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第 1 章 はじめに
本書の利用方法
『リファレンス』というタイトルからも分かるように、本書は、他の Nextra マニュアルを読む
ときに用いる参照用のマニュアルです。本書では、Nextra ユーティリティのすべての機
能の詳細とシンタックスについて説明します。まず、この後を読んで、対象読者に該当し、
本書が必要に応じた適切なマニュアルであることを確認してください。

対象読者
本書は、3 層構造アプリケーションを扱う開発者と管理者を対象にしています。『リファレ
ンス』は初心者の学習用には書かれていません。『リファレンス』は、熟練した分散アプリ
ケーションプログラマと管理者が、Nextra の特定の機能を使用する際に必要な詳細情
報を調べる際に役に立ちます。

前提知識
『リファレンス』で Nextra の機能を調べるときは、読者がマニュアルの該当個所を読み、
Nextra の機能の目的と一般的な使い方に精通し、Nextra の機能のオプションやシ
ンタックスの詳細についての簡潔なリファレンス情報を必要としていることが前提になりま
す。

本書の使用方法
他のマニュアルとは異なり、『リファレンス』はプロセスについて説明しておりません。また、
Nextra 機能の目的、コンテキスト、関連事項についても説明しておりません。本書では、
広範囲の情報、設計やトラブルシューティングで役立つ情報、そして、全てのユーティリ
ティ、API、関数、および Nextra を構成するファイルについて説明しています。
『リファレンス』は、「RPCMake にはどんなコマンドラインオプションがあるのか？」、
「initialize 関数はどのように動作するのか？」といった特定の質問に答えるために
書かれています。「どのようにサーバを構築するか？」、「どの種類のサーバを構築する
か？」といった一般的な質問については、別のマニュアルで説明されています。本書は、
Nextra 機能の仕様を調べるときに適しています。
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項目
本書では、次の項目について説明しています。
「ファイル仕様」の章では、Nextra ユーティリティと RPC ライブラリ関数に関連する固有
のシンタックスとサポートされるテキストファイルについて説明します。
「データ型情報」の章では、IDL ファイル、クライアント(COBOL，PowerBuilder，
Visual Basic，Java) およびサーバ(C，COBOL)で使用可能なデータ型につい
て説明します。
「Nextra ユーティリティ」の章では、Nextra の各ユーティリティプログラムの詳細情報
を、サーバとクライアントの標準的な起動オプションとともに示します。
「Nextra API」の章では、クライアントとサーバから呼び出される Nextra ライブラリの
各関数について、プロトタイプ、関数の処理の説明、パラメータ、戻り値を示します。
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表記規則

文中の表記規則
本書で使用する規則を理解しておくと、ユーティリティの使用方法などを容易に理解でき
ます。
形式

説明

例

sub-text

ユーザが指定する必要がある
値を示します。

text.def

bold

本文中では Nextra ユーティリ
ティを示します。サンプル中で
は、強調される部分を示しま
す。

broker

[brackets]

|がない場合は、オプションテ
キストを示します。|がある場合
[NONE|ERROR|WARN|DEBUG]
は、いずれか 1 つを選択する
ことを示します。

次の形式で区別されているパラグラフは、コード例です。

#include <stdio.h>
main() {
int i;
printf("The number is %d\n",i);
}
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本書で使用するシンボル
本書では、次のようなシンボルを使用しています。

警告メッセージ
このシンボルに続くメッセージに、特別な注意を払う必要があることを示
しています。このメッセージには重要な情報が含まれており、この情報
を正しく理解してから先に進んでください。

ヒントメッセージ
このシンボルに続く本文は、必須ではありませんが状況に応じて役立
つ手順であることを示しています。

オプションメッセージ
このシンボルに続く本文はオプションであることを示しています。内容
は、追加機能または代替手法の概要、ある概念を理解するために役立
つプロセスステップの詳細などです。

デバッグのヒント
このシンボルに続く本文は、プロジェクトの現在のステップをデバッグす
る手順が含まれていることを示しています。この方法はあくまで参考で
あり、別の有効なデバッグ方法の使用を妨げるものではありません。
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第 2 章 ファイル仕様
この章では、Nextra で必要とされるテキストファイルのシンタックスと使用方法について
説明します。

インタフェース定義言語(IDL)ファイル
インタフェース定義(Interface Definition Language)ファイルは、ネットワーク通信スタ
ブ（クライアント用）・スケルトン（サーバ用）を生成するために、RPCMake によって
使用されます。SQLMake ユーティリティは、DB アクセス・サーバのための IDL ファ
イルを生成します。ほとんどの IDL ファイルは、開発者によって記述されなければ
なりません。
IDL ファイルの形式は次のとおりです。
# RPC Interface Definition File for: interface_name
[uuid(uuid) version(ver)]
interface 《$》interface_name {

《[async]》 《[tcp]|[udp]》 data_type procedure_name (
《[in]|[out]》 data_type variable_name《[]》《,
...
《[in]|[out]》 data_type variable_name《[]》》);

data_type procedure_name (
《[in]|[out]》 data_type variable_name《[]》《,
...
《[in]|[out]》 data_type variable_name《[]》》;》
.
.
.
}
上記の形式について、以下の表を参照してください。
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表 2.1 ： IDL（インタフェース定義言語）ファイルシンタックス
フィールド

#

説明
行の最初が非空白文字の場合、 #は行の残りの部分がコメントで
あることを示します。

uuid

UUID。形式上必要ですが無視されます。

ver

サーバのバージョン番号。形式上必要ですが無視されます。

interface_name

サーバを識別するための名前。ネットワーク上の全てのサーバの
中でユニークな名前である必要があります。インタフェース名は、
文字で始まり、25 文字を超えてはいけません。各 IDL ファイル
には、1 つのインタフェース定義のみが許されます。名前の先頭
にドル記号 "$"が付いている場合は、サーバ名は変数となり、起
動時にサーバ名を指定できるようになります。詳細については、
『運用／設定ガイド』の「バリアブル・ネームド・サーバ(Variable
named server)の概要」を参照してください。

[async]

オプションです。指定が無い場合は、同期・レガシーモードになり
ます。 async = Asynchronous を意味します。

[tcp]|[udp]

オプションです。指定が無い場合は、TCP プロトコルが選択され
ます。

data_type

データ型宣言。data_type が procedure_name より前にくる場
合、関数の戻り値のデータ型を宣言する。 data_type が
variable_name より前にくる場合、入力変数、出力変数のデー
タ型を宣言します。
有効な戻り値：char，double，float，int，short，long，void,
object(Java のみ).

procedure_name

指定したクライアントから呼び出される関数の間でユニークなリテ
ラル文字列です。プロシージャ名は文字で始まり、80 文字を超
えてはいけません。サーバプログラムが実行できる関数の名前を
付けます。クライアント・プログラムはこの関数を
procedure_name によって呼び出し、この関数はサーバコード
では procedure_name となります。名前を dce_，DCE_，
ODE_，ode_で始めることはできません。

[in]|[out]

このいずれかの値は関連する変数が入力変数か出力変数かを
指定します。入力は値がクライアントからサーバに渡されることを
意味します。ブラケットが必要。

variable_name《[]》

関数内でユニークなリテラル文字列。変数名は文字で始め、80
文字を超えてはいけません。変数は dce_で始めてはいけませ
ん。クライアントとサーバコードで、対応する変数は同じ名前でな
くてもかまいません。しかし、変数は位置によって参照されるた
め、プロシージャの定義における最初の変数は、プロシージャパ
ラメータリストとクライアントの呼び出しパラメータリストの中の、最
初の変数に対応します。他の変数も同様に参照されます。
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オプションの括弧を付けると、配列変数を示します。数字の値、ま
たは他の変数値を括弧内に挿入すると、固定長配列（*注）また
はコンストレインド配列（*注）を宣言することになります。空の括弧
は、NULL ターミネーテッド配列（*注）を示します。(char データ
型のみで許されます。) （*注）IDL データ型を参照。

Nextra ライブラリでは、インタフェース名、プロシージャ名、変数名で使用できる文字は、
英大文字、英小文字、数字、アンダースコア(_)に制限されます。他の文字制限や長さ
の制限は、選択した言語によって異なります。一般には、英数字以外の文字を使わず、
入力しやすい長さにしておきます。

IDLファイル中における引数定義の正当性
RPCMake は一部のコードを生成するために、テキスト置換を使用することに注
意してください。次のように定義するとします。

[out] char badarray[0] [0]
この場合、RPCMake に障害は発生しませんが、生成されるコードは使用できません。C
言語では、上記の定義はスタブに以下のステートメントを生成します。

malloc(sizeof(char) * 0 * 0)
HP-UX では、この文は未定義の動作です。AIX では、NULL ポインタを返し、エラーを
発生させます。したがって、IDL ファイルを書き込むときには注意してください。不可解な、
表面上追跡不可能なエラーに遭遇した場合は、不完全に定義された引数がないか、
IDL ファイルを厳密に検査して起動してください。

環境ファイル
ブローカ、サーバ、クライアントを実行するためには、それぞれに環境ファイルが必要で
す。同じマシンで実行される全てのブローカ、サーバ、クライアントに同じ環境ファイルを
使用できますが、各プログラムに個別のファイルを用意することをお勧めします。
各プログラムに個別の環境ファイルを用意すると、プログラムは、ファイルに指定されたさ
まざまな属性についてユニークな設定を行うことが可能になります。たとえば、デバッグ出
力を異なるファイルやデバイスに出力したり、別のプログラムに異なるデバッグレベルを
設定すると、システムのトラブルシューティングを容易にすることができます。また、別の例
として、それぞれのブローカに、別の環境ファイルを設定して並列ブローカとして使うこと
により、堅牢性、耐障害性を増すこともできます。
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環境ファイル（.env）の形式
環境ファイルの形式は、次のとおりです。最初に書かれている環境ファイル属性（単に
「属性」とも呼ぶ）DCE_BROKER のみが必須となります。他の属性はオプションであり、次
のリストや説明の表では、アルファベット順に並べてあります。
[DCE_BROKER= broker_host, broker_port_#]
[2nd_broker_host, 2nd_broker_port_#]
[...]
[nth_broker_host, nth_broker_port_#]
[DCE_ALLOWIP=IP_file]
[DCE_ASYNC_CLEANUP_DELAY=duration]
[DCE_BROADCASTINTERVAL=interval]
[DCE_CLN_TIMEOUT=duration]
[DCE_CLTIMEOUT=frequency]
[DCE_CONNECTION_TIMEOUT=duration]
[DCE_CONNRETRY=num]
[DCE_CROSSCOMPAT=<<0|1>>]
[DCE_DEBUGLEVEL=NONE|ERROR|WARN|DEBUG,NONE|ERROR|WARN|DEBU
G]
[DCE_DEDICATED=<<0|num>>]
[DCE_DEDICATEDLOGFILE=<<0|1>>]
[DCE_EXPORT=host,port
<< host2, port2 >>
<< ... >>
<< host_n, port_n >>]
[DCE_EXTCLIENT=IP_address
<< IP_address2 >>]
<< ... >>
<< IP_address_n >>]
[DCE_EXTSEARCH=<<0|1>>]
[DCE_LISTEN_QUEUS=num]
[DCE_LOCAL=<<0|1>>]
[DCE_LOCALE=encoding]
[DCE_LOG=log_device]
[DCE_LOG_MAXSIZE=size]
[DCE_MSGBUF=bufsize]
[DCE_MYIPADDRESS=IP_address]
[DCE_NOFORWARD=interface,
<< interface1 >>
<< ... >>
<< interface_n >>]
[DCE_PACKET4NOFRAGMENT=<<0|1>>]
[DCE_PACKETSIZE=packsize]
[DCE_RECEIVETIMEOUT=duration]
[DCE_SERVERNAME=server_name]
[DCE_SERVERPORT=port_num]
[DCE_SO_LINGER=duration]
[DCE_SO_RCVBUF_LEN=bufsize]
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[DCE_SO_SNDBUF_LEN=bufsize]
[DCE_SVR_TIMEOUT=duration]
[DCE_TCP_NODELAY=<<0|1>>]
[DCE_THREADED=<<1024|num>>]
[DCE_THREAD_LOCK_TIMEOUT=duration]
[DCE_THREADEDLOGFILE=<<0|1|num>>]
[DCE_ TRANSCRIPT=変換前 IP_address1, 変換後 IP_address11
<< 変換前 IP_address2, 変換後 IP_address12 >>
<< ... >>
<< 変換前 IP_address_n, 変換後 IP address_m >>]

環境ファイル属性
次の表で、環境ファイルで設定できる属性について説明します。

表 2.2 ： 環境ファイル属性
属性

説明
この属性は、全て（ブローカ、クライアント、サーバ）
の環境ファイルに必要であり、、少なくとも 1 組の値
が含まれていなければなりません。値の組は、1 行
に 1 つで、カンマで区切った 2 つの文字列で構成
されます。

-broker_host は、ブローカが実行されるマシンのホ
スト名、または IP アドレスを示します。

DCE_BROKER
デフォルト=なし

-broker_port は、ブローカがサーバからの登録や
クライアントからの要求を「待機」するポート番号を表
します。この番号は、2048 から 65535 の間の数字
で設定します。
ローカが broker -p フラグで起動される場合、その
ブローカはサブブローカとなります。broker -p フラ
グで指定された引数はブローカが待機するポート番
号になり、DCE_BROKER 属性の最初の値の組
は親ブローカのポート番号とホスト名になります。
(「Broker」を参照)
DCE_BROKER 属性に複数の値が設定された場
合：

12

リファレンス

◆ブローカは、最初の行の値だけを使用し、その他
全ての行を無視します。
◆サーバは、DCE_EXTSEARCH 属性が指定さ
れない限り各ブローカに登録されます。
「DCE_EXTSEARCH」を参照してください。
◆クライアントは、リスト中の使用可能な最初のブロ
ーカにサーバのアドレスを要求します。(最初のブロ
ーカに到達できなければ、クライアントはリスト中の
次のブローカに照会します。) リストされているブロ
ーカは、完全に交換可能です。
の属性は、ブローカ、サーバ、クライアントで使用さ
れます。

DCE_ALLOWIP

デフォルト=なし

DCE_ASYNC_CLEANUP_DELAY

デフォルト=3600 秒

＊Version5.2 以降で利用可

この属性の値 IP_file には、1 行あたり 1 つの IP
アドレスを持つ、RPC 通信を有効とするマシンの
IP アドレス一覧が記録されたファイルのパス名を指
定します。
このファイルにアドレスがないクライアントは、環境フ
ァイルにこの属性が含まれるサーバやブローカに照
会することはできません。IP ファイルはオプションで
あり、UNIX、Windows 環境において、Nextra ア
プリケーションのための独立したコンポーネントで
す。
この属性は、ブローカとサーバによってのみ使用さ
れます。
この属性では値 duration は、非同期 RPC 発行し
てからその RPC が使用したメモリーをクリーンアッ
プまでに待つ秒数を指定します。デフォルトは
3600 秒です。またこの属性は、スレッド・サーバで
も使用されます。

この属性は、非同期 RPC クライアントとスレッド・
サーバで使用されます。
この属性では値 interval は、ブローカがブロードキ
ャストアドレスへ稼動位置情報（IP アドレス、ポート
番号）を送信する間隔（秒）となります。

DCE_BROADCASTINTERVAL

デフォルト=3 秒

稼 動 位 置 情 報 を 確 認 す る に は 、 tcpdump,
wireshark その他 packet 情報を提供するユーテ
ィリティーを使用する必要があります。
例） on Linux
$sudo tcpdump -n broadcast -A -i interface
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この属性はブローカ、IPv4 のみで利用可能です。
v6.1 よりサポートされた機能です。

DCE_CLN_TIMEOUT

デフォルト=INT_MAX 秒

この属性では値 duration は、クライアントがサーバ
に送った RPC の戻りを待つ秒数を指定します。
duration 秒が過ぎても結果が戻らなければ、クライ
アントはサーバに対する接続を切断して、ハングし
な い よ う に し ま す 。 duration の 最 大 値 は
INT_MAX です。この値は ANSI C で必要 な
limits.h で指定されるプラットフォーム従属変数で
す。この属性に値が設定されていない場合、値は
DCE_RECEIVETIMEOUT 属性から引き出され
ま す 。 DCE_CLN_TIMEOUT 属 性 と
DCE_RECEIVETIMEOUT 属性の両方が設定
されている場合、DCE_CLN_TIMEOUT 属性の
値が優先されます。

この属性は、クライアントおよびクライアントとして
動作するサーバで使用されます。
この属性を含む環境ファイルを使用して起動したク
ライアントは、この属性の値 frequency 秒ごとにブ
ローカに新しいサーバのリストを要求します。
この属性を設定することで、起動後に新規に登録さ
れたサーバにもアクセス可能となります。指定した時
間が経過した後の最初の RPC 呼び出し時に、クラ
イアントはサーバリストを更新します。デフォルト値
は 3600 秒（1 時間）です。

DCE_CLTIMEOUT

デフォルト=3600 秒（1 時間）

このタイムアウトは、インタフェースごとに適用される
ので、その他のサーバリストの更新には影響を与え
ません。例えば、’southwest’というインタフェース名
をもつサーバについてサーバリストの検索を行った
とき、このサーバについてのタイムカウントはリセット
されますが、 ’northwest’というインタフェース名をも
つサーバのサーバリストを更新するためのタイムカ
ウントはリセットされません。
また、この属性の設定は、通常クライアントが行いま
す。クライアントが特定のサーバの既知のインスタン
スに到達できなくなると、この属性の設定の有無に
関わらず、他のインスタンスをブローカに照会しま
す。
この属性は、クライアントおよび他のサーバのクライ
アントとして動作するサーバによってのみ使用され
ます。
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この属性の値 duration には、クライアントがサーバ
に確認のための RPC を送信した後、返答を待つ
秒数が指定されます。duration 秒が過ぎても結果
が戻らなければ、クライアントは別のサーバプロセス
に接続します。
DCE_CONNECTION_TIMEOUT サーバマシンのダウン時などに、効力を発揮しま
す。
デフォルト=5 秒
0 秒を指定すると、予期せぬ結果を招く恐れがあり
ますのでご注意ください。
この属性は、クライアントおよびクライアントとして動
作するサーバで使用されます。
DCE_CONNRETRY
デフォルト=1
＊Version5.2 以降で利用可

DCE_CROSSCOMPAT
デフォルト=0

クライアントソケットにて、サーバソケットにコネクト
したがエラー（Exception）を検知した場合に、指定
回数再接続を試みます。
この属性は、クライアントおよびクライアントとして動
作するサーバで使用されます。
クライアント側 Nextra5.2 以上、サーバ側
Nextra3.6 のアプリケーション稼働環境に於いて、
クライアント側環境ファイルにて 1 を指定することに
より相互 RPC 通信を保障する属性です。
この属性はクライアントによって使用されます。
オブジェクトクライアントでは、使用できません。
この属性は、Nextra ランタイムから書き込まれるロ
グファイルの詳細レベルを決定します。

DCE_DEBUGLEVEL

デフォルト=ERROR,ERROR

属性は、2 つの値をとり、それぞれ 4 通りの設定が
できます。1 番目の値は、正常実行操作時にログフ
ァイルに出力するステータス情報の詳細レベルを指
定します。2 番目の値は、エラー条件発生時にログ
ファイルに出力するステータス情報の詳細レベルを
指定します。
デバッグレベルが NONE のとき、メッセージはログ
フ ァ イ ル に 書 き 込 ま れ ま せ ん 。
デバッグレベルが ERROR のとき、エラー(アプリケ
ーションの継続不能の状態)だけがログファイルに
書
き
込
ま
れ
ま
す
。
デバッグレベルが WARNING のとき、エラーおよ
び警告(起こるべきではない事象ですが、管理上
「関心がある」もので、アプリケーションは動作可能
な状態)がログファイルに書き込まれます。
デバッグレベルが DEBUG のとき、エラー、警告お
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よびコンテキストメッセージ(予測されるルーチン条
件)が、ログファイルに書き込まれます。
指定されない場合は、両方のデフォルト値は
ERROR(最少メッセージ)となります。
ログファイルのレベルの詳細については、「ログファ
イルのデバッグレベル」を参照してください。
この属性はブローカ、サーバおよびクライアントによ
って使用されます。
この属性に割り当てられる num 値は、新しいクライ
アントの要求ごとに、サーバが自分自身の子プロセ
ス（Child process）を作成するかどうかを指定しま
す。 この属性指定で起動されたサーバ・プロセスを
デディケイテッド・サーバ (Dedicated server)と言
います。

num を 0 より大きい数字に設定すると、サー

DCE_DEDICATED
デフォルト=0

バがデディケイテッド・サーバとして起動され
ます。指定する数字は、1 度に接続できるクラ
イアント数の上限を示します。たとえば、
DCE_DEDICATED=4 の場合、サーバは（必
要に応じて）1 度に最大 4 つの別々のクライア
ントにサービスするために子プロセスを作成し
ます。許される数以上のクライアントが要求し
た場合、子プロセスは起動しますが、そのクラ
イアントに対し、DCE_MAXCAPACITY のエ
ラー番号を返答して終了します。この子プロセス
はクライアントが終了すると終了します。

DCE_DEDICATED 属性のデフォルト値は 0
です。AppMinder とデディケイテッド・サー
バを併用する場合は、DCE_DEDICATED 属
性を、必要と思われるデディケイテッド・サー
バの数プラス 2 以上に設定してください。なぜ
なら、AppMinder からの監視リクエスト応答
に、子プロセスが 必要だからです。
詳細については、『 運用／設定ガイド』の「管理戦
略の概要」と 「デディケイテッド・サーバの技術詳
細」を参照してください。
この属性はサーバによってのみ使用されます。
DCE_DEDICATEDLOGFILE

デフォルト=0
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この属性は、デディケイテッド・サーバについて、子
プロセスのステータス情報を親プロセスのログファイ
ルにのみログするか、子サーバ毎にログファイルを
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作成しログするかを制御します。
デフォルト設定の 0 は、子サーバはログファイルを
作成しないことを示します。
1 は、それぞれの子サーバが自分のログファイルを
作成することを示します。
全てのログファイルは、DCE_LOG_d（DCE_LOG
属性で指定されたファイル名＋_d）というディレクトリ
に保管されます。
このディレクトリでは、親プロセスのログは
masterpid.log であり、子プロセスのログは
childpid.log となります。ここで、pid はログを書き
込むサーバのプロセス ID です。

