使用して SelectSQL アダプ
タサービスを実行すると [Value cannot be
converted to requested type] というエラーがス
ローされます。このエラーは、DataDirectConnect
for JDBCおよびMicrosoft SQL Server 2000Driver
for JDBC の両方のドライバの問題です。

データベース名に特殊文字が含まれている場合、
このドライバはデータベースからのテーブル名の
抽出をサポートしません。

このドライバを使用する場合、アダプタ接続を有
効にする前に Integration Server の CLASSPATH
にOracle JDK 1.3の javax.sql.*パッケージを含め
る必要があります。このパッケージが見つからな
いと、アダプタはエラーメッセージ「unable to
configure connection manager
javax/sql/DataSource.」をスローします。

Microsoft SQL Server
2005

SQL Server 2005
Driver for JDBC
バージョン
1.0.809.102

このドライバは、MS SQL データタイプ
VARCHAR(max)、VARBINARY(max)、
NVARCHAR(max) のそれぞれについて、誤った
データタイプ TEXT、IMAGE、NTEXT を返しま
す。
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このドライバは、MS SQL UNIQUEIDENTIFIER
データタイプに対して無効なJDBCデータタイプ
を返します。

このドライバは次のサービスおよび通知をサポート
していません。

サポートされている
データベース全部

Teradata V2R5
(Type 4)

BatchInsertSQLサービスまたはBatchUpdateSQL
サービス

InsertNotifications、UpdateNotifications、
DeleteNotifications、OrderedNotifications

テーブルまたは列の名前に @ を使用すると、次の構
文エラーが発生します。

Expected something between the word
'SP$CHAR#TABLE' and '@'." while using in Insert
service on Teradata.

このドライバは次のサービスおよび通知をサポート
していません。

サポートされている
データベース全部

Teradata V2R6、
R12.0、R13.0、
R13.10、R14.0
(Type 4) BatchInsertSQLサービスまたはBatchUpdateSQL

サービス

InsertNotifications、UpdateNotifications、
DeleteNotifications、OrderedNotifications

クエリ-タイムアウトはサポートされていません。Postgres Plus
Advanced Server 9.0/

Advanced Server
JDBC Connector
(edb-jdbc16.jar) サポートされるオペ

レーティングシステム
すべて

LOCAL_TRANSACTION を有効にするには、[Other
Properties] フィールドで transactionmode=ignoreを
追加します。

サポートされている
データベース全部

Apache Hive

このドライバは次の機能をサポートしていません。

StoredProcedure サービス、UpdateSQL サービ
ス、BatchUpdateSQL サービス、DeleteSQL サー
ビス

ポーリング通知
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XA_TRANSACTION へのサポート

LOCAL_TRANSACTION を有効にするには、[Other
Properties] フィールドで transactionmode=ignoreを
追加します。

サポートされている
データベース全部

MongoDB

REFRESH SCHEMA SQL ステートメントは、新たに検出
されたオブジェクトをネイティブデータタイプのリ
レーショナルビューに追加します。

Windows以外のオペレーティングシステムを使用す
るには、[Other Properties] フィールドに
SchemaDefinition=<Valid file path>を追加します。

このドライバは次の機能をサポートしていません。

StoredProcedure サービス

ポーリング通知

XA_TRANSACTION へのサポート

LOCAL_TRANSACTION を有効にするには、[Other
Properties] フィールドで transactionmode=ignoreを
追加します。

サポートされている
データベース全部

Apache Cassandra

REFRESH SCHEMA SQL ステートメントは、新たに検出
されたオブジェクトをネイティブデータタイプのリ
レーショナルビューに追加します。

Windows以外のオペレーティングシステムを使用す
るには、[Other Properties] フィールドに
SchemaDefinition=<Valid file path>を追加します。

このドライバは次の機能をサポートしていません。

StoredProcedure サービス

StoredProcedureWithSignature サービス

ポーリング通知

XA_TRANSACTION へのサポート

LOCAL_TRANSACTION を有効にするには、[Other
Properties] フィールドで transactionmode=ignoreを
追加します。

サポートされている
データベース全部

Apache SparkSQL
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このドライバは次の機能をサポートしていません。

StoredProcedure サービス

StoredProcedureWithSignature サービス

UpdateSQLサービス、BatchInsertSQLサービス、
BatchUpdateSQL サービス、DeleteSQL サービス

ポーリング通知

XA_TRANSACTION へのサポート

このドライバは次をサポートしていません。サポートされている
データベース全部

Apache Impala

UpdateSQL サービス、DeleteSQL サービス、
BatchInsertSQLサービス、BatchUpdateSQLサー
ビス、StoredProcedure サービス、
StoredProcedureWithSignature サービス

InsertNotifications、UpdateNotifications、
DeleteNotifications、
StoredProcedureNotifications、
StoredProcedureNotificationsWithSignature、
OrderedNotifications

XA_TRANSACTION へのサポート

LOCAL_TRANSACTION へのサポート

このドライバは次をサポートしていません。Cloud SpannerCloud Spanner
オープンソース
JDBC Driver StoredProcedure サービス

XA_TRANSACTION へのサポート

LOCAL_TRANSACTION の DDL ステートメント

基本通知以外のポーリング通知

このドライバは次をサポートしていません。サポートされている
データベース全部

SAP HANA JDBC
Driver

バージョン 2 の ngdbc JAR ファイルを除く XA
TRANSACTION 。

InsertNotification、UpdateNotification、
DeleteNotification、OrderedNotification の
[WHEN]タブ。これは、SAPHANAトリガー定義
が WHEN 節をサポートしていないためです。
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ARRAY データタイプのメタデータ検索。これら
のデータタイプで操作を実行するために使用でき
るのは、CustomSQLサービスおよびDynamicSQL
サービスだけです。

StoredProcedure、
StoredProcedureWithSignature、
StoredProcedureNotification、
StoredProcedureNotificationWithSignature は
ResultSet をサポートしません。

データベースドライバ制限のリストについては、『webMethodsAdapters SystemRequirements』
を参照してください。
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