DCE_EXPORT

デフォルト=なし

この属性は、サーバがクライアントとして動作してい
るときに、DCE_EXTSEARCH 属性とともにのみ
使用され、設定されなければなりません。そうでなけ
れば、サーバはブローカに登録できません。この属
性の形式は DCE_BROKER 属性の形式と同じで
す。DCE_BROKER 属性で指定された値は、クラ
イアントサイドの RPC で使用され、サーバ登録はこ
の属性で指定した値によって指示されます。サーバ
はこのリスト内の各ブローカに登録しようとします。ク
ライアントとしてアクセスするブローカと、サーバとし
て登録するブローカが別の場合に有効な属性で
す。DCE_EXTSEARCH 属性の値が 0、もしくは
無指定の場合、この属性は無効です。
この属性は、クライアントとして動作するサーバでの
み使用されます。
オブジェクトクライアントでは、使用できません。

DCE_EXTCLIENT
デフォルト=なし

この属性に記述されている IP アドレスを持つクライ
アントプログラムから、ブローカへのサーバ位置情
報の参照があった場合でかつ、このサーバ位置情
報が DCE_TRANSCRIPT 属性で指定されている
1 番目の IP アドレスで登録されているものであった
場合、2 番目の IP アドレスと入れ替え、当該クライ
アントプログラムに位置情報を送信するとことになり
ます
DCE_TRANSCRIPT と対で使用されます。
詳細については、『運用／設定ガイド』「プライベー
トネットワークの外にあるクライアントからのアクセス
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や、サーバマシンに 2 つ以上の IP アドレスが割り
振られている場合」を参照してください。
この属性は、ブローカの環境ファイルでのみ有効で
す。
指定例）
DCE_EXTCLIENT=211.168.1.100
211.168.1.101
211.168.1.102
DCE_ TRANSCRIPT=
192.168.0.112, 211.168.0.112
192.168.0.113, 211.168.0.113
*上記 DCE_EXTCLIENT の指定をまとめて、
211.168.1.255 のように記述できます。
1 が指定された場合は、DCE_EXPORT を使用し
て、サーバ位置情報をブローカに登録します。

DCE_EXTSEARCH

クライアント環境ファイルの DCE_BROKER 属性
に複数のブローカが登録されていて、例えば１番目
のブローカと接続できたが、そのブローカに目的の
サーバが登録されていない場合、次に登録されて
いるブローカに目的のサーバを探しに行きます。

デフォルト=0
この属性が設定されていない場合、最初のブローカ
にサーバが登録されていない時点でエラーとなりま
す。
この属性は、クライアントおよびクライアントとして動
作するサーバで使用されます。
DCE_LISTEN_QUEUES
デフォルト=5

TCP/IP ポートにおける、最大接続待ちの長さを指
定します。
バージョン 5 以前では、LISTEN_QUEUES とし
て環境変数にて設定を行いました。

＊Version5.2 以降で利用可
この属性はサーバによってのみ使用されます。
1 を設定すると、サーバはローカルサーバとして起
動されます。デフォルト値である 0 を指定すると、サ
ーバはローカルサーバとして起動されません。
DCE_LOCAL

デフォルト=0

ローカルサーバとは、登録したブローカと、そのブロ
ーカ以下の階層のブローカにのみ位置を知られて
いるサーバのことです。
詳細については、「リソース管理：ローカルサーバ」
を参照してください。この属性はサーバによっての
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み使用されます。
DCE_LOCALE
デフォルト=SJIS
＊Version5 以降で利用可

ネットワークエンコーディングを指定します。指定
できるエンコーディングは、SJIS、UTF8 などで
す。
この値 log_device は、指定した環境ファイルを使
用する全ての Nextra ランタイムによって生成され
るステータス情報の出力先を指定します。環境ファ
イルを共有する複数のエンティティはログファイルも
共有できますが、エンティティごとにログファイルを
持つことが望ましいです。

DCE_LOG

log_device は、ファイルまたはデバイスです。
UNIX のサーバとクライアントおよび Windows サ
ーバのデフォルト出力先は STDOUT です。
(クライアントとしての Windows については、
STDOUT が使用できないので、デフォルトではロ
ギングなしになります。)

デフォルト=stdout
また、ログファイルは、ブローカを起動するとき、また
はサーバやクライアントをコマンドラインから起動す
るときに、-log log_file オプションを使っても指定で
きます。コマンドラインでの引数指定は、環境ファイ
ルの設定に優先します。
細については、「ログファイルの生成」を参照してく
ださい。
の属性は、ブローカ、サーバおよびクライアントによ
って使用されます。
DCE_LOG 属性に割り当てられた値がファイルの
場合、この属性の値 size がファイルの最大サイズ
(バイト単位)になります。ログがファイルではない場
合、この値は無視されます。デフォルトは
1,000,000、すなわち 1MB です。
DCE_LOG_MAXSIZE
デフォルト=1,000,000 バイト

各ログエントリは、1 から始まるシリアル番号が付け
られます。最大サイズに達すると、次のログエントリ
は、ファイルの最初から上書きし、次のログエントリ
に続きます。
詳細については、「ログファイルの生成」を参照して
ください。
この属性は、ブローカ、サーバおよびクライアントに
よって使用されます。ファイル内の最後尾のエントリ
を見つける簡単な方法については、logtail ユーテ
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ィリティを参照してください。
この属性の値 bufsize は、エラー発生時やその前
に、ログファイルより高いレベルのログを格納してお
くために、メモリバッファに格納するメッセージの数
を指定します。エラーが発生すると、メモリバッファ
の内容が、DCE_DEBUGLEVEL 属性の 2 番目
の値で指定されたレベルでログファイルに書き込ま
れます。デフォルトサイズは 0 です。

DCE_MSGBUF

デフォルト=0

エラー条件デバッグレベルが DEBUG に設定され
た場合は、DCE_MSGBUF 属性の値を約 50 に
設定します。バッファを大きくとると、かなりのシステ
ムオーバヘッド(メモリが約 80 x bufsize バイト)が必
要になる点に注意してください。このため、ランタイ
ムアプリケーションでは、DCE_MSGBUF 属性を
0、または 0 近くに設定します。
詳細については、「ログファイルでのエラー条件の
報告」を参照してください。
この属性は、ブローカ、サーバおよびクライアントに
よって使用されます。
オブジェクトクライアントでは、使用できません。

DCE_MYIPADDRESS
デフォルト=なし

DCE_NOFORWARD
デフォルト=なし

この属性に記述されている IP アドレスを使用して
起動、ブローカに位置情報を登録します。
指定例）
DCE_MYIPADDRESS=211.168.1.100
DCE_EXTSEARCH 属性が使用されている状況
では、クライアントが出会った最初のブローカから次
のブローカに検索を進めたくないケースがありま
す。たとえば、ファンクショナリティがテスト中であり、
階層内のさらに先にあるサーバがテストしたいファン
クショナリティを持っていないことがわかっている場
合です。この属性は、クライアントが最初のブローカ
だけをチェックする必要があるインタフェース
（interface）のリストを指定します。
この属性は、クライアントおよびクライアントとして動
作するサーバで使用されます。
オブジェクトクライアントでは、使用できません。

DCE_PACKET4NOFRAGMENT 1RPC に含まれる送信データを
DCE_PACKETSIZE 属性で指定されたバイト数
デフォルト=0
に分割して送信するか否かを指定します。デフォル
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＊Version5.2 以降で利用可

トでは、1RPC データが DCE_PACKETSIZE より
大きい場合には分割して送信します。1RPC に含ま
れるデータサイズが DCE_PACKETSIZE よりもは
るかに大きいデータの場合に、この属性を 1 に指定
することにより、全データ送信スピードを短縮するこ
とが可能です。
この属性は、オブジェクトクライアントを除くクライア
ント、及びサーバによって使用されます。

DCE_PACKETSIZE

デフォルト=1460 バイト

この属性の値 packsize は、TCP レイヤーとやりとり
するネットワークパケット送受信バイト数を指定しま
す。packsize の値の範囲は、50 から INT_MAX
です。送受信メッセージがデフォルトパケットサイズ
を超えるデータを多く扱う場合は、値を変更すること
により、送受信スピードが速くなります。
デフォルト値は以下の公式より導きだされていま
す。
MSS = MTU - TCP header(20bytes) - IP
header(20bytes)
環境に応じて、適切な値を指定してください。
この属性は、ブローカ、サーバおよびクライアントに
よって使用されます。

DCE_RECEIVETIMEOUT

デフォルト=INT_MAX 秒

この属性の値 duration は、クライアントからの接続
を受け付けた後、ブローカやサーバが接続情報を
待つ時間(秒)を指定します。クライアントが接続した
にもかかわらず、duration 秒の間何も行わないと、
サーバまたはブローカは接続を切断します。これに
よって、1 つの RPC によりブローカまたはサーバが
ハングすることを防ぎます。この属性は、デフォルト
が 30 秒のブローカ、または RPC を終了するのに
長い時間がかからないサーバについてのみ使用す
ることが望ましいです。
注：デディケイテッド・サーバの場合は、多くの RPC
でオープン接続を維持するので、duration は接続
を切断する前に、RPC 間でサーバが待つ時間を指
定することになります。
この属性はブローカとサーバによって使用されま
す。

DCE_SERVERNAME

デフォルト=なし

この属性の値 server_name は、可変インタフェー
ス名を含む IDL ファイルからサーバが生成される
場合に、サーバが使うインタフェース名を指定しま
す。
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また、バリアブル・ネームド・サーバ(Variable
named server)は、コマンドラインで起動するとき
に、-s server_name フラグで指定された名称
（server_name）がサーバ（インタフェース）名となり
ます。 (「サーバ起動オプション」を参照してくださ
い。) 両方が指定された場合は、コマンドラインオプ
ションが環境ファイルの設定より優先されます。

サーバがバリアブル・ネームド・サーバ（Variable
Named Server）ではない場合に
DCE_SERVERNAME 属性または s フラグを使
用すると実行時エラー
(DCE_NONAMECHANGE)が発生し、サーバが
起動しないことに注意してください。
バリアブル・ネームド・サーバの詳細については、
『運用／設定ガイド』の「バリアブル・ネームド・サー
バの技術詳細」を参照してください。

この属性はサーバによってのみ使用されます。

DCE_SERVERPORT

デフォルト=なし

この属性の値 port_num は、サーバが待機するポ
ート番号を指定します。たとえば、あるポート番号が
特定のクライアントに割り当てられていた場合など、
ポートが他のプロセスにより使用中であったり、また
はオープンできない場合、サーバはポートの選択に
失敗し、起動に失敗します。
この属性はサーバによってのみ使用されます。

DCE_SO_LINGER

ソケットが クローズされたときに送信ソケットバッファ
ーに未転送データがある場合、アプリケーションが
「リンガ」する （待機する） かどうかを制御します。

デフォルト=10 ミリ秒
この属性はサーバによってのみ使用されます。
DCE_SO_RCVBUF_LEN

デフォルト=OS 依存 バイト
＊Version5.2 以降で利用可
DCE_SO_SNDBUF_LEN

デフォルト=OS 依存 バイト
＊Version5.2 以降で利用可
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受信ソケットバッファーの最大サイズをバイト単位で
指定します。SOCK_DGRAM ソケットでは、受信
バッファーのサイズによっては、ソケットの受信可能
な最大メッセージサイズが制限されることがありま
す。デフォルトおよび最大値は OS 依存。
送信バッファーの最大サイズをバイト単位で指定し
ます。SOCK_STREAM ソケットでは、送信バッフ
ァーのサイズによっては、アプリケーションがブロック
される前に送信のためにキューに入れることができ
るデータの量が制限されることがあります。
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SOCK_DGRAM ソケットでは、送信バッファーの
サイズによっては、アプリケーションがソケットを通じ
て送信可能なメッセージの最大サイズが制限される
ことがあります。デフォルトおよび最大値は OS 依
存。

DCE_SVR_TIMEOUT

デフォルト=INT_MAX 秒

この属性の値 duration は、クライアントが接続した
後、サーバが RPC を待つ秒数を指定します。
duration 秒の間に RPC が到着しないと、サーバ
はクライアントへの接続を切断してハングしないよう
にします。duration の最大値は INT_MAX で、
ANSI C で必要な limits.h で指定されるプラットフ
ォーム従属変数です。この属性に値が設定されて
いない場合は、DCE_RECEIVETIMEOUT 属性
で指定されている値が使用されます。
DCE_SVR_TIMEOUT 属性と
DCE_RECEIVETIMEOUT 属性の両方が設定
されている場合は、DCE_SVR_TIMEOUT 属性
の値が優先されます。
この属性はサーバによって使用されます。

DCE_TCP_NODELAY
デフォルト=0
＊Version5.2 以降で利用可

1 を指定すると、Nagle アルゴリズムを無効にしま
す。
Windows、及び一部の UNIX で使用可能です。
●サーバ

DCE_THREADED
デフォルト=1024

＊Version5.2 以降で利用可

num を 0 より大きい数字に設定すると、サーバがス
レッド・サーバとして起動されます。指定する数字
は、1 度に接続できるクライアント数の上限を示しま
す。たとえば、DCE_THREADED=4 の場合、サ
ーバは（必要に応じて）1 度に最大 4 つの別々のク
ライアントにサービスするためにスレッドを作成しま
す。許される数以上のクライアントが要求した場合、
そのクライアントに対し、
DCE_MAXRPCEXCEEDED の Nextra ランタイ
ムエラー番号を返答します。 この Nextra ランタイ
ムエラーは、C のようなプロシジャー言語では
dce_errnum() API を使用して、またオブジェクト
言語では Exception を利用して判定することがで
きます。
DCE_DEDICATED 属性とこの属性両方が設定
されている場合は、DCE_DEDICATED 属性の値
が優先されます。
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●クライアント
非同期 RPC リクエストのみに有効です。
num を 0 より大きい数字に設定すると、クライアント
が RPC リクエスト毎にスレッドを作成します。指定
する数字は、1 度に接続できるクライアント RPC リク
エスト数の上限を示します。たとえば、
DCE_THREADED=4 の場合、クライアントは（必
要に応じて）1 度に最大 4 つの別々のクライアント
RPC 要求に対するスレッドを作成します。許される
数以上のクライアントが要求した場合、そのクライア
ント RPC に対し、DCE_MAXRPCEXCEEDED
のエラー番号を返答します。
DCE_THREAD_LOCK_TIMEOUT

デフォルト=5 秒

この属性の値 duration は、スレッド・サーバとし
て起動された場合、および非同期 RPC リクエスト
のみに有効です。
クリティカルセクションにて、最大何秒待つか指定し
ます。

＊Version5.2 以降で利用可

オブジェクトクライアントでは、使用できません。
この属性は、スレッドのステータス情報を親プロセス
のログファイルにのみログするか、スレッド毎にログ
ファイルを作成しログするかを制御します。

DCE_THREADEDLOGFILE
デフォルト=0

＊Version5.2 以降で利用可

全てのログファイルは、DCE_LOG_t（DCE_LOG
属性で指定されたファイル名＋_t）というディレクトリ
に保管されます。このディレクトリでは、親プロセスの
ログは DCE_LOG 属性で指定されたファイル名で
あり、スレッドのログは threadid.log となります。ここ
で、id はログを書き込むスレッド ID です。
デフォルト設定の 0 は、DCE_LOG_t ディレクトリを
作成せず、全てのステータス情報を、DCE_LOG
属性で指定されたファイルに書き出します。
n は、指定された数までそれぞれのスレッドが自分
のログファイルを作成することを示します。もし、
DCE_LOG_t ディレクトリ内に存在するスレッドログ
ファイル数が n に達した場合、オープンでないスレ
ッドログファイルを削除します。
1 を指定した場合は、DCE_LOG_t ディレクトリ内
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に存在するスレッドログファイルを n 指定のように削
除することはありませんので、指定する場合には定
期的にご自分で削除するよう願います。
C 言語、および ammon で使用できます。
DCE_EXTCLIENT 属性に記述されている IP ア
ドレスを持つクライアントプログラムから、ブローカへ
のサーバ位置情報の参照があった場合でかつ、こ
のサーバ位置情報が DCE_TRANSCRIPT 属性
で指定されている 1 番目の IP アドレスで登録され
ているものであった場合、2 番目の IP アドレスと入
れ替え、当該クライアントプログラムに位置情報を送
信するとことになります。
DCE_EXTCLIENT と対で使用されます。
DCE_TRANSCRIPT
デフォルト=なし

詳細については、『運用／設定ガイド』「プライベー
トネットワークの外にあるクライアントからのアクセス
や、サーバマシンに 2 つ以上の IP アドレスが割り
振られている場合」を参照してください。
この属性は、ブローカの環境ファイルでのみ有効で
す。
指定例）
DCE_EXTCLIENT=211.168.1.255
DCE_ TRANSCRIPT=
192.168.0.112, 211.168.0.112
192.168.0.113, 211.168.0.113
この例ですと、192.168.0.112 と 192.168.0.113 が
変換前 IP アドレスとなり、変換後 IP アドレスが、そ
れぞれ 211.168.0.112 と 211.168.0.113 になりま
す。
この属性の値 user_name は、あるサーバが他のサ
ーバに対してクライアントとして動作する場合に、サ
ーバが使用するユーザ名を指定します。

DCE_USERNAME（サ ポート対 象
また、サーバのユーザ名は、-u user_name フラグ
外）
で、起動時にコマンドラインからも指定できます。
(「サーバ起動オプション」を参照してください。) 両
デフォルト=なし
方とも指定した場合は、コマンドラインオプションが
環境ファイルの設定に優先します。
この属性はサーバによってのみ使用されます。

ブローカ環境ファイルの例
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DCE_BROKER=unix1, 9124
DCE_LOG=/usr/tmp/broker.log
DCE_DEBUGLEVEL=ERROR,DEBUG
DCE_MSGBUF=40
DCE_LOG_MAXSIZE=2000000
DCE_EXTCLIENT=211.168.1.255
DCE_ TRANSCRIPT=192.168.0.112, 211.168.0.112
192.168.0.113, 211.168.0.113
上記の環境ファイルで起動されたブローカは、ホスト unix1 のポート 9124 上で起動し
ます。
ブローカは、デバッグ情報を/usr/tmp ディレクトリの broker.log というログファイル
に書き込みます。正常実行時には、ログファイルはエラーのみを最も低いレベルで記録
します。しかし、エラー発生時には、ログファイルのレベルはその RPC の残りについて、最
も高いレベル（DEBUG）まで上がり、メッセージバッファの内容(40 行まで)がログファイル
に書き込まれます。ログファイルは 2MB より大きくなることはありません。
DCE_EXTCLIENT 属性に記述されている IP アドレス（211.168.1.*）を持つクライア
ントプログラムから、ブローカへのサーバ位置情報の参照があった場合でかつ、このサー
バ位置情報が DCE_TRANSCRIPT 属性で指定されている 1 番目の IP アドレスで登録
されているものであった場合、2 番目の IP アドレスと入れ替え、当該クライアントプログラ
ムに位置情報を送信するとことになります。

サーバ環境ファイルの例
DCE_BROKER=unix1, 9124
193.1.7.12, 14561
193.1.1.39, 24651
unix2, 7654
DCE_LOG=/usr/tmp/server.log
DCE_DEBUGLEVEL=WARN,DEBUG
DCE_MSGBUF=40
DCE_DEDICATED=8
DCE_LOCAL=1
DCE_ALLOWIP=/usr/tmp/server_ip.lst

上記の環境ファイルで起動されたサーバは、DCE_BROKER に指定された各ブローカに
登録されます。しかし、このサーバはローカルサーバ（DCE_LOCAL=1）なので、このサー
バを登録しているどのブローカも、親ブローカにこのサーバの位置情報を知らせません。
IP アドレスがファイル server_ip.lst に格納されているクライアントのみがサーバに
接続できます。サーバはデディケイテッド・サーバ（DCE_DEDICATED=8）であり、いつで
も、最大 8 つの子プロセスを生成することができます。
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サーバは、そのデバッグ情報を、正常条件時には WARNING、エラーが発生した場合に
は DEBUG のデバッグレベルで、/usr/tmp ディレクトリの server.log というファイル
に書き込みます。また、エラーが発生した場合は、最高 40 行の DEBUG レベルのメッセ
ージが、メッセージバッファからログファイルに書き込まれます。

ＤＣＥ_DEBUGLEVEL 属性での指定について
NONE,NONE：ログファイルが生成されません。
指定可能な組合せ










NONE,ERROR
NONE,WARN
NONE,DEBUG
ERROR,ERROR
ERROR,WARN
ERROR,DEBUG
WARN,WARN
WARN,DEBUG
DEBUG,DEBUG

指定ができない組合せ







ERROR,NONE
WARN,NONE
WARN,ERROR
DEBUG,NONE
DEBUG,WARN
DEBUG,ERROR

COBOLサイズファイル
IDL ファイルで NULL ターミネーテッド配列（ex. varialbe_name[][]）が宣言され
ている場合に、COBOL サイズファイルには、RPCMake での COBOL 言語スタブ・スケルト
ンの生成で使用される情報が含まれます。このファイルには IDL ファイル中と同じ関数
名を含まなければなりません。各 NULL ターミネーテッド配列について、COBOL サイズ
ファイル中に、次のシンタックスに対応する関数ラベルの下にエントリを追加してください。
#cobol variable size [number]
意味は次のとおりです。
表 2.3 ： COBOL サイズファイルのシンタックス
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variable

定義ファイル（.def）中の任意の変数名。(たとえば、 select 文の中の列
名。) SQL 文の中のカラム名にエイリアスが使用されている場合は、
variable 名は列名ではなくエイリアスに対応します。
配列の各要素のバイト数 。(たとえば、カラム中で最も大きな要素のサイ
ズ、または列定義で許される最大サイズ。)

size
（列：
COLUMN）

number
（行：ROW）

1/2 次元共通です。
文字型での注意：
データの最終バイトを NULL 終了しなければいけません。よって、
COBOL ユーザロジック内で、dce_null_terminate を使用して NULL
終了してください。
2 次元文字配列のみでの使用。配列の行数になります。
配列の行数。デフォルトは 200 または rcmax で設定される値 です。

固定長文字配列について
定義ファイル（.def）に直接、サイズを指定したもので COBOL サイズフ
ァイルを使用しない場合です。コンストレインド文字配列と違い、データ
の最終バイトを NULL 終了する必要はありませんが、COBOL ユーザ
ロジック内では size - 1 バイト数しか利用できません。

関数ラベルの下に次のステートメントを挿入することによって、指定した関数の
全ての配列について、number を設定できます。
#cobol rcmax number

COBOLサイズファイルの例
get_tt:
#cobol rcmax 400
#cobol tool_type_name 40 rcmax
get_tl:
#cobol tool_name 40

解説：
関数 get_tt で宣言された変数 tool_type_name は 2 次元コンストレインド文字配
列（Constrained string array）として、400 行、40 列が割り当てられます。
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関数 get_tl で宣言された変数 tool_name は 2 次元コンストレインド文字配列として、
200 行、40 列が割り当てられます。

SQLファイル
SQL ファイルは以下の 3 つに使用されます：
SQLMake ユーティリティによって使用され、IDL ファイルを生成する。
TPMake ユーティリティによって使用され、トランザクション・サーバファイル
群を生成する。
DB_start 起動時に使用されます。
SQL ファイルは、1 つの DB 内のテーブルにアクセスする Nextra 準拠のステートメント
（ANSI-SQL ベース）で構成されます。

DB_start (SQLMake)では、DB ごとに 1 つの SQL ファイルを使用します。

SQLファイルの形式
SQL ステートメントのための固有の形式は、作成されるサーバがアクセスする RDBMS に
よって少し異なりますが、一般的な形式は次のとおりです。
function_name:
statement;
# Comment
function_name:
statement;
function_name:
statement;
次の表は、上記の形式の説明です。
表 2.4 ： SQL ファイルのシンタックス
フィールド

説明

function_name

指定したクライアントが呼び出せる全ての関数名の中でユニーク
な識別子。この識別子には、コロンが必要で、次に続く statement
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は新しい行から記述されます。

statement

SQL ステートメントがアクセスすることが予測される、RDBMS が
必要とするシンタックスで解読される ANSI-SQL ステートメント。
クォーテーションが必要な場合には、常にシングルクォーテーショ
ンを使用します。各 SQL ステートメントは、セミコロンで終わる必
要があります。

リテラルのための変数の置き換え
リテラル検索値を含む where セクションがある場合、引数変数を置き換えて、異なるレコ
ードにアクセスできるように、SQL ステートメントを一般化したくなることがあります。
例）
select
cust_name,
address
from
customers
where
cust_name = 'Roberts';
この文は、SQL ステートメントのシンタックスをテストする(カスタマーRoberts について、
正しいデータが戻されるかどうかを確認)ために使用されるものです。シンタックスのテス
トを終えたら、各 SQL ステートメントを次のように変更してください。
select
[char]cust_name,
[char]address
from
customers
where
cust_name = $cust[char];
これで、SQL ステートメントは、名前が変数 cust に指定されるどのカスタマーについて
もデータを返すようになります。

変数への属性句の追加
それぞれの変数は、データ型を指定する属性句を持つことができます。SQL '92 エント
リレベルのデータ型は、対応する IDL データ型のない decimal と numeric を除き、
全てサポートされています。これらの型の変数および属性句を持たない変数は、文字列
として処理されます。
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サポートされる型、および受け入れられるその省略形は character（char），
integer（int），small integer（small int，smallint），float，real，
double precision（double），binary（bin，blob）です。属性句は大文字と小
文字を区別しません。
型を示すには入力変数では次の形式を使用します。

variable[type]
ここで、variable は変数名、type はサポートされるデータ型の 1 つです。出力変数
は同じシンタックスを使用しますが、型は変数名の前に示します。したがって、Nextra
/SQL 解析プログラムは、どの変数が出力で、どの変数が入力かをより容易に判別するこ
とができます。

[type]variable

例外情報と追加情報
COBOL を使用している場合には、binary データ型を使用することはできません。
COBOL は動的に割り振られる変数をサポートしません。指定されたデータ型が、変数に
ついて RDBMS が予期したものと一致していないと、次の 2 つの処理のいずれかが起こ
ります。型が完全に互換性のないものであれば（たとえば、char に対して binary）、デ
ータ型の不一致を示すエラーメッセージがログファイルの中に書き込まれます。データ型
に互換性がある場合は（たとえば、int に対して small int）、警告メッセージだけが
示されます。データ変換が試みられますが、完全には成功しない可能性があります。（た
とえば、整数値が切り捨てられる可能性があります。）
また、引数変数にデータ型を指定することを推奨しますが、もしも、引数変数にデータ型
を指定しない場合は、文字フィールドの場合、クォーテーションの中を変数名に置き換え
るだけです。数字フィールドの場合、クォーテーションは不要です。よく分からない場合は、
照会を RDBMS に送るときのように、通常、リテラル値に使用する場合と同シンタックスを
使用してください。
Nextra/SQL 解析プログラムは、属性句を持たないステートメントも受け入れます。非
SQL '92 ステートメントを使用する場合と同様に、RDBMS 固有のステートメントでもこの
形式を使用する必要があります。この形式のデータは全て文字列として処理されます。

例
select
[char]cust_name,
[char]address
from
‘$customers’
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where
cust_name = ‘$cust’;
COBOLの使用
COBOL を使用している場合、SQL ファイルには、各変数に対して変数サイズを指定しな
ければなりません。形式は次のとおりです。
#COBOL [output type]variable size1 [size2]
#COBOL variable[input type] size1 [size2]

ここで、varaible は変数の名前です。変数の種類によって output type または
input type のどちらかを含めます。これらは変数のデータ型を示します。size1 は
配列が格納できる値の最大数を示します。変数が文字列値を含む場合、size1 は個々
の配列エレメントのサイズを示し、size2 は格納できる値の最大数を示します。size2
の値は、デフォルトの 200 か'rcmax'に設定された値です。

COBOLで使用するステートメントファイルの例
get_tatt:
select
[int]base_cost,
[int]intindust_strg
from
tools
where
tools_name = $tool_name[char(25)];

SQLファイルとTPMake
TPMake は IDL ファイルを生成しないので、SQL ファイル中の UUID，ver，
function の属性を無視します。トランザクション・サーバのために開発者が記述する
IDL ファイルに、これらの詳細を指定します。

特殊な問題：空白とselect文
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空白
空白はリテラルとして RDBMS に送られ、DB フィールドとの不一致などのエラーの原因と
なることがあるので、クォーテーションの中に余分な空白を入れないようにしてください。

select *
select * の使用は許されていますが、全ての出力結果は列-行の順で、NULL ターミ
ネーテッド文字列の 2 次元配列として返されます。

SQLステートメントのシンタックス
開いている全ての括弧とクォーテーションは、SQL ステートメントの終わりまでに閉じなけ
ればなりません。
SQL ステートメントが select 文である場合は、予約語 from を含まなければなりませ
ん。
select 文には、少なくとも 1 つの出力変数が必要です。
DB エンジンにリテラルとして送られるセミコロン、パーセント記号、ドル記号は、先に\マ
ークを付けて「保護」する必要があります。(たとえば、 select col1 from table1
where col1='\$25.00') この方法により、SQLMake はこれらの記号を正しく解読
できるようになります。これは、UNIX の標準の表記法に基づいています。しかし、IDL フ
ァイルでは特殊文字を含む変数名は、out_vars に置き換えられます。
照会を終わらせない、保護されていないセミコロンは必ずエラーとなります。
値 Jane's Hardware のような、リテラルのクォーテーションを含む値がある場合は、
値が正しく翻訳されれるように、各 RDBMS で指定されている記述方法で表記してくださ
い。

シンタックスの例
以下のような SQL ステートメントを持つ Oracle SQL ファイルがあるとします。

my_insert:
insert into mytable values ('$var1', '$var2');
$var1 の値が Jane's Hardware の場合、RDBMS は以下の SQL ステートメントを受
け取ります。
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insert into mytable values ('Jane's house', '...');
これは、e と s の間のシングルクォーテーションがフィールド終端文字として受け取られる
ため、RDBMS では問題が発生します。別の解決策として 、データ型属性を使用して変
数が文字列であると指定する方法があります。
解決策は、Oracle マニュアルの説明にあるように、値を Jane''s Hardware と入力
することです。別の解決策として、データ型属性を使用して変数が文字列であると指定す
る方法があります。
他の RDBMS では、問題を解決するためにさまざまなアプローチが必要な場合があるの
で注意してください。

部分的なSQLステートメントの置換
select 文では、部分的な SQL ステートメントの置換が行えます。この場合、入力変数
が SQL ステートメントの一部分になります。次の置換が許されています。
•
•
•

where の後の条件
<，>，= のような演算子
データベースの列名

例を示します。
get_stateinfo:
select [char]name, [int]birthrate, [int]growthrate
from state where $condition[char];
get_stateinfo:
select [char]name, [int]birthrate, [int]growthrate from
state
where population $oper[cahr] $population[int];
get_stateinfo:
select [char]$col1, [char]$col2, [char]$col3 from state
where population>10000[int]

l つの変数名では複数のカラムを置換できない点に注意してください。固定の照会では、
パラメータの数を可変にできません。上記の 3 番目の例では、「name, birthrate」
のような値を、関数呼び出し時に変数$col1 に置くことはできません。それぞれの列名
変数は、正確に 1 つの列名の値を含まなければなりません。
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許される関数ラベル
関数ラベルは次のものでなければなりません。
•
•
•
•
•

新しい行から始まる。
文字ではじまり、英数字とアンダースコア(_)から成る。
長さは 80 文字を超えない。
コロン(:)と改行で終わる。コロンの後ろに空白を含んでもよい。
dce_，DCE_，OEC_，oec_で始めない。

許される変数名
SQLMake に受け付けられる変数には一定のシンタックスの制限があります。入力変数と
出力変数は、英数字とアンダスコア(_)のみを含みます。長さは 80 文字を超えてはいけ
ません。
SQL ステートメントでアクセスされたテーブルの全ての列、および SQL 自身の列エイリア
スの間で、引数変数はユニークでなければなりません。出力変数には、入力変数、およ
び他の出力変数とは異なる名前を付けなければなりません。
出力変数はエイリアスを持つことができます。例を示します。
get_statename:
select [char]a aliasa
from b where d > $c[int];
ここで、出力変数を aliasa と呼びます。table1.column2 のようなドット表記法によ
って列を参照することが必要なら、この列にドットを含まないエイリアスを与える必要があり
ます。例を示します。
get_custinfo:
select
[char]cust_data.cust_id cust_id1,
[char]order_data.cust_id cust_id2,
[int]order_data.order_num
from
cust_data, order_data
where
cust_id1=cust_id2[char]
and
cust_id1=$cust_num [char];
各出力変数は複数のエイリアスを持つことができます。例を示します。
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get_two_alias:
select [char]a aliasa, [char]a aliasb
from alpha;
SQL ファイルで使用される変数に、リテラル$や%を含むものがある場合、文字の前に\を
挿入することによって SQLMake が正しく解読できるようになります。

例１
get_info:
select [char]name, [int]acctnum
from checking where amount > '\$86';
call_procedure:
{ BEGIN mypackage.get_data($a,$b)\; END\; };
insert_foo:
insert into foo values ('5\\',$invalue);
SQLMake は、select 文からの出力変数を、照会中の最初の select と最初の
from の間の、カンマで区切られたリストの要素として解読しようとします。要素名が有効
な C 言語の変数名でない場合は、 SQLMake はまず、ピリオド(.)をアンダスコア(_)に
置換します。要素がまだ有効でなければ、 SQLMake は文字列 outvars#に置換しま
す。ここで、#は出力変数リスト内の位置です。(0 から始まります。)

例２
get_tool_types:
select
[char]tool_type_name
from
tool_types;
insert_tools:
insert
into tools
values
($tool_name[char],$base_cost[int],$ind_str[int]);
remove_tools:
delete from
tools
where
tool_name = '$tool_name';
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update_tools:
update
tools
set
base_cost = $base_cost[int]
where
tool_name = $tool_name[char];
adhoc_1:
;

ストアドプロシージャ
Nextra は、Oracle 用のストアドプロシージャをサポートします。
Oracle では、ストアドプロシージャから出力を返すことはできません。
ストアドプロシージャを呼び出す関数は、Nextra/DB アクセス・モジュールが実行する
他の関数と同様に、SQL ファイルで定義しなければなりません。
ストアドプロシージャを別の RPC 関数として定義するには、通常 RDBMS に対して行う呼
び出しを中括弧で囲み、入力変数に$記号でフラグを立て、呼び出し後すぐに出力変数
を宣言しなければなりません。
詳細や例については『サーバ開発者ガイド』の「ストアドプロシージャの使用」を参照して
ください。

adhoc関数
実行時に SQL ステートメントそのものを入力する場合は、adhoc 関数を含まなければな
りません。この関数は 1 つの入力文字列をとり、それを RDBMS に SQL ステートメントとし
て渡し、NULL ターミネーテッド文字列の NULL ターミネーテッド配列で全ての返り値を
取得します。select 文を入力すると、関数は最初に、列 1 の選択された行を、次に列
2 の選択された行を、という順に文字列配列に格納していきます(次の例を参照してくだ
さい)。戻り値は、この SQL ステートメントに影響を受けた(または返した)行数です。
adhoc を SQL ファイルに含めるためのシンタックスは次のとおりです。
adhoc[any_characters]:
;
この結果、IDL ファイルに以下の定義が現れます。
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int adhoc[any_characters](
[in] char query[],
[out] char outvars[][]);
adhoc 関数の C プロトタイプは次のようになります。
int adhoc[any_characters] (char * query, char ** outvars);
クライアントが複数のサーバ中の adhoc 関数を呼び出す場合、これらの関数は SQL フ
ァイル中でユニークな名前(adhoc_interface など)を付けなければなりません。
出力は、列優先の 2 次元の NULL ターミネーテッド文字配列に返されます。すなわち、
4 つの列の 5 つの行を選択すると、最初の列の 5 つの値が最初に返り、他の列の 5 つ
の値が順に続きます。
このような構造のため、配列を解読する前に、いくつの列が検索されるかを知っておく必
要があります。select *を使用して、アクセスする DB のテーブル構造を知っておかな
ければなりません。
何行が選択されたか(関数の戻り値で示される)が分かると、必要に応じて、配列にイン
デックスを付けることができます。
adhoc 照会を実行する場合は、個々の SQL ステートメントは常にセミコロン(;)で終端
しなければなりません。

例
/*
* This is an example C client. This program depends
* on a server that can make queries to the sample
* STATES DB
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
char queryheader[] = "select yr, population
from state where name = ";
char state[100], query[300], **outputs;
long rv, i;
dce_setenv(argv[1], "", "");
while(1) {
printf("Enter a state name: ");
if (gets(state)==NULL) {
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fprintf(stderr,"ERROR: with gets()\n");
exit(-1);
}
sprintf(query,"%s '%s';", queryheader, state);
/*
* rv will hold the return value of the RPC
*
i.e. either the error # or the number of rows
*
selected in the database
*/
rv = adhoc_state(query, &outputs);
/*
* Now we simply index into the array, outputs as
*
we please.
*/
printf("\nYear:\tPopulation:\n");
for (i=0; i<rv; i++) {
printf("%s\t%s\n", outputs[i], outputs[rv+i]);
}
printf("\n\n");
dce_release();
}
}

出力例
上記のサンプルクライアントで、プロンプトに対して ohio 州を入力すると、次の出力が
表示されます。
Enter a state name: ohio
Year: Population:
82 10791
83 10746
84 10752
85 10744
86 10752
87 10784
88 10779
89 10787
90 10791
Enter a state name:
照会が正常終了すれば、rv の値は 9 になります。
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ログファイル
全ての Nextra ランタイムエンティティ(ブローカ、サーバ、およびクライアント)は、ログ
ファイルを生成でき、これらのランタイムエンティティが関数を実行し、お互いに通信する
間に、何が生じたかについての記録を提供します。この情報にはエラーメッセージも含ま
れますが、それ以上の情報を含めることもできます。結果として、ログファイルは、
Nextra 分散アプリケーションのデバッグ、トラブルシューティング、チューニングに非常
に役に立ちます。

ログファイルの生成
ログファイルの情報のうちのいくつかは、Nextra ランタイムユーティリティ、またはサー
バとクライアントのスタブコードにより自動的に生成されます。追加のログファイルのメッセ
ージは、Nextra 関数 dce_dbgwrite()および dce_log_str() を呼び出すサー
バまたはクライアントコードによって生成できます(関数の詳細については、
「dce_dbgwrite()」 と「dce_log_str()」の ページを参照してください)。
環境ファイル属性 DCE_LOG に指定されたファイルまたはデバイスは、その環境ファイル
を使用する全ての Nextra ランタイムエンティティのためのログファイル情報の書き込み
先になります。複数のエンティティが同じログファイルに書き込むことができますが、情報
がなくなったり、混乱したりする原因になります。ログファイルは、環境ファイル属性
DCE_LOG で指定できます。これは、各 Nextra ランタイムエンティティが自分自身の環
境ファイルを持つべきであることを意味します。
ログファイルに書き込まれる詳細レベルは、後述のように、環境ファイル属性
DCE_DEBUGLEVEL によって指定されます。
大きさに制限のないログファイルは、時間とともに非常に大きくなります。ログファイルの最
大のサイズ(バイト)を後述のように、環境ファイル属性 DCE_LOG_MAXSIZE で指定で
きます。 ログファイルの機能を制御する環境ファイル属性の詳細については「環境ファイ
ル」を参照してください。

ログファイル形式
ログファイルに書き込まれるエントリの形式は次のとおりです。
[E|W|D] msg_number function_name | msg
ログエントリ形式について、次の表にまとめます。
表 2.5 ： ログファイルエントリ
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フィールド

説明

E|W|D

これらの文字は、関連メッセージを出力するデバッグレベルを示し
ます。E=ERROR，W=WARNING，D=DEBUG

msg_number

ログエントリごとにインクリメントされる数字。msg_number によって
影響される 2 つの環境ファイル属性の詳細については
「DCE_LOG_MAXSIZE」と 「DCE_MSGBUF」を参照してくださ
い。

function_name

メッセージを出力した関数(スタブコードや、サーバまたはクライア
ントコードにより呼び出されたもの)の名前。

msg

このログにエントリを作成した関数によって生成された、ログメッセ
ージのテキスト。

ログエントリの例
W12345 dce_find_server | out of memory
このメッセージは、(クライアントのスタブコードによって呼び出された)関数
dce_find_server() によって、WARNING デバッグレベルでログファイルに書き込ま
れたもので、メモリが適切に割り当てられなかったことを意味しています。

ログファイルのデバッグレベル
次のリストは、各デバッグレベルでログファイルにどの種類のメッセージが表示されるかを
説明したものです。このデバッグレベルは、環境ファイル属性 DCE_DEBUGLEVEL で指
定されます。以下に示すように、レベルが上がるごとにより詳細なメッセージが書き込まれ
ます。

NONE (0)
デバッグレベルが NONE の場合、ログファイルは作成されません。

ERROR (1)
デバッグレベルが ERROR の場合、エラー、つまりアプリケーションが継続できない状態を
示すメッセージのみがログファイルに書き込まれます。
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致命的エラー
エラーによって示された問題が、実行時に RPC ライブラリ関数によって解決されないた
め、アプリケーションが終了してしまう状態です。たとえば「メモリが足りません」、「Could
not connect to socket」、「Environment file not set」などです。

致命的でないエラー
問題を解決し、エラーを発生させた操作を再試行できる状態です。たとえば、「Bad
login/password combination」、「Could not connect to server」など
です。

WARNING (2)
デバッグレベルが WARNING の場合、エラーと警告、つまりブローカやサーバの通信情
報がログファイルに書き込まれます。場合によって、WARNING メッセージは、処理の失
敗が発生したことを示します。たとえば、「<unix1>;<1717>で起動しているブローカに、
接続できませんでした」などです。しかし、他の場合には、WARNING メッセージは、アプ
リケーション管理者にとって関心のある情報を報告するだけです。たとえば、
「<193.1.7.7>からの接続を承認します」などです。

DEBUG (3)
デバッグレベルが DEBUG の場合、エラー、警告、およびコンテキストメッセージ、つまり
予測される実行状況がログファイルに書き込まれます。
DEBUG メッセージには、スタブコードによって生成された動作を通知するものがあります。
たとえば、「接続待ち」、「サーバタイプ<cserver>を検索します。」、または
「<193.1.7.7/unix1:1717>でサーバに接続しました。」などです。
他の DEBUG メッセージは、API レベルで生成された動作の報告です。 たとえば、
「Sending <s1>=`lower case string」、「Got <s1>=`lower case
string`」、「Sending<s2>=`LOWER CASE STRING」、「Got <s2>=`LOWER
CASE STRING`」、「データは転送されました。ソケット<3>は閉じられます。」などです。
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重要な情報
DEBUG デバッグレベルでは、関数の引数がログファイルに書き込まれ
ます。このような情報は、重要と考えられる情報やデータを含みます。
たとえば、従業員名が、給与情報を返す関数に対する引数として渡さ
れるかもしれません。デバッグレベルをより詳細なレベルに設定する場
合は、この点に注意してください。

ログファイルでのエラー条件の報告
環境ファイル属性 DCE_DEBUGLEVEL は実際には 2 つの引数をとります。1 番目は正
常動作時のロギング用のデバッグレベルで、2 番目はエラー条件時(通常要求される以
上の詳細情報が必要になったとき)のロギング用のデバッグレベルです。メッセージがロ
グファイルに書き込まれようとしたときに、関数は、エラーまたは警告が検出されたかどう
かをチェックします。検出された場合は、エラー条件時のデバッグレベルが使われます。
検出されなければ、通常のデバッグレベルが使われます。この仕組みによって、ログファ
イルは、エラーイベントでは、詳細レベルに自動的に移行することができます。
実際に、ログファイルのファンクショナリティによって、エラーや警告が発生したときに、より
詳細なレベルにさかのぼって、詳細レベルに切り替えることができます。これが可能とな
るのは、ログファイルに通常デバッグレベルで出力されるエントリだけが含まれている間は、
メモリバッファには、メッセージが生成されてから少しの間の全てのメッセージが記憶され
ているためです。

通常デバッグレベルとエラーデバッグレベル
エラーデバッグレベルは、通常デバッグレベルと同じか、それよりも高く
設定しなければなりません。この必要条件が満たされていないと、実行
時にエラーが発生します。

環境ファイル属性の DCE_MSGBUF に設定された値によって、指定時間に保存されてい
るメッセージの数が決定されます。DCE_MSGBUF の値を設定すると、バッファによって使
用されるメモリのバイト数が約 80×DCE_MSGBUF の値に等しくなる点に注意してください。
(詳細については「DCE_MSGBUF」属性を参照してください。)
エラーまたは警告が発生した場合は、適切なメッセージがログファイルに書き込まれ、デ
バッグレベルは DCE_DEBUGLEVEL 属性で指定されたエラー条件時のレベルに切り替
わり、デバッグレベルの変更を告知する行と共に内部メッセージバッファの内容が、エラ
ー条件デバッグレベルでログファイルに書き込まれます。
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デバッグレベルはその RPC の間中、エラー条件時のレベルのままとなります。(これによ
って、別のエラーまたは警告が発生したときに、内部メッセージバッファの再表示が不要
となります。) デバッグレベルは、エラー条件のエラーが発生した RPC の最後で、通常
レベルに戻ります。

エラー条件ログファイルの例
次の例を考えてみましょう。ブローカを起動せずに、サーバが起動されています。まず、こ
のサーバの環境ファイルを以下に示します。ログファイルが指定され、通常デバッグレベ
ルが WARNING、エラー条件時のデバッグレベルが DEBUG、メッセージバッファが 10 メ
ッセージに設定されています。

DCE_LOG = server.log
DCE_BROKER = unix1, 4243
DCE_MSGBUF = 10
DCE_DEBUGLEVEL = WARNING, DEBUG
次に、サーバ起動コマンドと、サーバの起動を試みるシェルから返される結果のエラーメ
ッセージは次のようになります。

$ cserver -e server.env
setup server failed
Reason: OEC ERROR: <4> Could not connect to broker
$
最後に、サーバのログファイルの一部を示します。バッファの内容を区切る行、エラー発
生時に DEBUG デバッグレベルへ切り替えられていること、また、メッセージバッファの表
示に続く RPC の残りの間中、DEBUG デバッグレベルを推持している点に注意してくださ
い。
W26 soc_ready | could not connect to :<4243>,
W27 soc_ready | connection refused
W28 connect_broker | Broker at <unix1:4243> could not be
reached
E29 connect_broker | Mon Jan 16 18:53:41 1995
E29 connect_broker | Could not find server information: could
not connect to broker
+++++++++++ Mon Jan 16 18:53:41 1995 +++++++++++++++
+++++++++++ An ERROR has occurred. +++++++++++++++++
+++++++++++ Switching to <DEBUG> debug level. ++++++
+++++++++++ Replay up to last <10> messages. +++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DCE_RINGSIZE=<10>
D20 dce_setenv | Debug level is <WARNING:DEBUG>
D21 dce_setenv | version is <OEC ReleaseTag: librpc <<
DEVELOPMENTCOMPILATION, compiled on Jan 16 1995, 05:39:03 >>
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>
D22 dce_setenv | Host Name = <unix1>
D23 dce_setenv | Broker host = <unix1>
D24 dce_setenv | Broker port = <4243>
D25 dce_setenv | Server Port = <0>
W26 soc_ready | could not connect to <unix1>:<4243>,
<Connection refused>
W27 soc_ready | connection refused
W28 connect_broker | Broker at <unix1:4243> could not be
reached
E29 connect_broker | Could not find server information: could
not connect to broker
+++++++++++ End of saved messages +++++++++++++++++++++
+++++++++++ Remain in <DEBUG> mode until end of RPC +++
W30 dce_set_exit | setting DCE_SHOULD_EXIT flag to TRUE.
Server will exit.
W31 dce_set_exit | setting DCE_SHOULD_EXIT flag to TRUE.
Server will exit.
W32 dce_set_exit | setting DCE_SHOULD_EXIT flag to TRUE.
Server will exit.
D33 dce_waitfor_call | Bad socket <-1> passed in
D34 dce_table_destroy | about to clear <0>
D35 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 18:53:41
1995>
W36 dce_table_destroy | got NULL
エラー条件の管理の詳細については、『トラブルシューティングガイド』の「エラーリカバリ」
を参照してください。

ログファイルの解釈
すでに説明したように、ブローカ、サーバ、クライアントごとに、それぞれ別のログファイル
を作成することを強くお勧めします。ログファイルの情報が単なるエラー報告にとどまらな
いことも説明したとおりです。
両方の点をさらに説明するために、それぞれがログファイルに記録されるブローカ、サー
バおよびクライアントの間の簡単なやりとりに関する次の例を考えてみましょう。ログファイ
ルのみから集められたシナリオを以下に示します。
•
•
•
•

Nextra 分散アプリケーションの常として、ブローカがまず起動し、環境ファイルからホ
ストとポートを設定し、それからサーバの登録を待つ。
次にサーバが起動し、その環境ファイルからブローカの位置情報を読みこんだ後、ブ
ローカに登録を依頼する。
ブローカは、サーバからの登録要求を受け、サーバ位置情報に関するクライアントの
要求を待つ。
クライアントが 3 番目に起動し、自分の環境ファイルからブローカ位置情報を読み取り、
サーバ位置情報についてブローカに問い合わせる。
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•
•
•
•
•

ブローカはサーバ位置情報をクライアントに渡す。クライアントはサーバに接続し、2 つ
の数字を足し算するための RPC を発行する。
サーバは RPC を実行し、結果をクライアントに戻す。
クライアントはサーバ位置情報を知っているので、続く RPC は直接サーバに接続し、
今度はテキスト列を大文字に変換するための別の RPC を発行する。
サーバは 2 番目の RPC を処理して、クライアントに大文字の文字列を返す。
しかし、サーバに割り込みがかかり、エラー条件時のデバッグレベルに切り替わって、
エラー条件メッセージバッファが表示される。中断された RPC からクリーンアップされ
る間、エラー条件時のデバッグレベルが推持される。

3 つのログファイルは全て、通常デバッグレベルを DEBUG に設定して、最も詳細なレベ
ルを提供している点に注意してください。このため、エラー条件デバッグレベルは、これも
DEBUG ですが、これ以上詳細のレベルに設定できません。したがって、メッセージバッフ
ァを持つ意味はないので、サーバについては 0 行に設定されています。

ブローカのログファイル
D1 dce_setenv | Debug level is
D2 dce_setenv | version is <librpc : Nextra Version 3.6>
D3 dce_setenv | Host Name = <spice7>
D4 dce_setenv | Broker host = <spice7>
D5 dce_setenv | Broker port = <8200>
D6 dce_setenv | Command line = <broker -e dce.env>
D7 dce_setenv | Mon Jan 16 15:25:04 1995
D8 dce_setenv | Finished setting environment
=======================
W9 main | Starting as masterbroker on port 8200
D10 dce_waitfor_call |
==============================================
D11 dce_waitfor_call | <spice7>:<8200> Listening for
connection
W12 dce_waitfor_call | Accepting connection from <193.1.7.7>
D13 dce_waitfor_call | Mon Jan 16 15:27:08 1995
D14 dce_waitfor_call | request for function <dce_updatebroker>
received
D15 dce_push_long | sending <dce_rpccount>=1
D16 dce_pop_int | got <dce_local>=0
D17 dce_pop_char_Nstr | received var <dce_serverhost> =
<spice7>
D18 dce_pop_char_Nstr | received var <dce_serverport> = <2433>
D19 dce_pop_char_Nst | received var <dce_interface> =
<cserver>
D20 dce_push_int | sending <dce_result>=1
W21 rpc_dce_updatebroker| Successfully registered <cserver> @
<spice7:2433>
D22 dce_release | Releasing <3> pointers

46

リファレンス

D23 dce_table_destroy | about to clear <4004ff90>
D24 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:10
1995>
D25 dce_waitfor_cal |
==============================================
D26 dce_waitfor_call | <spice7>:<8200> Listening for
connection
W27 dce_waitfor_call | Accepting connection from <193.1.7.7>
D28 dce_waitfor_call | Mon Jan 16 15:27:11 1995
D29 dce_waitfor_call | request for function
<dce_get_serverlist> received
D30 dce_push_long | sending <dce_rpccount>=2
D31 dce_pop_char_Nstr | received var <interface> = <cserver>
D32 dce_pop_char_Nstr | received var <badservers20> = <>
D33 dce_pop_char_str | got <login>=""
D34 dce_get_serverlist | interface is <cserver>
D35 dce_get_serverlist | User <> allowed to access server
<cserver>
D36 dce_get_serverlist | user authorized for
cserver@193.1.7.7/spice7:2433
D37 dce_get_serverlist | new serverlist is
<193.1.7.7/spice7:2433:0|>
D38 dce_push_char_Nstr | sending
<new_serverlist>="spice7:2433|"
D39 dce_push_char_Nstr | sending
<newer_serverlist>="193.1.7.7/spice7:2433|"
D40 dce_release | Releasing <4> pointers
D41 dce_table_destroy | about to clear <4004ff90>
D42 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:11
1995>
D43 dce_waitfor_call |
==============================================
D44 dce_waitfor_call | <spice7>:<8200> Listening for
connection

サーバのログファイル
D1 dce_setenv | Debug level is
D2 dce_setenv | version is <librpc : Nexra Version 3.6>
D3 dce_setenv | Host Name = <spice7>
D4 dce_setenv | Broker host = <spice7>
D5 dce_setenv | Broker port = <8200>
D6 dce_setenv | Server Port = <To be chosen by the operating
system>
D7 dce_setenv | Command line = <cserver -e server.env>
D8 dce_setenv | Mon Jan 16 15:27:07 1995
D9 dce_setenv | Finished setting environment
=======================
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D10 connect_broker_insta| Connected to broker <spice7:8200> at
socket <5>
D11 dce_submit | about to submit RPC with interface<OECbroker>
D12 dce_submit | :function<dce_updatebroker>:socket<5>
D13 dce_pop_long | got <dce_rpccount>=1
D14 dce_submit | data transferred, Socket <5> closed
D15 dce_table_destroy | about to clear <40043a28>
D16 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:10
1995>
D17 dce_waitfor_call |
==============================================
D18 dce_waitfor_call | <spice7>:<2433> Listening for
connection
W19 dce_waitfor_call | Accepting connection from <193.1.7.7>
D20 dce_waitfor_call | Mon Jan 16 15:27:12 1995
D21 dce_waitfor_call | request for function <c_add> received
D22 dce_push_long | sending <dce_rpccount>=1
D23 dce_pop_int | got <x>=3
D24 dce_pop_int | got <y>=4
D25 dce_push_int | sending <dce_result>=7
D26 dce_release | Releasing <0> pointers
D27 dce_table_destroy | about to clear <40043a28>
D28 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:12
1995>
D29 dce_waitfor_call |
==============================================
D30 dce_waitfor_call | <spice7>:<2433> Listening for
connection
W31 dce_waitfor_call | Accepting connection from <193.1.7.7>
D32 dce_waitfor_call | Mon Jan 16 15:27:13 1995
D33 dce_waitfor_call | request for function <c_lower_to_upper>
received
D34 dce_push_long | sending <dce_rpccount>=2
D35 dce_pop_char_str | got <s1>="asdfasdf"
D36 dce_push_int | sending <dce_result>=8
D37 dce_push_char_str | sending <s2>="ASDFASDF" len=1000
D38 dce_release | Releasing <0> pointers
D39 dce_table_destroy | about to clear <40043a28>
D40 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:13
1995>
D41 dce_waitfor_call |
==============================================
D42 dce_waitfor_call | <spice7>:<2433> Listening for
connection
W43 dce_cleanup | Received interrupt, shutting down
W44 dce_set_exit | setting DCE_SHOULDEXIT flag to TRUE. Server
will exit.
W45 soc_create | select error: <Interrupted system call>
E46 dce_waitfor_call | Mon Jan 16 15:27:17 1995
E46 dce_waitfor_call | Previous error, aborting.
+++++++++++ Mon Jan 16 15:27:17 1995+++++++++++++++++++
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+++++++++++ An ERROR has occurred. ++++++++++++++++++++
+++++++++++ Switching to <DEBUG> debug level. +++++++++
+++++++++++ Replay up to las <0> message. +++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DCE_RINGSIZE=<0>
+++++++++++ End of saved messages +++++++++++++++++++++
+++++++++++ Remain in <DEBUG> mode until end of RPC +++
D47 dce_table_destroy | about to clear <0>
D48 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:17
1995>
D49 dce_release | Releasing <0> pointers

クライアントのログファイル
D1 dce_setenv | Debug level is
D2 dce_setenv | version is <librpc : Nextra Version 3.6>
D3 dce_setenv | Host Name = <spice7>
D4 dce_setenv | Broker host = <spice7>
D5 dce_setenv | Broker port = <8200>
D6 dce_setenv | Server Port = <To be chosen by the operating
system>
D7 dce_setenv | Mon Jan 16 15:27:09 1995
D8 dce_setenv | Finished setting environment
=======================
D9 dce_findserver | current time is <Mon Jan 16 15:27:10 1995>
D10 dce_findserver | searching for server-type <cserver>
D11 dce_findserver | Checking with broker for a new serverlist
D12 connect_broker | Connected to broker <spice7:8200> at
socket <3>
D12 dce_push_char_Nstr | sending <interface>="cserver"
D14 dce_submit | about to submit RPC with interface<OECbroker>
D15 dce_submit | :function<dce_get_serverlist>:socket<3>
D16 dce_pop_long | got <dce_rpccount>=2
D17 dce_submit | data transferred, Socket <3> closed
D18 dce_table_destroy | about to clear <400427d8>
D19 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:12
1995>
D20 dce_findserver | current time is <Mon Jan 16 15:27:12
1995>
D21 dce_findserver | searching for server-type <cserver>
D22 dce_findserver | Found 1 servers of type <cserver> in
client's host table
D23 dce_findserver | Trying server at <193.1.7.7/spice7:2433>
D24 dce_findserver | Connected to server at
<193.1.7.7/spice7:2433>
D25 dce_findserver | ======<cserver>@
<193.1.7.7/spice7>:<2433>======
D26 dce_push_int | sending <x>=3
D27 dce_push_int | sending <y>=4
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D28 dce_submit | about to submit RPC with interface<cserver>
D29 dce_submit | :function<c_add>:socket<3>
D30 dce_pop_long | got <dce_rpccount>=1
D31 dce_submit | data transferred, Socket <3> closed
D32 dce_pop_int | got <dce_result>=7
D33 dce_table_destroy | about to clear <40048578>
D34 dce_table_destroy | current time is <Mon Jan 16 15:27:12
1995>
D35 dce_findserver | current time is <Mon Jan 16 15:27:12
1995>
D36 dce_findserver | searching for server-type <cserver>
D37 dce_findserver | Found 1 servers of type <cserver> in
client's host table
D38 dce_findserver | Trying server at <193.1.7.7/spice7:2433>
D39 dce_findserver | Connected to server at
<193.1.7.7/spice7:2433>
D40 dce_findserver | ======<cserver>@
<193.1.7.7/spice7>:<2433>======
D41 dce_push_char_str | sending <s1>="asdfasdf" len=1000
D42 dce_submit | about to submit RPC with interface<cserver>
D43 dce_submit | :function<c_lower_to_upper>:socket<3>
D44 dce_pop_long | got <dce_rpccount>=2
D45 dce_submit | data transferred, Socket <3> closed
D46 dce_pop_int | got <dce_result>=8
D47 dce_pop_char_str | got <s2>="ASDFASDF"
D48 dce_table_destroy | about to clear <40048578>
D49 dce_table_destroy | current time is

トランザクション・サーバ用リソースファイル
Nextra トランザクション・サーバ用リソースファイルは、SQL ファイルを特定の DB にマッ
ピングするために、Nextra トランザクション・サーバで使用します。サーバのリソースファ
イルは、サーバのための全ての SQL ファイルを含まなければなりません。

トランザクション・サーバ用リソースファイルの形式
トランザクション・サーバに必要な C コードを生成するために、TPMake ユーティリティは、
個々の SQL ファイルがアクセスする DB と RDBMS を把握する必要があります。この情報
はリソースファイルに書き込まなければなりません。このとき、各行は以下のシンタックスに
従います。
#tag filename db_name RDBMS_name login passwd
[tag filename db_name RDBMS_name login passwd]
[...]

50

リファレンス

1 行のフィールドは、スペースまたはタブによって区切られます。説明については、次の
表を参照してください。
表 2.6 ： トランザクョン・サーバ用リソースファイルのシンタックス
フィールド

説明

#

行頭のポンド記号によって示されるように、最初の行はコメントで
す。

tag

正の整数で、他の全ての tag の間でユニークなもの。(たとえば、同
じシェルから実行する 2 つ以上のサーバのために環境変数
DB_NAME_tag を設定する場合、衝突を避けるために、それぞれ
は異なる tag の値を使用しなければなりません。) このフィールド
は、識別のために使用されます。

filename

1 つの RDBMS の下で 1 つの DB にアクセスするために作成され
た SQL ファイルの名前。他の属性とは異なり、filename は環境変
数で置き換えることができません。

db_name

SQL ファイル filename がアクセスする DB 名。リモートデータベー
スや、1 つの RDBMS の下の複数のデータベースにアクセスする
場合、このフィールドに複数の形式を使用して、リモート RDBMS
サーバと同様に、DB 名を指定できます。詳細と例については『トラ
ンザクション制御ガイド』の「特殊機能の使用」を参照してください。

RDBMS_name

アクセスするデータベースを制御する RDBMS 名。次の値を指定
できます。 oracle，mssql，db2，hirdb など。

login

指定したデータベース db_name にアクセスするサーバが使用する
ユーザ名。

password

ユーザ名 login の下で、指定したデータベース db_name にアクセス
するサーバが使用するパスワード。

行の順序が重要です。デディケイテッド・トランザクション・サーバ（Dedicated
Transacation Server）を使用し、sql_connect_<interface>()を呼び出す
場合、db_name，RDBMS_name，login，password 引数の順序は、リソースファイル
でリストされている RDBMS の順序に揃っていなければなりません。関数に渡された最初
のユーザ名／パスワードの組み合わせは、リソースファイルで最初にリストされた DB にア
クセスするために使用し、2 番目のユーザ名／パスワードの組み合わせは 2 番目にリス
トされた DB にアクセスするために使用します。

例
サンプルリソースファイルは次のようになります。
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#tag
1
2

filename
tpserv1.sql
tpserv2.sql

db_name
acc
sales

RDBMS_name login
mssql
user
oracle
staff

passwd
yhT4e3f
k5tga8K

2 フェーズ・コミット
Oracle データベースをアクセスするときに、2 フェーズ・コミット制御を使用するトランザ
クション・サーバを構築するには、リソースファイル内の各エントリに、同じデータベースと
RDBMS を指定します。非デフォルト DB を指定する場合、DB 名フィールドの中にパイプ
（|）デリミタを使用してはなりません。リソースファイルの記述例は次のようになります。
#tag
1
2

filename
tpserv1.sql
tpserv2.sql

db_name
emp1
emp1

3

tpserv3.sql emp1

RDBMS_name Login
oracle
act_staff
oracle
act_staff

passwd
rt45wau
rt45wau

oracle

rt45wau

act_staff

上記の例では、Oracle データベースに対する、3 つの SQL ファイル内にオペレーショ
ンを含んでいます。この例ではリソースファイルは 1 つのデータベース-- empl--だけ
をリストしていますが、複数の DB が含まれる場合があります。リソースファイルに指定され
た DB は、デフォルト DB です。RDBMS はデフォルト DB 用のセッションをオープンし、そ
のセッションを使用して 2 フェーズ・コミット制御を行います。
トランザクションにおいて、デフォルト DB 以外の DB にアクセスするには、その DB の完
全なグローバルオブジェクト名とテーブルを SQL ステートメントに記述する必要がありま
す。SQL の記述方法については、各 RDBMS のドキュメントを参照してください。

デフォルト値の無効化
リソースファイルに含まれるデフォルト値は、一連の環境変数を使用することによって、実
行時に無効にすることができます。
環境変数 DB_NAME_tag (tag はリソースファイルのレコードの tag 識別子と一致)
が設定されている場合、変数の値はアクセスする DB 名を指定するために使用されます。
このフィールドで指定する DB は、全て同じスキーマを持っていなければなりません。(つ
まり、リソースファイルのこのレコードで指定された SQL ファイルは、エラーなしで指定 DB
にアクセス可能であり、同じ RDBMS に属していなければなりません。)
環境変数 DB_STR_tag が設定されている場合、変数の値はアクセスするリモート
RDBMS を識別するために使用します。この値は、Oracle では tnsnames.ora ファイ
ルからのエイリアスにしてください。DB_STR_tag で指定する RDBMS は、全てリソースフ
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ァイルの RDBMS_name フィールドで指定したベンダー毎の指定値でなければなりませ
ん。
環境変数 DB_LOGIN_tag が設定されている場合、変数の値は login に置き換えら
れます。
環境変数 DB_PWD_tag が設定されている場合、変数の値は password に置き換えら
れます。

デフォルト値の無効化の例
トランザクションサーバが以下のリソースファイルをベースにしているとします。
#tag
1
2

filename
accntg.sql
sales.sql

db_name
acc
s_m|ora5

RDBMS_name login
mssql
user
oracle
staff

passwd
yhT4e3f
k5tga8K

データベース acc には、会社の実際のアカウントデータを含んでいるため、テスト中は
acc と異なる SQL サーバ DB を使用したいかもしれません。しかし、異なる構築プロシ
ージャを使用する手間を省くために、同じ実行ファイルを使用したいでしょう。
解決策は、acc データベースと同じ DB スキーマを使用して、テストデータベース
testdb を作成することです。次に、環境ファイルで DB_NAME_1=testdb を指定して
ください。acc と testdb の両方のデータベースに同じユーザセットがない場合は、
DB_LOGIN_1 および DB_PWD_1 を使用して、'testdb'用の有効なユーザとパスワ
ードを指定することができます。
リモート DB にアクセスする場合は、別の環境変数を設定する必要があります。たとえば、
リソースファイルの 2 番目のレコードでは、s_m という Oracle データベースが、エイリア
スが ora5 である SQL サーバの下で実行されています。
実行時に DB の名前を変更するには、環境変数 DB_NAME_2 を使用します。しかし異な
る DB を指定するには、変数 DB_STR_2 を使用して、tnsnames.ora ファイルにリスト
されているデータベースのエイリアスを指定しなければなりません。したがって、データベ
ース test|ora4(SQL-Net のエイリアス ora4 の下での test データベース)にアク
セスするには、次のように指定します。

DB_NAME_2=test
DB_STR_2=ora4

有効IPファイル
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有効 IP ファイルは、ブローカおよびサーバによって使用され、それらに接続するマシン
がアプリケーションに加わることが許されているかどうかを確認するものです。セキュリティ
がオンになっていて、サーバまたはブローカが環境ファイル中に DCE_ALLOWIP 属性が
設定されている場合は、有効 IP ファイルに登録されていないマシンは、サーバやブロ
ーカに接続できません。
環境ファイルの DCE_ALLOWIP 属性によって示されたファイルは、次のシンタックスに従
った行を含まなければなりません。

internet_address [alias] [#comment]
ここで、internet_address がマシンのノードアドレス(ドット表記法では、たとえば
173.4.6.98)で、alias はそのアドレスのためのオプションのユニークなエイリアスであ
り、comment はオプションのコメントです。#で始まる場合は、行全体がコメントです。
このシンタックスは、UNIX マシンで見られる/etc/hosts ファイルと同じで、互換性が
あります。
推奨する使い方：サーバまたはブローカマシン上の/etc/hosts ファイルを使用してく
ださい。これにより、hosts ファイルにないマシンがアプリケーションも接続するのを防ぎ、
更なるセキュリティを提供することになります。

例
ネットワークされている UNIX マシンの/etc/hosts ファイルを参照してください。
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第 3 章 データ型情報
この章では、IDL（インタフェース定義言語）ファイルで使用するデータ型について説明し
ます。最初のセクションでは、Nextra クライアントとサーバにデータを渡す方法とともに、
データ型の詳細について説明します。残りのセクションでは、各言語でサポートされるデ
ータ型について説明します。

IDLデータ型
Nextra は、1）シンプルデータ型、2）固定長配列、3）NULL ターミネーテッド（NULL
Terminated）配列、および 4）コンストレインド（Constrained）配列を含む多様なデータ
型をサポートします。次の表に、Nextra で使用可能なシンプルデータ型、および IDL フ
ァイルでの宣言について説明します。
表 3.1 ： シンプルデータ型と宣言
データ型

IDL ファイルでの宣言

ｓhort

short x

long

long x

integer

int x

ｆloat

float x

double precision

double x

character

char x

Object

object x

object データ型サポート
現在、object データ型は Java 言語のみでサポートされておりま
す。他の object 言語へのサポートも計画しておりますが、最新の
サポート言語情報については、サポートデスクまでお問い合わせ
下さい。

これらのシンプルデータ型に加えて、Nextra は以下にリストされた配列型もサポートしま
す。
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表 3.2 ： 配列型と宣言
配列型

IDL ファイルでの宣言

例

固定長配列（Fixed-length arrays）

simple_data_type x[c]

int a[5]

2 次元固定長配列
（2
Dimensional fixed-lenght arrays。
ただし、char のみ。）

char x[c1][c2]

char a[3][2]

コンストレインド配列（Constrained
arrays）
2 次元コンストレインド配列
（2
Dimensional constrained arrays。
ただし、char のみ。）

2 つのパラメータを使用。

scalar_data_type n
simple_data_type x[n]

3 つのパラメータを使用。

simple_data_type n
simple_data_type m
char x[n][m]

long n
long a[n]
long n
long m
char a[n][m]

NULL ターミネーテッド文字配列
(NULL terminated
char x[]
character/string arrays。ただし、
char のみ。）

char a[]

2 次元 NULL ターミネーテッド配列（2
Dimensional NULL terminated
char x[][]
character/string arrays）

char a[][]

NULL ターミネーテッド文字列の配列は、2 次元配列として格納されます。
全ての文字配列の場合に、NULL 文字以降に追加スペースが割り当てられている場合
でも、Nextra では値を切り捨てます。

データ型のマッピング
数字以外のデータを持ち、NULL 文字で終了しないバイナリの大きなデータオブジェクト
(BLOB。たとえば、イメージや実行ファイルをバッファリングするデータオブジェクト)を、
バイトの配列としてオープン分散環境で転送できます。void 型の固定長配列およびコ
ンストレインド配列を、この目的のために使用することができます。 配列として宣言できる
のは、入力パラメータと出力パラメータだけです。関数の戻り値は、シンプルデータ型とし
て宣言しなければなりません。 C 言語についてのみ、フルサポートが保証される点に注
意してください。アプリケーション言語によっては、サポートできないシンプル型または配
列があります。

IDLデータ型にマップされたSQL '92 エントリレベルデータ型
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SQLMake は、生成する IDL ファイルで使用するために、IDL データ型のサブセットをサ
ポートします。以下の表は、SQL データ型がその定義と IDL にてどのようにマップされる
かを示しています。
表 3.3 ： SQL '92 データ型とそれに相当する IDL
SQL '92 型

IDL 定義型

Char

char

Int

int

small int

short

Real

float

Float

float

Double

double

Binary

void

Nextraでのデータ引き渡し
Nextra データ引渡しプロトコルは、以下の規則にしたがっています｡
•
•
•

「入力」は、クライアントからサーバに渡すことを意味する。「出力」は、サーバからク
ライアントに渡すことを意味する。
入力として定義されたデータオブジェクトは、値渡しされる。RPC がこの値を出力と
して修正する必要がないためである。
出力として定義されたデータオブジェクトは、「リファレンス渡し」される。これは、
RPC が戻るときに、クライアントが出力を確認するためである。

いずれの場合も、引数がサーバによって修正されたら、引数はリファレンス渡しで、出力
としてリモート関数に渡されます。
値渡しとリファレンス渡しの例として、次の表に C 言語のデータ型をまとめます。

表 3.4 ： リモート関数へのデータ引き渡しの方法
データ型

入力

出力

シンプルデータ型

値渡し。変数自身。

リファレンス渡し。ポインタ。

1 次元固定長配列

値渡し。ポインタ。

リファレンス渡し。ポインタ。
メモリが割り当てられないため。

1 次元コンストレインド配 値渡し。ポインタ。
列

リファレンス渡し。ダブルポインタまたはハ
ンドル。
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メモリがサーバによって割り当てられるた
め。
1 次元 NULL ターミネ
ーテッド配列(文字)

値渡し。ポインタ。

2 次元固定長配列 (文
字)

値渡し。ダブルポイン リファレンス渡し。ダブルポインタ。
タ。
メモリが割り当てられないため。

リファレンス渡し。ダブルポインタまたはハ
ンドル。
メモリがサーバによって割り当てられるた
め。

2 次元コンストレインド配 値渡し。ダブルポイン リファレンス渡し。トリプルポインタまたは
列(文字)
タ。
ハンドル。
メモリがサーバによって割り当てられるた
め。
2 次元 NULL ターミネ
ーテッド配列(文字)

値渡し。ダブルポイン リファレンス渡し。トリプルポインタまたは
タ。
ハンドル。
メモリがサーバによって割り当てられるた
め。

次の例は、IDL データ型が、ユーザが記述する C クライアントとサーバコードからどのよ
うに参照されるかを説明しています。コードの他の部分は、サンプルを簡素化するために
除いてあります。入力、出力に使用するデータ型は NULL ターミネーテッドの文字配列
です。

図 3.1 ： 1 次元 NULL ターミネーテッド配列の引き渡し

静的配列のメモリ割り当て
多くの開発者は、C サーバで文字列の静的配列を扱うときの不確実性を表明してきまし
た。次の説明と例は、このような配列を渡し、それに含まれる情報にインデックスを付ける
方法を理解するのに役立つはずです。
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文字型の 2 次元配列を入力、出力するとき、メモリを割り当てる必要がある場合は、次の
ように割り当ててください。
1. ポインタの配列のためのメモリを割り当てます。
配列の最後を NULL で終えるように、サイズ char *の型のブロック(データ+1 の行数)
を割り当てます。この NULL は、ポインタを通じて各文字列を巡回するときに、配列の終わ
りをマークするために必要です。
2. 文字列のためのメモリを割り当てます。
次に、スペースをデータに割り当てる必要があります。各文字列を個別に割り当てるか、
次のように、全ての文字列をメモリの 1 ブロックとして割り当てることができます。データを
10 行送り返し、各行が 79 文字であるとします。まず、データ行には NULL ターミネーテッ
ド文字のためのスペースを含めなければならない点に注意します。つまり、各行に 80 文
字のスペースが必要です。したがって、(80 列* 10 行) = 800 文字のスペースが必要に
なります。このサイズのメモリのブロックを作成し、ステップ 1 で作成した配列の最初のポ
インタがこのスペースを指すように設定します。
datablock = (char *) malloc ( 800 * sizeof(char) );
data[0] = datablock;

malloc()の代わりの calloc()の使用
malloc()ラインを次のように置き換える場合、ステップ 4 で行う文字列の
初期化は必要ありません。
datablock=(char*)calloc(800,sizeof(char));
この時点で、その先頭がメモリの大きなブロックを指す、ポインタの配列を取得したことに
なります。
3. ポインタを設定します。
この方法は技術的には興味深いものでしたが、あまり便利ではありませんでした。ほとん
どの人は、シンプルな配列をアクセスして、データの異なる行にアクセスできることを期待
するからです。例を示します。
printf("%s\n", data[3]);
これは、data の 4 番目の行を出力します。しかし、data[3]は現在何も指していませ
ん。このため、(79 + 1) = 80 文字ごとに 1 つ、行ポインタがデータブロックを指すよ
うに設定します。
4. 文字列を初期化します。
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各文字列の第 1 エレメントに NULL 文字を挿入することによって、文字列も初期化しなけ
ればなりません。

}

for (i=0 ; i<10 ; i++) {
data[i][0] = `\0';

このステップは必須ではありませんが、たとえば、6 行だけしか返されない場合にはより
安全です。返されたデータが６行しかないときに、行 8 にアクセスしようとしても、何らかの
データを含む、初期化されていないメモリを指すことはなく、NULL を返します。
次の例で、ステップ 1～4 を説明します。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* The number of
#define DATAROWS
/* The number of
#define DATACOLS

real rows of data */
20
real characters in each row */
20

/* This is for static arrays only */
main()
{
char **data;
/*
* use a "tmpptr" to avoid losing
* the ptr to the allocated block
*/
char *tmpptr;
int i;
/* malloc the array of pointers */
data=(char **) malloc(sizeof(char *) * (DATAROWS +1));
/* malloc the data block */
tmpptr = (char *) malloc ((DATACOLS + 1) * DATAROWS
*sizeof(char));
/*
* set the first array pointer to point to
* the first character of the data block
*/
data[0] = tmpptr;
/*
* assign the remaining array pointers to point
* to the first character of each string and init
* the first char of each string to NULL
*/
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for (i=1 ; i < DATAROWS ; i++) {
data[i] = &(tmpptr[i * (DATACOLS + 1)]);
data[i][0]=`\0`;
}
/* Set the last pointer in the array to NULL */
data[DATAROWS] = (char *)NULL;
/* Not necessary, just for clarity */
do_rpc(data);
/*
* use the results here
* NOTE how you key on NULL, NOT on DATAROWS
* (NULL is preferred)
*/
for (i=0;data[i]!=NULL;i++)
printf ("got row[%d] = <%s>\n",i,data[i]);
/* free your memory when you are done */
free(tempptr);
free(data);
}

この例は、(最大)20 行のデータを含む、文字の静的配列を受け取るために、クライアン
トがスペースを割り当てる方法を示しています。各配列は(最大)20 文字の長さで、
NULL はカウントしません。コンストレインド配列または NULL ターミネーテッド配列を受け
取るクライアントは、上記を行う必要はありません。動的引数用のスタブにメモリが割り当
てられるからです。しかし、コンストレインド配列と NULL ターミネーテッド配列の両方では、
クライアントはデータを使用した後で、dce_release() Nextra API を呼び出さな
ければなりません。

注
この例から、2 つの重要な事柄が分かります。
•

•

文字列の終わりを示す NULL のためのポインタスペースを、data[DATAROWS]に
割り当てなければなりません。戻されると予測する数よりも 1 つ多く割り当てないと、コ
アダンプを引き起こす場合があります。
文字型の 2 次元配列などを作成する「特別な」方法にも注意します。(char *配列を割
り当て、ポインタを大きな「データ」ブロックに指し示す。) これは、メモリがリークしない
ようにするために必要です。
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C，C++クライアント
Nextra の C（C++）クライアントにおいてサポートされているデータ型を以下に示します。

シンプルデータ型
表 3.5 ： シンプルデータ型の変換(C，C++クライアントのみ)
IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var

short var

var

&var

long var

long var

var

&var

int var

int var

var

&var

float var

float var

var

&var

double var

double var

var

&var

char var

char var

var

&var

全てのデータ型について、出力値にはポインタを指定しなければなりません。出力はリ
ファレンス渡しされます。

1 次元固定長配列
表 3.6 ： 1 次元固定長配列データ型の変換(C，C++クライアントのみ)
IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var[c]

short var[c]

var

var

long var[c]

long var[c]

var

var

int var[c]

int var[c]

var

var

float var[c]

float var[c]

var

var

double var[c]

double var[c]

var

var

char var[c]

char var[c]

var

var

void var[c]

void var[c]

var

var

c は整数の定数。全てのデータ型について、メモリは再割り当てされないので、必要な
ことは、入力と出力のためのポインタ(配列名)を渡すことだけです。

1 次元コンストレインド配列
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表 3.7 ： 1 次元コンストレインド配列データ型の変換 (C，C++クライアントのみ)
IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var[n]

short *var

var

&var

long var[n]

long *var

var

&var

int var[n]

int *var

var

&var

float var[n]

float *var

var

&var

double var[n]

double *var

var

&var

char var[n]

char *var

var

&var

void var[n]

void *var

var

&var

n は配列より前に渡された short，long，int 型の宣言された整数の変数。サーバコー
ド中で配列のためのメモリを割り当てなければなりません。出力は、そのサーバのサー
バコードによって割り当てられて、クライアント上のライブラリによってメモリにコピーされ
るので、「char *var」の var ポインタのアドレスを渡さなければなりません。これによっ
て、スタブが返されたとき、var は結果を指します。

1 次元コンストレインド配列と 1 次元 NULL ターミネーテッド配列
メモリ割当てについては、1 次元コンストレインド配列と 1 次元 NULL
ターミネーテッド配列はまったく同じです。違いは、1 次元コンストレイン
ド配列の長さが「n」であることです。1 次元 NULL ターミネーテッド配
列(文字のみ、文字列データ型)の長さは、文字列の最後の NULL を
探すことによってのみ決定できます。

1 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.8 ： 1 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換 (C，C++クライアント
のみ)
IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡 出力パラメータ引渡

char var[ ]

char *var

var

&var

サーバコード中で配列のためのメモリを割り当てなければなりません。

2 次元固定長配列
表 3.9 ： 2 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換 (C，C++クライアント
のみ)
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IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡

char var[c1][c2] char var[c1][c2] var

出力パラメータ引渡

var

c1 と c2 は整数の定数。静的配列は、最後の要素に NULL を設定できるように行の
追加(つまり、(c1 + 1)行)をしなければなりません。説明については、「静的配列のメモ
リ割り当て」を参照してください。

2 次元コンストレインド配列
表 3.10 ：

2 次元コンストレインド配列データ型の変換 (C，C++クライアントのみ)

IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

char [n][m]

char **var

var

&var

n と m は、配列の前の渡される、short，long，int 型の宣言された整数変数。サーバ
コードで、配列のためのメモリを割り当てなければなりません。

コンストレインド配列と NULL ターミネーテッド配列
メモリ割当てについては、2 次元コンストレインド配列と 2 次元 NULL
ターミネーテッド配列はまったく同じです。いずれの場合も、サーバ上
のサーバコードによって出力を割り当て、クライアント上のライブラリによ
って割り当てられたメモリにコピーする必要があるため、「char **var」
型の var ポインタのアドレスを渡さなければなりません。これによって、
スタブが戻るときに、var は結果を指します。違いは、2 次元コンストレ
インド配列の長さが n で、文字列の最大長が m であることです。2 次
元 NULL ターミネーテッド配列(文字のみ、文字列データ型)の長さ
は、配列の最後の NULL ポイ ンタ、および各文字列の終わ りの
NULL 文字を探すことによってのみ決定できます。

2 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.11 ：

2 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換 (C，C++クライアント
のみ)

IDL 宣言

C 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

char [][]

char **var

var

&var

サーバコードで、配列のためのメモリを割り当てなければなりません。
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COBOLクライアント
Nextra において、void、float、double、NULL ターミネーテッド配列は、COBOL
ではサポートされません。
Nextra の COBOL クライアントにてサポートされているデータ型を以下に示しています。
c は定数(IDL ファイルで定義)、n はコンストレインド配列の行、列のサイズ変数宣言
(IDL ファイルで定義)、s はコンストレインド配列の行、列サイズ (サイズファイル内で
宣言)です。

シンプルデータ型
表 3.12 ：

シンプルデータ型の変換(COBOL クライアントのみ )

IDL 宣言

COBOL 宣言

入力パラメータ
引渡

出力パラメータ
引数

int var

01 var pic s9(9) comp-5 sync.

var

var

char var

01 var pic x.

var

var

1 次元固定長配列
表 3.13 ：

1 次元固定長配列データ型の変換(COBOL クライアントのみ)

IDL 宣言

COBOL 宣言

入力パラメー 出力パラメ
タ引渡
ータ引数

int var[c ]

01 var.
05 table-x occurs c pic s9(9) comp-5
sync.

var

var

char var[c ]

01 var pic x(c - 1).

var

var

1 次元コンストレインド配列
表 3.14 ：

1 次元コンストレインド配列データ型の変換 (COBOL クライアントのみ)

IDL 宣言

サイズファイル宣言 COBOL 宣言

入力パラ
メータ引
渡

int n

#cobol var s

n, var

01 var.

出力パラ
メータ引
数
n, var
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int var [n]

int n
char var[n]

05 table-x occurs 0 to s times depending
on n.
10 ele-x pic s9(9) comp-5 sync.
#cobol var s

01 var pic x(s).

n, var

n, var

2 次元固定長配列
表 3.15 ：

2 次元固定長配列データ型の変換(COBOL クライアントのみ)

IDL 宣言

COBOL 宣言

入力パラメータ
引渡

出力パラメータ
引渡

char
var[c1][c2]

01 var.
05 table-x pic x(c1-1) occurs c2 times.

var

var

2 次元コンストレインド配列
表 3.16 ：

2 次元コンストレインド配列データ型の変換(COBOL クライアントのみ)

IDL 宣言

サイズファイ
COBOL 宣言
ル宣言

int n1
int n2
char
var[n1][n2]

01 var.
05 table-x occurs 0 to
#cobol var s2
s1 times depending
s1
on n1.
10 ele-c pic x(s2).

入力パラメータ 出力パラメータ
引渡
引渡

n1,n2,var

n1,n2,var

PowerBuilderクライアント
データ型の使用は、PowerBuilder を Nextra で使用するときの方が C 言語の場合
よりも厳密になることに注意してください。
静的文字列は PowerBuilder に存在しないため、可変サイズ配列だけを使用します。
つまり、出力固定長配列のサイズのチェック、およびエラーフラグの設定は行われません。
エラー処理は、ライブラリエラーフラグが既に設定されている場合、各スタブ関数がただ
ちに終了するという形で PowerBuilder 関数に存在します。さらに、スタブ関数の 1
つにデータエラーがある場合は、エラーフラグが設定され、メッセージがログファイルに出
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力されます。PowerBuilder で設定されるエラーフラグは、必ず番号 34 (Bad
Data)です。

シンプルデータ型
表 3.17 ：

シンプルデータ型の変換(PowerBuilder クライアントのみ)

IDL 宣言

PowerBuilder 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var

int var

var

var

long var

long var

var

var

int var

int var

var

var

float var

real var

var

var

double var

double var

var

var

char var

string var

var

var

1 次元固定長配列
表 3.18 ：

1 次元固定長配列データ型の変換 (PowerBuilder クライアントのみ)

IDL 宣言

PowerBuilder 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var[c]

int var[c]

var[ ]

var[ ]

long var[c]

long var[c]

var[ ]

var[ ]

int var[c]

int var[c]

var[ ]

var[ ]

float var[c]

real var[c]

var[ ]

var[ ]

double var[c] double var[c]

var[ ]

var[ ]

char var[c]

string var

var

var

void var[c]

blob var[c]

var[ ]

var[ ]

c は整数の定数。

[IN] 1 次元固定長 (var [c ]):
配列が文字列の場合は、渡された配列の最大 c -1 個の文字が、最後に NULL 文字を
付けてサーバに送られます。文字列でない場合は、最高 c エレメントが送られます。
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クライアントがスペースを割り当て、配列が値渡しでサーバに送られます(配列に対して
サーバ側で行われた変更を、クライアントが見ることはありません)。

[OUT] 1 次元固定長(var [c ]):
配列が文字列の場合は、サーバによって送られた配列の最大 c -1 個の文字と最後に
付けた NULL 文字が出力パラメータに引き渡されます。文字列でない場合は、最初の c
エレメントが出力配列にコピーされます。
PowerBuilder では、静的文字列がないため、渡された文字列のサイズのチェックは
行われません。
クライアント・スタブがスペースを割り当て、クライアント・スタブが行を満たします。

1 次元コンストレインド配列
表 3.19 ：

1 次元コンストレインド配列データ型の変換 (PowerBuilder クライアン
トのみ)

IDL 宣言

PowerBuilder 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var[n] int var[ ]

var [ ]

var [ ]

long var[n]

long var[ ]

var [ ]

var [ ]

int var[n]

int var[ ]

var [ ]

var [ ]

float var[n]

real var[ ]

var [ ]

var [ ]

double
var[n]

double var[ ]

var [ ]

var [ ]

char var[n]

string var

var

var

void var[n]

blob var

var

var

n と m は、配列より前に渡された、int，short，long 型の宣言された整数の変数。

[IN] 1 次元コンストレインド (var [n ]):
配列が文字列の場合は、渡された配列の最大 n -1 個の文字が最後に NULL 文字を
付けてサーバに送られます。文字列ではない場合、最初の n 個の要素が送られます。
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少なくとも n 個の要素(n -1 個の文字、プラス NULL)が存在しない場合、エラーフラグ
が設定されます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 1 次元コンストレインド (var [n ]):
配列が文字列の場合、サーバによって送られた配列の最大 n -1 個の文字に NULL 文
字を付けて出力パラメータに引き渡されます。文字列でない場合は、n 個の要素が出力
配列にコピーされます。
サーバによって送られた配列が、ちょうど n 個の要素を持たない場合は、エラーフラグが
設定されます。
クライアント・スタブがメモリを割り当てます。つまり、可変サイズ配列(int var[ ]また
は string var )が渡されなければならないことを意味します。

1 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.20 ：

1 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換
(PowerBuilder クライアントのみ)

IDL 宣言

PowerBuilder 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引数

char var[ ]

string var

var

var

PowerBuilder では、コンストレインドと NULL ターミネーテッド配列は同じように宣言
されます。

[IN] 1 次元NULLターミネーテッド (char var [ ]):
文字列は、文字列の最初の NULL までサーバに送られます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 1 次元NULLターミネーテッド (char var [ ]):
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サーバによって送られた文字列全体が、最後に NULL 文字を付けずに、
PowerBuilder 出力パラメータに引き渡されます。
クライアント・スタブは、コンストレインド配列とまったく同じ方法でメモリを割り当てます。

2 次元固定長配列
表 3.21 ：

2 次元固定長配列データ型の変換(PowerBuilder クライアントのみ)

IDL 宣言

PowerBuilder 宣言

char
var[c1][c2 ]

string var[c1]

入力パラメータ引渡

var[ ]

出力パラメータ引渡

var[ ]

c1 と c2 は整数の定数。

[IN] 2 次元固定長 (char var [c1 ][c2 ]):
最大 c1 行について、それぞれ最大 c2 -1 個の文字が、最後に NULL 文字を付けて、
サーバに送られます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 2 次元固定長 (char var [c1][c2 ]):
最初の c1 行について、各行の最大 c2 -1 個の文字に NULL 文字を付けたものが、
PowerBuilder の出力パラメータに引き渡されます。
呼び出しで、スタブに渡された配列が c1 行より少ない場合、エラーフラグが設定されま
す。静的配列の文字列は可変長だけなので、各文字列の長さはチェックされません。
クライアントが行にスペースを割り当て、クライアント・スタブは各文字列を割り当てます。

2 次元コンストレインド配列
表 3.22 ：
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IDL 宣言

PowerBuilder 配列

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

char
var[n][m]

string var[n]

var [ ]

var [ ]

n と m は、配列より前に渡される、int，short，long 型の宣言された整数の変数。

[IN] 2 次元コンストレインド (char var [n ][m ]):
最初の n 行が、それぞれ最大 m -1 個の文字に、最後に NULL 文字を付けられてサー
バに送られます。
少なくとも n 行がない場合は、エラーフラグが設定されます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 2 次元コンストレインド (char var [n ][m ]):
ちょうど n 行について、各行で最大 m -1 個の文字が、サーバによって
PowerBuilder の出力パラメータに引き渡されます。
サーバによって送られた配列にちょうど n 行がなく、各行の NULL でない文字が(m 1)個以下の場合は、エラーフラグが設定されます。
サーバがクライアント・スタブを通じて配列全体を割り当てます。

2 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.23 ：

IDL 宣言

2 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換
(PowerBuilder クライアントのみ)

PowerBuilder 宣言

char var[ ][ ] string var[ ]

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

var[ ]

var[ ]

[IN] 2 次元NULLターミネーテッド (char var [ ][ ]):
配列全体(各行の最初の NULL まで)がサーバに送られます。
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クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 2 次元NULLターミネーテッド (char var [ ][ ]):
配列全体が、サーバによって送られた配列から PowerBuilder の出力パラメータに引
き渡されます。
サーバが、クライアント・スタブを通じてコンストレインド配列とまったく同じ方法でメモリを
割り当てます。

注意
PowerBuilder の全ての 2 次元 char 配列では、宣言されたときではなく変数が割り当
てられたときに、配列中の各エレメントが割り当てられます。これは、PowerBuilder の文
字列がエレメントデータ型であるためです。

Visual Basicクライアント
データ型の使用は、Visual Basic を Nextra で使用するときの方が C 言語の場合
よりも厳密になることに注意してください。
Visual Basic は、文字列を librpc.dll から Visual Basic にコピーするとき
に全ての NULL ターミネイト文字を取り除き、Visual Basic から librpc.dll にコ
ピーするときに文字列の NULL ターミネートを行います。簡単に言えば、Visual
Basic では NULL ターミネイト文字を意識する必要がないということです。
エラー処理は、ライブラリエラーフラグが既に設定されている場合に、各スタブ関数がた
だちに終了するという形で Visual Basic 関数に存在します。さらに、スタブ関数の 1
つにデータエラーが見つかった場合はエラーフラグが設定され、メッセージがログファイ
ルに出力されます。Visual Basic 中で設定されたエラーフラグは、必ず番号 34
(Bad Data) になります。
Visual Basic のデータ型の表記を、以下の表と注で説明します。Visual Basic
関数呼び出しでは、全ての引数はリファレンス渡しでクライアント VB スタブに渡されるこ
とに注意してください。
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シンプルデータ型
表 3.24 ：

シンプルデータ型の変換（Visual Basic クライアントのみ）

IDL 宣言

Visual Basic 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

short var

Dim var%

var

var

long var

Dim var&

var

var

int var

Dim var%

var

var

float var

Dim var!

var

var

double var

Dim var#

var

var

char var

Dim var$

var

var

Visual Basic では、デフォルトで全てのデータ型がリファレンス渡しされる点に注意し
てください。

重要な注意
VB での宣言における文字配列の要素数 c は、IDL ファイル宣言に
おいて (c -1) とすることができます。

1 次元固定長配列
表 3.25 ：

1 次元固定長配列データ型の変換 (Visual Basic クライアントのみ)

IDL 宣言

Visual Basic 宣言

入力パラメータ
引渡

出力パラメータ
引渡

short var[c]

static var%(c)

var ()

var ()

long var[c]

static var&(c)

var ()

var ()

int var[c]

static var%(c)

var ()

var ()

float var[c]

static var!(c)

var ()

var ()

double var[c]

static var#(c)

var ()

var ()

char var[c]

static var as String
var
*c

var

c は整数の定数。char var[c] 宣言はスペースがスタック上に置かれる静的変数のた

めのものであり、VB の 64k 制限を持つグローバル文字列変数のためのものではあり
ません。「Dim var as String」と同じ「Dim var$」を使うこともできます。
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[IN] 1 次元固定長 (var [c ]):
配列が文字列の場合、渡された配列の最大 c -1 個の文字が最後に NULL 文字を付
けられてサーバに送られます。文字列でない場合は、c 個の要素が送られます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。(配列に対して
サーバ側で行われた変更をクライアントが見ることはありません。)

[OUT] 1 次元固定長 (var [c ]):
配列が文字列の場合、サーバによって送られた配列の最大 c -1 個の文字が出力パラ
メータに引き渡されます。(最後の NULL 文字は、RPC ライブラリが取り除きます。) 文
字列でない場合、最初の c 個の要素が出力配列にコピーされます。
呼び出しでスタブに渡された配列メモリが、c 個の要素または c 個の characters，
long のサイズより少ない場合、エラーフラグが設定されます。
クライアントがスペースを割り当て、クライアント・スタブが行を満たします。

1 次元コンストレインド配列
表 3.26 ：

1 次元コンストレインド配列データ型の変換 (Visual Basic クライアン
トのみ)
入力パラメータ
引渡

Visual Basic 宣言

short var[n]

Dim var%()

var ()

var ()

long var[n]

Dim var&()

var ()

var ()

int var[n]

Dim var%()

var ()

var ()

float var[n]

Dim var!()

var ()

var ()

double var[n]

Dim var#()

var ()

var ()

char var[n]

Dim var$

var

var

void var[n]

Dim var() as Byte

var

var

n は short，long 型の宣言された整数の変数。

[IN] 1 次元コンストレインド (var [n ] ):
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IDL 宣言
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配列が文字列の場合、渡された配列の最大 n -1 個の文字が最後に NULL 文字を付
けてサーバに送られます。文字列でない場合は、最初の n 個の要素が送られます。
少なくとも n 個の要素(文字の場合、(n -1)文字) がない場合は、エラーフラグが設
定されます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 1 次元コンストレインド (var [n ] ):
配列が文字列の場合、サーバによって送られた配列の n -1 個の文字が出力パラメー
タに引き渡されます。文字列でない場合は、n 個の要素が出力パラメータに引き渡され
ます。
サーバによって送られた配列に、n 個の要素 (文字の場合は(n -1)個) がない場合、
エラーフラグが設定されます。
クライアント・スタブがメモリを割り当てます。つまり、可変サイズ配列(たとえば、「dim
var() as int」または「dim var as string」)が渡されることを意味します。

1 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.27 ：

1 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換
(Visual Basic クライアントのみ)

IDL 宣言

Visual Basic 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

Char var[]

Dim var$

var

var

[IN] 1 次元NULLターミネーテッド (char var [ ] ):
文字列は、文字列中の最初の NULL まで、または最後に NULL を付けられてサーバに
送られます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 1 次元NULLターミネーテッド (char var [ ] ):
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サーバによって送られた文字列全体は、最後に NULL 文字を付けないで、Visual
Basic の出力パラメータに引き渡されます。
クライアント・スタブが、コンストレインド配列とまったく同じ方法でメモリを割り当てます。

2 次元固定長配列
表 3.28 ：

2 次元固定長配列データ型の変換(Visual Basic クライアントのみ)

IDL 宣言

Visual Basic 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

char
var[c1][c2]

static var(c1) as
String

var ()

var ()

c1 と c2 は整数の定数。この静的宣言は、配列のみをスタック上に割り当てます。文字
列はエレメントデータ型なので、文字列は自動的に割り当てられて、宣言が文字列自
身を割り当てることはありません。

[IN] 2 次元静的 (char var [c1 ] [c2 ] ]:
最大 c1 行について、それぞれ最大 (c2 -1)個の文字が、最後に NULL 文字を付け
られてサーバに送られます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 2 次元静的 (char var [c1 ] [c2 ] ):
最初の c1 行について、各行の最初の(c2 -1)個の文字が NULL を取り除かれて
Visual Basic の出力配列にコピーされます。
呼び出しでスタブに渡された配列が c1 行より少ない場合は、エラーフラグが設定されま
す。文字列型の静的配列の文字列だけが長さを変えられるので、各文字列の長さはチェ
ックされません。
クライアントが行にスペースを割り当て、サーバがクライアント・スタブを通じて個々の文字
列を割り当てます。

2 次元コンストレインド配列
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表 3.29 ：

2 次元コンストレインド配列データ型の変換 (Visual Basic クライアン
トのみ)

IDL 宣言

Visual Basic 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

char [n][m]

Dim var$()

var ()

var ()

n と m は、short，long 型で宣言された変数。

[IN] 2 次元コンストレインド (char var [n ] [m ]):
最初の n 行について、それぞれ最高(m -1)個の文字が、最後に NULL 文字を付けら
れてサーバに送られます。
少なくとも n 行がない場合、エラーフラグが設定されます。
クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 2 次元コンストレインド (char var [n ] [m ]):
n 行について、各行で最大(m -1)個の文字が、サーバによって送られた配列から
Visual Basic の出力配列にコピーされます。
サーバによって送られた配列に、n 行がない場合、および各行に(m -1)個以下の
NULL でない文字がない場合は、エラーフラグが設定されます。
サーバがクライアント・スタブを通じて配列全体を割り当てます。

2 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.30 ：

2 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換
(Visual Basic クライアントのみ)

IDL 宣言

Visual Basic 宣言

入力パラメータ引渡

出力パラメータ引渡

char var[][]

Dim var$()

var ()

var ()

[IN] 2 次元NULLターミネーテッド (char var [ ][ ] ):
配列全体が、各行の最初の NULL まで、または最後に付けられた NULL まで、サーバに
送られます。
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クライアントがスペースを割り当て、配列は値渡しでサーバに送られます。

[OUT] 2 次元NULLターミネーテッド (char var [ ][ ]):
配列全体が、サーバによって送られた配列から各行の NULL を取り除かれて Visual
Basic の配列にコピーされます。
サーバが、クライアント・スタブを通じて、コンストレインド配列とまったく同じ方法でメモリを
割り当てます。

C，C++サーバ

シンプルデータ型

表 3.31 ：

シンプルデータ型の変換(C，C++サーバのみ)

IDL 宣言

関数定義で定義さ
れた入力パラメータ

関数定義で定義さ
れた出力パラメータ

short var

short var

short *var

long var

long var

long *var

int var

int var

int *var

float var

float var

float *var

double var

double var

double *var

char var

char var

char *var

出力データ型に対す
る処置

1 次元固定長配列
表 3.32 ：
IDL 宣言
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関数定義で定義され
た入力パラメータ

関数定義で定義され
た出力パラメータ

short var[c] short *var

short *var

long var[c ]

long *var

long *var

出力データ型に
対する処置

リファレンス

int var[c]

int *var

int *var

float var[c ] float *var

float *var

double
var[c ]

double *var

double *var

char var[c ]

char *var

char *var

void var[c ]

char *var

char *var

c は整数の定数。

1 次元コンストレインド配列
表 3.33 ：

1 次元コンストレインド配列データ型の変換(C，C++サーバのみ)

IDL 宣言

関数定義で
定義された
入力パラメ
ータ

関数定義
で定義され
た出力パラ
メータ

short
var[n]

short *var

short
**var

long
var[n]

long *var

long **var *var=(long *)dce_malloc(sizeof(long)*n)

int var[n]

int *var

int **var

*var=(int *)dce_malloc(sizeof(int)*n)

float
var[n]

float *var

float
**var

*var=(float *)dce_malloc(sizeof(float)*n)

double
var[n]

double
*var

double
**var

*var=(double
*)dce_malloc(sizeof(double)*n)

char
var[n]

char *var

char
**var

*var=(char *)dce_malloc(sizeof(char)*n)

void var[n] char *var

char
**var

*var=(char *)dce_malloc(sizeof(char)*n)

出力データ型に対する処置

*var=(short *)dce_malloc(sizeof(short)*n)

n は int，short，long 型の宣言された整数の変数。
1 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.34 ：

1 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換 (C、C++サーバのみ)

IDL 宣言 関数定義 関数定義

出力データ型に対する処置
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で定義さ で定義さ
れた入力 れた出力
パラメー パラメータ
タ
char
var[ ]

char
*var

char
**var

*var =(char *)
dce_malloc(sizeof(char)*varsize)

varsize は必要なサイズで、実行時にサーバによって決定されます。

2 次元固定長配列
表 3.35 ：

2 次元固定長配列データ型の変換(C，C++サーバのみ)

IDL 宣言

関数定義で定義 関数定義で定義
された入力パラ された出力パラ 出力データ型に対する処置
メータ
メータ

char
var[c1][c2]

char **var

none

char **var

c1 と c2 は整数の定数。静的配列には、最後のエレメントを NULL に設定できるよう
に、行の追加 (すなわち、(c1 +1)行)が必要です。例については「静的配列のメモリ割
り当て」を参照してください。

2 次元コンストレインド配列
表 3.36 ：

IDL 宣言

2 次元コンストレインド配列データ型の変換(C，C++サーバのみ)
関数定義で定 関数定義で
義された入力 定義された出
パラメータ
力パラメータ

出力データ型に対する処置
*var =(char **) dce_malloc(sizeof
(char *)*(n+1));
for (i=0;i<n;i++){

char var[n][m] char **var

(*var)[i ]=(char *)

char ***var dce_malloc(sizeof(char)*

m);
}

(*var)[n]=(char *)NULL;
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n と m は、int，short，long 型の宣言された整数の変数。i は 0 から(n -1)までのイン

デックスです。コンストレインド配列では、最後の行は配列の最後を意味する「"row" =
NULL」でなければなりません。

2 次元NULLターミネーテッド配列
表 3.37 ：

2 次元 NULL ターミネーテッド配列データ型の変換 (C，C++サーバのみ)

IDL 宣言

関数定義
で定義さ
れた入力
パラメータ

関 数 定 義 出力データ型に対する処置
で定義さ
れた出力
パラメータ

char var[ ][ ]

char
**var

char
***var

*var =(char **)dce_malloc(sizeof(char *)*
(rowsize+1)

for (i=0;i<rowsize;i++) {
(*var)[i]=(char
*)dce_malloc(sizeof(char)*colsize)
}

(*var)[n]=(char*)NULL;

i は 0 から(n -1)までのインデックス。rowsize は配列中の行数。colsize は各エレメント
の列数。rowsize と colsize はサーバコード中で実行時に決定されます。NULL ター
ミネーテッド配列では、最後の行は、配列の最後を意味する「"row" = NULL」でなけ
ればなりません。

COBOLサーバ
Nextra において、void、float、double、NULL ターミネーテッド配列は、COBOL
ではサポートされません。
Nextra の COBOL クライアントにてサポートされているデータ型を以下に示しています。
c は定数(IDL ファイルで定義)、n はコンストレインド配列の行、列のサイズ変数宣言
(IDL ファイルで定義)、s はコンストレインド配列の行、列サイズ (サイズファイル内で
宣言)です。
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シンプルデータ型
表 3.38 ：

シンプルデータ型の変換(COBOL サーバのみ)

IDL 宣言

COBOL 宣言

入 力 パ ラ メ 出力パラメ
ータ引渡
ータ引数

int var

01 var pic s9(9) comp-5 sync.

var

var

char var

01 var pic x.

var

var

1 次元固定長配列
表 3.39 ：

1 次元固定長配列データ型の変換(COBOL サーバのみ)
入力パラメ
ータ引渡

出力パラメ
ータ引数

IDL 宣言

COBOL 宣言

int var[c ]

01 var.
05 table-x occurs c pic s9(9) comp- var
5 sync.

var

char var[c ]

01 var pic x(c-1).

var

var

1 次元コンストレインド配列
表 3.40 ：

1 次元コンストレインド配列データ型の変換(COBOL サーバのみ)

サイズフ ァイル宣
COBOL 宣言
言

IDL 宣言

int n
int var [n]

#cobol var s

int n
#cobol var s
char var[n]

入力パラ 出力パ
メータ引 ラメータ
渡
引数

01 var.
05 table-x occurs 0 to s times
depending on n.
10 ele-x pic s9(9) comp-5 sync.

n, var

n, var

01 var pic x(s).

n, var

n, var

2 次元固定長配列
表 3.41 ：
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IDL 宣言

COBOL 宣言

入力パラメー
タ引渡

出力パラメー
タ引渡

char
var[c1][c2]

01 var.
05 table-x pic x(c1-1) occurs c2 times.

var

var

2 次元コンストレインド配列
表 3.42 ：

2 次元コンストレインド配列データ型の変換(COBOL サーバのみ)

サイズファイ
COBOL 宣言
ル宣言

IDL 宣言
int n1
int n2
char
var[n1][n2]

#cobol

s2 s1

入力パラメー 出力パラメー
タ引渡
タ引渡

01 var.
05 table-x occurs 0 to
var
s1 times depending
on n1.
10 ele-c pic x(s2)

n1,n2,var

n1,n2,var

COBOLデータ型にマッピングされたIDLデータ型
表 3.43 ：
IDL 型

COBOL データ型にマッピングされた IDL データ型

サイズファイル

int x

COBOL 型
01 x PIC S9(9) COMP.5 SYNC.
01 x.

int x[c ]

05 TABLE-x OCCURS c
PIC S9(9) COMP-5 SYNC.
01 x.

int n
int x[n]

#cobol x s

05 TABLE-x OCCURS 0 TO s TIMES
DEPENDING ON n.
10 ELE-x PIC S9(9) COMP-5 SYNC.

char x

01 x PIC x.

char x[c ]

01 x PIC x(c - 1 ).

char x[ ]

#cobol x s

int n
char x[n]

#cobol x s

01 x PIC x(s ).
01 x PIC x(s ).
01 x.

char x[c1][c2 ]
05 TABLE-x PIC x (c1 - 1 ) OCCURS c2 TIMES.
char x[ ][ ]*1)

#cobol x s2 s1

EXTRA COUNTER VARIABLE CREATED:
01 X-CT PIC S9(9) COMP-5 SYNC.
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01 x.
05 TABLE-x OCCURS 0 TO s1 TIMES DEPENDING ON X-CT.
10 ELE-x PIC x(s2 ).
01 x.
int n1
int n2
char x[n1][n2 ]

#cobol x s2 s1

05 TABLE-x OCCURS 0 TO s1 TIMES DEPENDING ON n1.

10 ELE-x PIC x(s2 )

c は定数(IDL ファイルで定義)、n はコンストレインド配列の行、列のサイズ変数宣言(IDL ファ
イルで定義)、s はコンストレインド配列の行、列サイズ (サイズファイル内で宣言)です。
*1) 2 次元 NULL ターミネーテッド配列については、現在のバージョンでは、COBOL クライア
ントと COBOL サーバの組合せのみで利用できます。
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第 4 章 Nextraユーティリティ
この章では、Nextra パッケージ、モジュール、拡張キットに含まれるユーティリティプロ
グラムと開発ツールの機能、オプション、制限事項について説明します。

サーバ起動オプション

Nextraサーバの起動

executable_name -e env_file [-log log_file] [-s server_name] [-u user_name] [-exec
server_path]
オプションのいくつかは、環境ファイル属性で指定することもできます。（後述）

サーバの環境ファイル
全ての Nextra ランタイムエンティティ(ブローカ、サーバ、クライアント)は、-e フラグで
環境ファイルを指定して起動します。
詳細については、「環境ファイル」を参照してください。

サーバのログファイル
-log オプションを使用すると、デバッグ出力を log_file に送ることができます。環境
ファイル属性の DCE_LOG でログファイル名が指定されている場合、コマンドラインオプ
ション-log が優先します。
Windows プラットフォームでは、ログファイル名として\dev\con を指定することによっ
て、ログメッセージをコンソールウィンドウに送ることができます。
詳細については、「ログファイル」を参照してください。
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バリアブル・ネームド・サーバ（Variable named server）
変数のインタフェース名を含む IDL ファイルで作成されたサーバには、起動時に名前を
付けなければなりません。これには、-s フラグを使用するか、または環境ファイル属性
DCE_SERVERNAME を設定します。(両方を使用した場合は、コマンドラインオプション
が環境ファイル属性に優先します。)
この名前には、アプリケーションの中でひとつしかない名前をつけなければなりません。
executable_name のスタブを作成する IDL ファイルが、既に使用されているインタフ
ェース名を指定すると、エラーが発生し起動に失敗します。

-s または DCE_SERVERNAME の誤用
サーバがバリアブル・ネームド・サーバ(Variable named server)でな
い場合に、DCE_SERVERNAME 属性または s フラグを使用すると、実
行エラー(DCE_NOSERVER)が発生してしまいます。-s フラグを使用し
て、または DCE_SERVERNAME 属性を設定して固定名サーバを起動
しようとすると、サーバは起動しませ。

バリアブル・ネームド・サーバの機能の詳細については、『 運用／設定ガイド』の「バリア
ブル・ネームド・サーバの概要」を参照してください。

クライアントとしてのサーバの使用
-u オプションは、クライアントとして他のサーバにアクセスするときに、サーバが使用する
ユーザ名を指定します。このオプションは環境ファイル属性 DCE_USERNAME でも指定
できます。両方を使用すると、コマンドラインオプションが環境ファイル属性に優先します。

COBOLデディケイテッド・サーバ
-exec オプションが、COBOL デディケイテッド・サーバには必要です。server_path
は、サーバの実行ファイルのフルパス名を含まなければなりません。
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サーバのバックグランド処理
Unix プラットホームでは、”&”オプションを使用して、カレント端末セッションを解放した
まま、バックグランドでサーバプロセスを起動します。リダイレクト（>）を使用してシェルから
出力先を指定しないかぎり、状態メッセージは標準出力に送られます。
Windows プラットホームでは、、”start /b”にてバックグラウンドでサーバプロセスを
起動します。

クライアント・プログラムにて必要なNextra API
Nextra で開発されたクライアントを起動するために唯一必要なのは、RPC ライブラリ関
数 dce_setenv()を呼び出すことです。
dce_setenv()関数の詳細については、「dce_setenv()」を参照してください。

Broker（ブローカ）
ブローカは、Nextra アプリケーションのためのネーミングサービスである Nextra ブロ
ーカサービスを起動します。

Brokerの概要
broker [-bg]
broker [-e envfile] [-log logfile] [-f filename] [-p subbroker port] [-bg]
broker [-myipaddress my ipaddress#] [-myport my port#] [-debuglevel
LEVEL:LEVEL] [-log logfile] [-bg]
表 4.1 ： broker コマンドのオプション
フラグ

説明

デフォルト値

-e envfile

オプション。環境ファイル名を指定し
ます。指定がなかった場合は、右デ
フォルト値が使用されます。指定無し
起動は、v6.1 より使用可能です。

DCE_BROKER=[hostname],39001
DCE_DEBUGLEVEL=ERROR,ERROR
DCE_LOG=broker.log

-log logfile

オプション。デバッグ出力を環境ファ なし
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イル属性 DCE_LOG で指定された
ファイルではなく、 logfile に送りま
す。
-f filename

オプション。filename は絶対、相対 なし
パスと共に指定できます。指定され
たファイル内の内容を精査し、ブロ
ーカキャッシュ内サーバリスト（サー
バ位置情報）に読み込みます。

-p subbroker port オプション。ブローカがサブブローカ なし

である場合に、このフラグが使用され
ま す 。サ ブ ブロ ー カが subbroker
port のポートで接続を待つことを表
します。

フラグを使用すると、環境ファイル
でホスト名およびポート番号が指定
されたブローカが親ブローカになり
ます。サブブローカはこの親ブロー
カに登録されます。
-myipaddress my オプション。ブローカが起動する IP なし

ipaddress#

ｱﾄﾞﾚｽ又はﾎｽﾄ名を指定します。v6.1
より使用可能です。

-myport my port# オプション。ブローカが起動するﾎﾟｰ なし

ﾄ番号を指定します。v6.1 より使用可
能です。
-debuglevel

オプション。環境ファイル属性の

LEVEL:LEVEL DCE_DEBUGLEVE を 参 照 下 さ

なし

い。v6.1 より使用可能です。

Brokerの説明
Broker（ブローカ）は、分散アプリケーションにおいて「ネーミングサービス」の役割を果
たすサーバです。このブローカが、Nextra アプリケーションで最初に起動するプロセス
になります。ブローカは継続的に動作し、続けて起動されるサーバは、起動時に、その位
置とインタフェース名をブローカに登録します。
ブローカは、このサーバの位置情報を内部テーブルに格納します。クライアントは、その
情報を使用してサーバとの接続設定に成功すると、ブローカとの接続を放棄し、サーバと
直接通信します。
クライアントはそのサーバの位置を格納し、内部テーブルにリストされていないサーバが
必要になったとき、または DCE_CLTIMEOUT 属性に指定された時間が経過した後の最
初の RPC 発行時にのみブローカに再度問い合わせます。

88

リファレンス

更に、v6.1 より IPv4 モードにて起動した場合、ブロードキャストアドレスにブローカの
稼動位置情報を送信します。tcpdump や Wireshark にてブロードキャストアドレスの
パケットを検知すると以下のようなパケット情報を取得できます。。
RESPONSE_BROKER_WHEREABOUTS=<192.168.0.21:39001>

外部の関連事項

1 つのブローカと、複数ブローカのアプリケーション
最もシンプルなケースでは、Nextra アプリケーションは、全てのサーバの位置について、
全てのクライアントの要求を処理する最低 1 つのブローカが必要です。しかし、システム
の堅牢性や負荷分散などのパフォーマンスが必要となる場合もあり、アプリケーションは、
ブローカの複数のインスタンスを使用するか、あるいは多くのブローカを編成してブロー
カ階層を形成します。

堅牢性の追加：並列ブローカと並列サーバ
並列ブローカを使用して、Nextra アプリケーションの耐障害性を向上することができま
す。サーバは各ブローカに登録され、クライアントは、ブローカに障害が発生した際に他
のブローカに順次問いあわせます。
この並列構造は、次のようにインプリメントされます。
•

•

•

各ブローカは、broker の-e フラグで指定された各ブローカの環境ファイルにより起動
されます。ブローカが解読するのは、環境変数 DCE_BROKER 属性の最初の値だ
けなので、ブローカの環境ファイルは、並列ブローカのアドレスリストのうち 1 つだけ指
定します。(『運用／設定ガイド』の「ブローカの起動」を参照)
全ての並列ブローカが、各サーバの環境ファイルにリストされます。(環境ファイルのシ
ンタックスの詳細については、「環境ファイル」を参照) この結果、各サーバは全ての並
列ブローカに登録されます。
並列ブローカは全て、各クライアントの環境ファイルにリストされます。(環境ファイルの
シンタックスの詳細については、「環境ファイル」を参照) この結果、現在接続されてい
るブローカに障害が発生すると、クライアントの要求は、自動的にリストの次のブローカ
にルーティングされます。

クライアントおよびサーバの両方として機能するサーバの環境ファイル内に、
DCE_EXTSEARCH 属性が指定されている場合、どのブローカに登録しなければならな
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いか示すために、別の属性 DCE_EXPORT が使用されます。このような場合には、
DCE_BROKER 属性は、依然としてサーバのクライアントサイドでのみ使用されます。
Nextra 分散アプリケーションの堅牢性向上については、『運用／設定ガイド』の「アプリ
ケーションの耐障害性の向上」を参照してください。

パフォーマンスの向上：ブローカ階層
大規模で複雑なアプリケーションであるにも関わらず、ブローカを 1 つだけ立ち上げて
おくことは、大変なリスクであると同時に、アプリケーションのボトルネックになる可能性が
あります。
ブローカ（broker）の階層化により、ネーミングサービスの負荷の分散が可能です。この
階層化は、次のようにインプリメントされます。
•
•

•

•

•
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アプリケーションで起動した最初のブローカが「マスタブローカ」になります。
後続のブローカは、「サブブローカ」とみなされます。ブローカをサブブローカとして起
動する場合には、-p フラグを使用します。-p フラグはポート番号であり、このポート番
号で、サブブローカ自身が接続を確立し、サーバとクライアントからの接続を待ちます。
サブブローカの環境ファイルで指定されたホスト名とポート番号は、(少なくとも最初の
サブブローカに関しては) 起動時にサブブローカが登録されるマスタブローカのホスト
名とポート番号になります。
後続のブローカの環境ファイルで指定されたホスト名とポート番号が、すでに確立され
たサブブローカのホスト名とポート番号である場合は、既存のサブブローカが新しいサ
ブブローカの親ブローカになります。各サブブローカはその親ブローカに登録され、
親ブローカはさらにその親ブローカに登録され、次々にマスタブローカまで登録されて
いきます。
このようにして、親ブローカおよびサブブローカの多重の階層を、マスタブローカの下
に任意の深さで構築できます。
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図 4.1 ： ブローカ階層の例
階層が確立されると、次のように機能します。
•

•

•

•

•

•

サーバがサブブローカに登録するたびに、その情報はマスタブローカに達するまで階
層の上方向に伝えられていきます。したがって、マスタブローカは、ローカルサーバ
(次に説明する)を除いて、アプリケーション中の各サーバの位置を知ることになります。
クライアントは、階層内のブローカに、サーバの位置を照会します。当該サーバの位置
情報がそのブローカにとって既知であれば、位置情報はただちにクライアントに返され
ます。
当該サーバの位置情報がこのブローカに登録されていない場合、ブローカは親ブロ
ーカにそのサーバの位置を照会します。親ブローカがサーバの位置情報を知ってい
る場合は、その情報が子ブローカを通じてクライアントに渡されます。
子ブローカは、情報を自分自身で格納して、親ブローカを参照せずに、後続の要求を
サーバに直接知らせます。(サーバの位置情報がクライアントに渡されると、クライアン
トは将来の参照のためにサーバ位置情報を格納します。)
親ブローカがサーバの位置情報を知らない場合、親ブローカはさらに上位の親ブロー
カに照会します。このプロセスは、サーバの位置情報が分かるか、あるいはマスタブロ
ーカに対する問い合わせが失敗するまで続きます。
ブローカ階層構造を持つ分散アプリケーションで時間が経過すると、サブブローカは
システム中の全てのサーバ位置を知るようになり、マスタブローカが情報をクライアント
に渡す頻度は減っていきます。このようにして、アプリケーションのパフォーマンスを向
上させるために、必要なだけ負荷を広く分散します。

リソースの管理：ローカルサーバ
たとえば、地理的に分けられる分散アプリケーションのリソースをさらに管理する手段とし
て、ある種のサーバをローカルサーバとして指示することができます。ブローカ階層に対
してこのような指示を行うと、ローカルサーバは、最初に登録されたブローカ、および階層
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内のそのブローカの下のブローカだけに認識されます。最初のブローカは、その親ブロ
ーカ、あるいはマスタブローカを含む、階層上位の全てのブローカにサーバの位置情報
を渡しません。
ローカルサーバのオプションは、サーバの環境ファイルの DCE_LOCAL 属性によって指
定する必要があります。
たとえば、図 4.1 では、ブローカ 3 以下のサーバがローカルサーバであれば、ブロー
カ 3 とブローカ 4 だけがそれを認識することになります。
ブローカ階層とローカルサーバについては、『運用／設定ガイド』の「管理戦略の概要」と
「サブブローカ」を参照してください。

broklist
broklist は、サービスの確認、登録、削除を行うユーティリティです。

broklistの概要
broklist [-ping|-add|-del|-load|-save] [HOST_NAME PORT]
[service_name+host_name+server_port]
表 4.2 ： broklist コマンドのオプション
フラグ

説明

HOST_NAME リストを見たいブローカが稼動しているホスト名
PORT

リストを見たいブローカが稼動しているポート番号

-myipaddress

複数ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽが存在した場合、broklist がブローカ
（broker）に接続する際に利用する IP アドレスを指定します。

service_name 登録するサービス名
host

登録するホスト名、又は IP アドレス

port

登録するポート番号

> broklist HOST_NAME PORT
ブローカに登録されている全サービスの位置情報を表示します。
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> broklist -add HOST_NAME PORT service_name+host_name+port
ブローカに対し、新規にサービスを登録します。

> broklist -del HOST_NAME PORT service_name+host_name+port
ブローカより該当サービスを削除します。

> broklist -load HOST_NAME PORT filename
filename 内に指定された全サービスをブローカに新規登録します。

filename 内の記述方法について
各 行 先 頭 の # は コ メ ン ト 行 と し て 扱 わ れ ま す 。 service_name 、
host_name、port の順番でアイテムを記述し、スペース文字は各アイ
テムの区切りとして扱われます。service_name には、+以外の ASCII
文字の使用が可能です。
例
test/norio/docker

ip-10-150-101-94.internal

momentum/GigabitEthernet13/26
dist/demo/docker

1936

10.10.10.1 12345

www.gabatto.com

4445

> broklist -save HOST_NAME PORT filename
ブローカに登録された全サービスを filename に保存します。

> broklist –ping HOST_NAME PORT
ネットワーク上の如何なるサービスに対しても有効なオプションです。内部的には接続
API（connect）を利用し、成功した場合には”Server is alive”を標準出力し、リ
ターンコード 0 となります。不成功の場合は、-1 となります。
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cfgkill
cfgkill は、AppMinder の設定ファイル中の全てのプロセスを落とすユーティリティ
です。Windows 上でのみお使い頂けます。

cfgkillの概要
cfgkill appmagt.cdb
表 4.3 ： cfgkill のオプション
フラグ

説明

appmagt.cdb

AppMinder のエージェントがローカル DB として使用している DB
名。

cfgkillの説明
このユーティリティは、appmagt.cdb ファイル(エージェントが起動すると自動的に作成
される)から現在稼働中の全プロセスのプロセス ID とコマンド名を取り出して、OS のプロ
セスリストに載っている稼働中のプロセスと照合します。合致した場合には、そのプロセス
を停止します。
ユーティリティを使用するときには、エージェントを落としてからコマンドを発行しなければ
なりません。もしエージェントが動いていると、折角このユーティリティでプロセスを落とし
ても、エージェントが再起動させてしまいます。
ユーティリティを使用するタイミングは、エージェントが何らかの理由で異常停止した場合
のみです。

db2_start
db2_start は DB2 用 DB アクセス・サーバユーティリティです。

db2_startの概要
db2_start -q query_file -d db_name -e env_file [-s interface] [-h] [-v]
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表 4.4 ： db2_start コマンドのオプション
フラグ

説明

-q query_file

サーバの IDL ファイルを RPCMake が生成するた
なし
めに入力として使われた SQL ファイルの名前。

-d db_name

サーバがアクセスする DB 名。

なし

-e env_file

環境ファイル名を示します。

なし

-s interface

デフォルト値

オプション。このオプションは、起動する DB アクセ
ス・サーバのインタフェース名を示します。(サーバ
の IDL ファイルに定義されているものと同じです。)
ただし、このオプションを使わない場合は、インタフ
ェース名を SQL ファイルに指定しなければなりませ
ん。代わりに、サーバの環境ファイルに
DCE_SERVERNAME を設定してもできます。コ
環境ファイル
マンドラインオプションと補助ファイルの両方で指定
中の指定のと
された場合は、コマンドラインオプションが補助ファ
おり
イルの指定に優先します。
IDL ファイルがバリアブル・ネームド・サーバ名を含
む場合は、コマンドライン引数は任意でよいが、全て
のインタフェースでユニークであり、クライアントプロ
グラムやエンドユーザにとって既知のものでなけれ
ばなりません。

-h

オプション。ユーティリティを実行する代わりに、短い
なし
ヘルプメッセージを生成します。

-v

オプション。ユーティリティのバージョンを示す短いメ
なし
ッセージを生成して終了します。

db2_startの説明
db2_start は起動時に、次の処理を行います。
•
•
•

ユーティリティは SQL ファイルを解読します。
それがデディケイテッド・サーバでない場合、起動ユーティリティは DB マネージャへ
のログインを初期化します。
最後に、ユーティリティは DB アクセス・サーバとしてブローカに登録され、クライアント
要求を待ちます。

以下の条件のいずれかに該当する場合、DB アクセス・サーバは正しい使用法を示すエ
ラーメッセージを表示し、終了します。
•

必要なコマンドライン引数が 1 つ以上不足している。
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•
•
•
•
•

指定した環境ファイルが存在しないか、またはシンタックスエラーを含んでいるか、読
み込めない 。
指定した SQL ファイルが存在しないか、Nextra 互換でないか読み込めない。
ブローカが見つからないか、ブローカにアクセスできない。またはサーバを登録できな
い。
サーバが DB に接続できない。
サーバ名が、環境ファイル、コマンドラインまたは SQL ファイルで設定されていない。

デディケイテッドDBアクセス・サーバ（db2_start）
環境ファイル中で DCE_DEDICATED>0 に設定することによって、DB アクセス・サーバが
デディケイテッド・サーバ（Dedicated server）として起動されると、クライアントが
RPC sql_prepare_<interface>()を呼び出すまで、DB マネージャにログインし
ません。一度この関数が呼び出されると、sql_prepare_<interface>()が正常終
了するまで、サーバは他の RPC を受け付けません。代わりに、
sql_prepare_<interface>()以外の呼び出しが初めに行われると、DB アクセス・
サーバは環境変数 DB_PWD と DB_LOGIN で指定されたデフォルト値を使用して、DB
にログインします。これらの変数が見つからない場合、サーバは DB に接続できません。
sql_prepare_<interface>()が正常に実行された後は、デディケイテッド・インス
タンス（専有プロセス）に対するクライアントは、
sql_set_max_rows_<interface>()を呼び出し、呼び出しごとに返される DB 行
の最大数を設定することができます。
デディケイテッドでない db2_start のクライアントが
sql_prepare_<interface>()または sql_set_max_rows_<interface>()
を呼び出すと、DB アクセス・サーバは関数を実行しないで DBNOCURSORS エラーコード
を返します。しかし、サーバは、環境変数 DB_PWD および DB_LOGIN で指定されたデ
フォルト値を使用して、指定された DB に接続します。
デディケイテッドでないサーバは、各 SQL の実行ごとに、全ての選択したデータを呼び
出して元のクライアントに返し、SQL 完了後に DB カーソルをクローズします。
デディケイテッド・サーバは、全ての行数か sql_set_max_rows_<interface>()
で設定された行数の、どちらか小さい方の行数を返します。返すべき行が残る場合は、
デディケイテッド・サーバはカーソルをオープンしたまま保ち、次の関数が同じ SQL であ
る場合は、列の次のセットを返します。異なる関数を呼び出した場合は、全てのカーソル
がクローズされ、新しいカーソルが新しい SQL のためにオープンされます。
デディケイテッド・サーバでは、DB_NOCOMMIT も設定しなければなりません。この値を 1
に設定すると、デディケイテッド DB アクセス・サーバは、非 select の SQL ステートメン
トで暗黙的なコミットを実行しません。
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db2_startの戻り値
db2_start サーバによってどの関数を呼び出しても、試行のステータスを示す値が返
されます。値は正または負の整数です。
表 4.5 ： db2_start の戻り値
値

意味

>= 0

関数呼び出しは成功しました。返された数字は、関数によって選
択、挿入、または更新された DB の行数です。

-1000000 <
errnum <-1

DB マネージャ内部で発生したエラーのために、関数呼び出しは
失敗しました。戻り値は、DB2 固有のエラー番号になります。エラ
ーの意味については、DB2 のドキュメント参照。

<= -1000000

DB マネージャ以外で発生したエラーのために、関数呼び出しは
失敗しました。クライアントからは、発生したエラーを調べるのに
dce_errnum()または dce_errstr()を呼び出します。

複数のdb2_startサーバ
db2_start の複数インスタンスを同時に実行することができます。同一の引数で
db2_start が何回か呼び出されると、同じサーバのいくつかのインスタンスが起動され
ます。
並列バリアブル・ネームド・サーバ（Variable named server）とは、db2_start が
異なるサーバ（インタフェース）名と DB 名を使って起動されたものを示します。
デディケイテッド・サーバと並列サーバの詳細については、『運用／設定ガイド』を参照し
てください。

DB2 へのバインディング（Binding）
db2_start を新規の DB で使用する場合、最初に Nextra パッケージの
$ODEDIR/etc にある Bind ファイルをその DB にバインドしなければなりません。
1. $ODEDIR/etc ディレクトリを探します。
2. dba または Bind 権限をもったユーザとして、ターゲットの DB にログインします。
bind コマンドを使用して、実際に Bind します。
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DB アクセス・サーバ（db2_start）の場合は、dcp_db2.bnd を、トランザクション・サー
バの場合は、adcp_db2.bnd を使用します：
① db2 connect to DB_name user user_name using password
② db2 bind dcp_db2.bnd
③ db2 terminate
デディケイテッド・サーバと並列サーバの詳細については、『運用／設定ガイド』を参照し
てください。

外部の関連事項

環境ファイル
環境ファイルの作成については、「環境ファイル」を参照してください。

SQLファイル
db2_start コマンドラインで指定する SQL ファイルは、「SQL ファイル」で説明されてい
る仕様に合うようにしてください。

DB2 環境変数
DB2 では、次の環境変数が必要です。
表 4.6 ： db2_start 環境変数
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意味

DB2INSTANCE=
instance_name_of_DB2

使用する DB２のインスタンス名。

DB_LOGIN=user_name

DB を使用するユーザの名前。

DB_PWD=password

DB_LOGIN 変数に関連付けられたパスワー
ド。

DB_NOCOMMIT

デディケイテッド・サーバでは必須。有効な設定
値は 1 か 0。1 に設定されている場合、サーバ
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は非 select の SQL ステートメントの暗黙的な
コミットを実行しません。0 に設定されている場
合、サーバはコミットを実行します。

DB_UNTRIM

char データタイプのみ。1 に設定すると、後書
きブランクスペースやタブデータは削除されま
せん。デフォルトの 0 に設定すると、RDBMS
からの返り値に含まれるブランクスペースやタグ
データが削除されます。

getdisplay
この UNIX 専用のユーティリティは、ブローカまたはサーバに関連づけられるディスプレ
イデバイスを返します。

getdisplayの概要
getdisplay name
表 4.7 ： getdisplay オプション
パラメータ

説明

デフォルト値

name

表示デバイスを調べるサーバまたはブローカの名前。

なし

getdisplayの説明
ディスプレイデバイスを、name で指定されたサーバまたはブローカと対応付けるために
setdisplay を使用した場合、getdisplay はそのデバイスのデバイス名を返します。
これにより、起動時にサーバまたはブローカの出力をリダイレクトできるようになります。た
とえば、ウィンドウ/dev/ttyse でコマンド setdisplay superman を発行した場合、
次のように入力することによって、リモートコネクティビティサーバ(リモート画面)の出力を
そのウィンドウにリダイレクトできます。

start_server > `getdisplay superman`
ここで、start_server はサーバを起動するスクリプトです。いくつかの別のウィンドに
対して setdisplay superman を入力した場合、出力は最後にコマンドを入力したウ
ィンドウに送られます。1 つ以上のデバイスにサーバ出力をリダイレクトするように
/data/displays ファイルを編集した場合、getdisplay は両方のデバイスを返し
ます。
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サーバまたはブローカの環境ファイルで DCE_LOG の値を指定していない場合にのみ、
デバッグ情報がリダイレクトされます。

getplatform
getplatform は UNIX 専用のシェルスクリプトです。これは、サーバおよびクライアン
トのコンパイル時に使用するコンパイル用コマンドやライブラリのようなプラットフォーム固
有の文字列を返します。getplatform をハードコードされるコマンドに使うと
makefile をプラットフォームに依存しないようにできます。

getplatformの概要
getplatform [ld-cmd] | [ld] | [cc-cmd] | [cc] | [inc] | [lib] | [netlib] | [coblib]
| [libdir] | [adaplib] | [DB2LIBS] | [ORALIBS] | [SQLLIBS] | [-h] [-v]
表 4.8 ： getplatform オプション
フラグ

引数

説明

ld-cmd

ライブラリ検索パスを含むフルリンカコマンドを返します。

ld

基本的なリンカコマンドを返します。

cc-cmd

cc
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ファイル検索パスを含むフルコンパイラコマンドを返します。
注：これは、システム ANSI C です。
基本コンパイラコマンドを返します。
注：これは、システム ANSI C です。

inc

ファイル検索パスを含む戻り値。

lib

基本ライブラリ検索パスとライブラリを返します。

netlib

ネットワークライブラリを返します。

coblib

COBOL ライブラリと C ライブラリを返します。

libdir

ライブラリパスを返します。

adaplib

TP サーバのライブラリを返します。

-h

短いヘルプメッセージを生成して終了します。ユーティリティを
実行しません。

-v

ユーティリティのバージョン番号を示す短いメッセージを生成し
て終了します。
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getplatformの説明
検索する文字列を調べるために、getplatform は、まず MACHTYPE という環境変数
を探します。MACHTYPE が設定されていないと、スクリプトは、コマンド uname を使用し
て、スクリプトが実行されているプラットフォームを判断します。次の表に、プラットフォーム
に依存する MACHTYPE の設定方法を示します。
表 4.9 ： machtype の設定
使用するプラットフォーム

設定する MACHTYPE の値

HP-UX

hp800 / ia64

AIX

aix

SUN Sparc, Solaris

solaris

Linux

redhat4

全ての Nextra ユーティリティでは ODEDIR を設定しなければなりません。これは、
Nextra インストレーション・ディレクトリの tcp サブディレクトリを指します。UNIX プラッ
トフォームでは、デバッガによって確認されるバイナリを生成するには、環境変数
DEBUG=1 を設定し、コンパイラコマンドに適切なフラグを付けます。

getplatformスクリプトの修正
システムライブラリがデフォルト位置にないか、あるいは何らかの理由によりコンパイラオ
プションとライブラリを追加、または変更する必要がある場合、getplatform スクリプト
を修正します。スクリプトに変更を加える前に、スクリプトのバックアップを必ず作成してく
ださい。
スクリプトは、$ODEDIR/bin ディレクトリにあります。エディタでスクリプトを開き、プラット
フォームを参照する長い case 文を見つけてください。case 文は、次のようなものです。
case "${MACHTYPE}" in
“U6000”)
CFLAGS="..."
DEBUG="..."
CC="..."
INC="..."
LIB="..."
NETLIB="..."
LD="..."
"hp800")
...
...
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プラットフォームに対する case 文で、修正する値を見つけます。その値を変更し保存し
ます。スクリプトのロジックを修正してはいけません。
たとえば、コンパイルを試み、ライブラリの位置が指定されていないことが分かったら、ま
ず、そのライブラリの場所を調べる必要があります。位置が分かったら、getplatform
スクリプトのバックアップコピーを作成してください。その後、特定のプラットフォームの
LIB= case の値に、指定されていなかったライブラリの位置を追加してください。

getplatformの使用例

#################################################
## Makefile for the "server" functionality server
#
# This file was generated by TPMake version 2.1
#
# If you have a special compiler, or special options
# to compile ANSI files, change $ODEDIR/bin/getplatform.
# (e.g. CC = cc -Aa -D_HPUX_SOURCE)
# `getplatform` is a shell utility used for portability.
# Refer to the documentation for details.
#
# If you have other object files, add them to the
# OBJS variable, and add targets at the end of the file.
##################################################
CC = `getplatform cc`
DBMSLIBS = `getplatform ORALIBS` `getplatform SYBLIBS`
LIBS = `getplatform libdir` $(DBMSLIBS) `getplatform
adaplib` `getplatform lib`
INCL = `getplatform inc`
OBJS = server.o server_s.o checking.o savings.o transac.o
server: $(OBJS)
$(CC) -o server $(OBJS) $(LIBS)
server.o: server.c
$(CC) -c server.c $(INCL)
server_s.o: server_s.c
$(CC) -c server_s.c $(INCL)
server_s.c: server.def
RPCMake -d server.def -s c -y -i server:server_init -e
server:server_end
checking.o: checking.c
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$(CC) -c checking.c $(INCL)
savings.o: savings.c
$(CC) -c savings.c $(INCL)
transac.o: transac.c
$(CC) -c transac.c $(INCL)
realclean:
rm -f *.o server server_s.c checking.c savings.c
touch *.qfile server.res
clean:
rm -f *.o server server_s.c

外部の関連事項

プラットフォームに依存するもの
スクリプトを修正して、追加のプラットフォームを受け入れることも、既存のプラットフォーム
のオプションを変更することもできます。値を変更し、1 つのサーバだけでなく、システム
全体に適用される値を追加する必要がなければ、スクリプトを修正しないでください。

killer
プロセス名を指定してプロセスを停止します。

killerの概要
killer [-a | -u uid] [-f] [-s #] [-q] [-t] [-v] [-h][-r pid] string1 [...stringN]
表 4.10： killer のオプション
フラグ

説明

デフォルト値

-a

全てのユーザのプロセスから選択します。(UNIX
のみ)

なし

-u uid

ユーザ uid のプロセスから選択します。(UNIX の
み)

なし

-f

SIGKILL (signal 9)を送ることによって、プロセス
を停止させます。 (UNIX のみ)

なし
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-s #

SIGINT の代わりに signal #を送ります。(UNIX
のみ)

-q

Quiet の略。出力を表示しないように killer に命令
なし
します。(UNIX のみ)

-t

killer が 3 文字以下のパターンを受け付けるように
なし
します。(UNIX のみ)

-v

バージョン情報を表示して終了します。

-h

ヘルプメッセージを表示して終了します。(UNIX の
なし
み)

-r pid

プロセス pid とそのファミリーを再帰的に停止しま
す。ここで、100 < pid < 32768。 (UNIX のみ)

なし

string1 ...
stringn

名前に strings を含む各プロセスを停止します。

なし

9

なし

UNIX では、一連の文字列を指定することができます。Windows では、指定できるのは
1 つの文字列だけです。UNIX では、-t オプションが指定されないかぎり、文字列は最
低 3 文字でなければなりません。

killerの説明
killer は、サーバプロセスを終了させるのに役立ちます。killer が、クライアントま
たはサーバなどのプロセスによって呼び出された場合は、それを呼び出したプロセスを
停止することはできません。

UNIX
UNIX では、killer は次のように stringn に関連する全ての実行プロセスを停止し
ます。このコマンドの起動ユーザがオーナとなっている全てのプロセスのステータスを(コ
マンド ps によって)取得します。それから、プロセスステータスレポートの COMMAND フィ
ールドの中で、コマンドラインで指定された文字列を検索します。プロセスの COMMAND
フィールドに一致する文字列がある場合は、そのプロセスは停止されます。 killer は、
ステータスコマンドによって返されるリストと同じ形式で、停止したプロセスのリストを返しま
す。

Windows
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Windows では、killer は string で指定されたプロセスを次のように終了させます。
Microsoft が提供する Windows タスクマネージャからプロセスステータスを取得しま
す。一致するものがある場合、プロセスが停止されることを確認できます。

logtail
logtail は、ログファイルの終わりを調べ表示します。ログファイルはサイクリック
（cyclic）なので、指定されたサイズを超えると先頭から上書きをします。このため、ファ
イルのフィジカルエンドとロジカルエンドが一致しない場合があります。この場合、UNIX
ユーティリティの tail ではログの最後を正しく表示できません。

logtailの概要
logtail [-num] logfile [-v] [-h]
表 4.11 ：

logtail コマンドのオプション

フラグ

説明

デフォルト値

-num

エンドオブファイルを表示する前の行数。

10

logfile

表示する Nextra ログファイルの名前。

なし

-h

ヘルプメッセージを表示して終了します。

なし

-v

ユーティリティのバージョン情報を表示して終了します。 なし

logtailの説明
logfile に「|」を指定すると、ログは STDIN から入力を受け取り、この例のように入力
を logtail にリダイレクトすることができます。

cat broker.log | logtail -5 （UNIX の場合）
この場合、logtail は cat コマンドによって返された最後の 5 行を出力します。フィル
タスクリプトの出力を読む場合に、このオプションが役に立ちます。

参照
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「ログファイル」「環境ファイル」『トラブルシューティングガイド』の「ログファイルの使用方
法」

memdump
サーバプロセスに於ける動的メモリの使用状況をファイルに書き出します。

memdumpの概要
memdump host port on|off [-v] [-h]
表 4.12 ：

memdump コマンドのオプション

フラグ

説明

デフォルト値

host

ターゲットサービスが起動している host 名。

なし

port

ターゲットサービスが起動している port 番号。

なし

-h

ヘルプメッセージを表示して終了します。

なし

-v

ユーティリティのバージョン情報を表示して終了します。 なし

memdumpの説明
memdump よりリクエストを受けたサービスは、<threadid>.mem のファイルにメモリー
情報を出力します。 broker、appmagt、ammon、それに C 言語で記述されたサーバ
プログラムに対し要求可能です。

ora_start
ora_start は Oracle 用 DB アクセス・サーバユーティリティです。

ora_startの概要
ora_start -q query_file -d db_name -e env_file [-s interface] [-h] [-v]
表 4.13 ： ora_start コマンドのオプション
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フラグ

説明

-q query_file

サーバの IDL ファイルを RPCMake が生成するた
なし
めに入力として使われた SQL ファイルの名前。

-d db_name

サーバがアクセスする DB 名。

なし

-e env_file

環境ファイル名。

なし

-s interface

デフォルト値

オプション。このオプションは、起動する DB アクセ
ス・サーバのインタフェース名を示します。(サーバの
IDL ファイルに定義されているものと同じ) ただし、こ
のオプションを使わない場合は、インタフェース名を
SQL ファイルに指定しなければなりません。代わり
に、サーバの環境ファイルに
DCE_SERVERNAME を設定することもできます。
環境ファイル
コマンドラインオプションと補助ファイルの両方で指
中の指定のと
定された場合は、コマンドラインオプションが補助フ
おり
ァイルの指定に優先します。
IDL ファイルがバリアブル・ネームド・サーバ名を含
む場合は、コマンドライン引数は任意でよいが、全て
のインタフェースでユニークであり、クライアントプロ
グラムやエンドユーザにとって既知のものでなけれ
ばなりません。

-h

オプション。ユーティリティを実行する代わりに、短い
なし
ヘルプメッセージを生成する。

-v

オプション。ユーティリティのバージョンを示す短いメ
なし
ッセージを生成して、終了する。

ora_startの説明
ora_start は起動時に、次の処理を行います。
•
•
•

ユーティリティは SQL ファイルを解読します。
それがデディケイテッド・サーバでない場合、起動ユーティリティは DB マネージャへ
のログインを初期化します。
最後に、ユーティリティは DB アクセス・サーバとして、ブローカに登録され、クライアン
ト要求を待ちます。

以下の条件のいずれかに該当する場合、DB アクセス・サーバは正しい使用法を示すエ
ラーメッセージを表示し、終了します。
•
•

必要なコマンドライン引数が 1 つ以上不足している。
指定した環境ファイルが存在しないか、またはシンタックスエラーを含んでいるか、読
み込めない 。
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•
•
•
•

指定した SQL ファイルが存在しないか、Nextra 互換でないか、読み込めない。
ブローカが見つからないか、ブローカにアクセスできない。またはサーバを登録できな
い。
サーバが DB に接続できない。
サーバ名が環境ファイル、コマンドラインまたは SQL ファイルで設定されていない。

デディケイテッドDBアクセス・サーバ（ora_start）
環境ファイル中で DCE_DEDICATED>0 に設定することによって、DB アクセス・サーバが
デディケイテッド・サーバとして起動されると、クライアントが RPC
sql_prepare_<interface>()を呼び出すまで、DB マネージャにログインしません。
一度この関数が呼び出されると、sql_prepare_<interface>()が正常終了するま
で、サーバは他の RPC を受け付けません。代わりに、
sql_prepare_<interface>()以外の呼び出しが初めに行われると、DB アクセス・
サーバは環境変数 DB_PWD と DB_LOGIN で指定されたデフォルト値を使用して、DB
にログインします。これらの変数が見つからない場合、サーバは DB に接続できません。
sql_prepare_<interface>()が正常に実行された後は、デディケイテッド・インス
タンス（専有プロセス）に対するクライアントは、
sql_set_max_rows_<interface>()を呼び出し、呼び出しごとに返される DB 行
の最大数を設定することができます。
デディケイテッドでない ora_start のクライアントが
sql_prepare_<interface>()または sql_set_max_rows_<interface>()
を呼び出すと、DB アクセス・サーバは関数を実行しないで DBNOCURSORS エラーコード
を返します。しかし、サーバは、環境変数 DB_PWD および DB_LOGIN で指定されたデ
フォルト値を使用して、指定された DB に接続します。
デディケイテッドでないサーバは、各 SQL の実行ごとに、全ての選択したデータを呼び
出して元のクライアントに返し、SQL 完了後に DB カーソルをクローズします。
デディケイテッド・サーバは、全ての行数か sql_set_max_rows_<interface>()
で設定された行数の、どちらか小さい方の行数を返します。返すべき行が残る場合は、
デディケイテッド・サーバはカーソルをオープンしたまま保ち、次の関数が同じ SQL であ
る場合は、列の次のセットを返します。異なる関数を呼び出した場合は、全てのカーソル
がクローズされ、新しいカーソルが新しい SQL のためにオープンされます。
デディケイテッド・サーバでは、DB_NOCOMMIT も設定しなければなりません。1 に設定
すると、デディケイテッド DB アクセス・サーバは、非 select の SQL ステートメントで暗
黙的なコミットを実行しません。
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ora_startの戻り値
ora_start サーバによってどの関数を呼び出しても、試行のステータスを示す値が返
されます。値は正または負の整数です。

表 4.14 ： ora_start の戻り値
値

>= 0
-1000000 <
errnum <-1

意味
関数呼び出しは成功しました。返された数字は、関数によって選
択、挿入または更新された DB の行数。
DB マネージャ内部で発生したエラーのために、関数呼び出し
は失敗しました。戻り値は、Oracle 固有のエラー番号になりま
す。エラーの意味については、Oracle のドキュメント参照。
DB マネージャ以外で発生したエラーのために、関数呼び出し

<= -1000000 は失敗しました。クライアントからは、発生したエラーを調べるの
に、dce_errnum()または dce_errstr()を呼び出します。

複数のora_startサーバ
ora_start の複数インスタンスを同時に実行することができます。同一の引数で
ora_start が何回か呼び出されると、同じサーバのいくつかのインスタンスが起動され
ます。
並列バリアブル・ネームド・サーバ（Variable named server）とは、ora_start が
異なるサーバ（インタフェース）名と DB 名を使って起動されたものを示します。
デディケイテッド・サーバと複数並列サーバの詳細については、『運用／設定ガイド』を参
照してください。

外部の関連事項

環境ファイル
環境ファイルの作成については、「環境ファイル」を参照してください。
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SQLファイル
ora_start コマンドラインで指定する SQL ファイルは、「SQL ファイル」で説明されてい
る仕様に合うようにしてください。

Oracleのためのユーザの設定
Oracle でユーザを作成するときは、明示的にログインしなければならない「DB ユーザ」
としてそれらを識別しなければなりません。ora_start は、Oracle の「システムユー
ザ」をサポートしていません。

Oracle環境変数
Oracle では、次の環境変数が必要です。
表 4.15 ：

ora_start で使用できる環境変数

変数と設定値

意味

ORACLE_SID=database

データベースの名前。

ORACLE_HOME=dir

Oracle をインストールしたディレクトリ。

DB_LOGIN=user_name

Oracle に登録されたユーザの名前。

DB_PWD=password

DB_LOGIN 変数に関連付けられたパスワード。

DB_NOCOMMIT

デディケイテッド・サーバでは必須。有効な設定値は 1
か 0。1 に設定されている場合、サーバは非 select の
SQL ステートメントの暗黙的なコミットを実行しない。0
に設定されている場合、サーバはコミットを実行しま
す。

DB_UNTRIM

char データタイプのみ。1 に設定すると、後書きブラン
クスペースやタブデータは削除されません。デフォルト
の 0 に設定すると、RDBMS からの帰り値に含まれる
ブランクスペースやタグデータが削除されます。

rpcdebug
RPCDebug を使用すると、rpctest の CLI（Command Line Interface）が提供
するサービスに対する、グラフィカルアクセスが可能になります。RPCDebug は、テストの
目的で、サービスに対するユニバーサルなクライアントとして機能します。
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RPCDebugの概要
rpcdebug [-e env_file] [-t x]
表 4.16 ：

RPCDebug のオプション

フラグ

説明

デフォルト値

-e env_file

Nextra では、使用する環境ファイル名を指定します。
指定しないと、ファイル選択のウィンドウがポップアップ なし
表示されます。

-t / -time

RPCDebug がタイムアウトするまでの時間を秒数で指
定します。

15

RPCDebugの説明
RPCDebug は、IDL ファイルを解読し、利用可能な関数を識別します。それにより、ユー
ザは次の処理を実行できます。
•
•
•
•

テストする関数の選択
関数への引数の引き渡し
関数の実行
直接結果を調べる

あらゆる Nextra アプリケーションについて、ブローカとサーバは、RPCDebug を起動
する前に実行されていなければなりません。RPCDebug からは、どちらも自動的に起動
されません。

RPCDebug使用時の外部の関連事項
すでに説明したように、RPCDebug が正しく動作するには、ブローカとサーバをあらかじ
め起動させておくことが必要です。ユーザに代わって、RPCDebug がこれらのインスタン
スを起動することはありません。RPCDebug に対して、環境ファイル名を指定する必要が
あります。コマンドライン引数に指定しないと、入力が促されます。
RPCDebug は、interface_c.pl という、テストするサーバプログラムが使用した IDL
ファイルから作成される Perl クライアント・スタブを使用します。このスタブが見つからな
い場合、または、スタブが指定された IDL ファイルより古い場合、ダイアログボックスが表
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示されて、新しいスタブを生成するかどうか聞いてきます。yes と入力すると、新しいスタ
ブの生成を試み、「RPCDebug Messages」ウィンドウで結果を表示します。

RPCDebugファイルの依存性
RPCDebug を実行する際には、次のファイルが ODEDIR インストレーション・ディレクトリ
に必要です。

bin/rpcdebug
bin/parseinfo
bin/rpctest
lib/rpcerror.pl
lib/rpcparse.pl
lib/rpcfuncs.pl
RPCDebug GUI
RPCDebug を実行すると、次のようなデバッグウィンドウが表示されます。
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図 4.2 ： RPCDebug メインウィンドウ
このウィンドウが表示されたら、「環境ファイル」ボタン、それに続き「定義ファイル」ボタン
をクリックしてファイル検索ウィンドウを表示し、クライアントをテストするベースとなる IDL
ファイル(.def)を選択します。それから、「RPC Functions」ウィンドウの関数名をクリ
ックして、テストしたい関数を選択します。入力ウィンドウで、テストする関数に送る値を入
力します。「実行」ボタンをクリックして関数を実行します。「実行」ボタンをクリックすると、
それは「キャンセル」ボタンに変わります。RPC をキャンセルするために、いつでもクリック
することができます。
出力変数とその値が、出力ウィンドウに表示されます。結果をチェックし、クライアントが予
測どおりに動作していることを確認します。
別の関数をテストするために、「ファンクション」ウィンドウの該当関数をクリックし、最後の
3 つのステップを繰り返します。関数テストを終了したら、「終了」ボタンをクリックして
RPCDebug を終了します。
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「プロトタイプを表示する」
「プロトタイプを表示する」チェックボックスは、入力および出力パラメータのデータ型表示
のオン／オフを切り替えます。

RPCDebugの配列と改行の入力サポート
入力配列を指定するには、配列セパレータとしてカンマを使用してください。したがって、
配列[{hello} {marco}]を送るには、次のように指定しなければなりません。

input: hello,marco
つまり、入力文字列のカンマは全てセパレータと見なされます。
入力変数で改行を指定するには、\n を使用してください。

hello
marco
上記のように送りたい場合は、次のように入力します。

input hello\nmarco
これは配列およびスカラ値の両方に作用します。

RPCDebugのエラー処理
RPC 中にタイムアウト以外のエラーがいつ発生しても、RPCDebug はポップアップメッセ
ージボックスを表示します。 このボックスは、関数 dce_errstr()が返すエラーメッセ
ージを表示します。

rpcdev
RPC Developer は、Nextra 統合開発環境であり、Nextra の全ての GUI 開発ユ
ーティリティーをここから使用することができます。

114

リファレンス

RPC Developerの概要
rpcdev
オプションはありません。

RPC Developerの説明
RPC Developer から RPCMake、SQLMake、TPMake、RPCDebug を使用できます
ので、それぞれの使用方法はそちらをご覧ください。

RPCDeveloperファイルの依存性
RPC Developer を実行するには、次のファイルが ODEDIR インストレーション・ディレ
クトリに必要です。また、JDK1.3.x 以上が必要になります。
bin/rpcdev(.exe)

rpcmake
RPCMake ユーティリティは、サーバ IDL ファイルの内容に基づき、指定したプログラミン
グ言語によって、クライアント・スタブとサーバ・スケルトンを生成します。

RPCMakeの概要
rpcmake -d file.def [-c language1] [-c language2 ...] [-s
language3] [-s language4 ...] [-i start_function] [-e
end_function] [-k] [-y] [-size size_file] [-p file.procs] [D output directory path] [-debug] [-h] [-v]
表 4.17 ： RPCMake のオプション
フラグ

説明

デフォルト値

-d file.def

サーバ IDL ファイル(.def)の名前。必須の要素です。 なし
ファイル名称は 25 文字を超えてはいけません。

-c language1,2

オプション。クライアント・スタブに使用するプログラミン なし
グ言語を指定します。有効な文字列は、pl または
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perl ， java, mfcobol, vb.net(VB.NET), cs
（C#.NET）, vb32 (Visual Basic), c++, c など。複数
のクライアント・スタブを同時に作成できます。-c オプシ
ョンを指定しないと、クライアント・スタブは作成されませ
ん。
-s language3,4

オプション。サーバ・スケルトンのために使用するプロ なし
グラミング言語を指定します。有効な文字列は、pl また
は perl，cobol, c または java。-s オプションを指定し
ないとサーバ・スケルトンは作成されません。

-i

オプション。サーバ起動時に呼び出す初期化関数の なし
名前。サーバがコマンドラインから呼び出されると、指
定した関数には、コマンドライン引数の数とその内容で
ある argc と argv が渡されます。この関数の呼び出し
はサーバ・スケルトンでコーディングされます。これは、
dce_setenv()の直後に実行します。指定した関数に
は、正常終了時は 1 が、エラー発生時は 0 が返されま
す。

start_function

-e end_function サーバ終了時に呼び出す終了関数の名前。 サーバ なし
が SIGINT を受け取るか、dce_set_exit()を呼び出す
と、この終了関数が呼び出されます。他のシグナルは
明示的に処理しなければなりません。指定した終了関
数は、引数を渡しません。この関数の呼び出しはサー
バ・スケルトンにコーディングされます。指定した関数
は、正常終了時は 1 を、エラー発生時は 0 を返しま
す。 サーバが初期化関数を持たなくても、終了関数を
持つことができます。サーバ停止時に、どのクライアン
トもサービスされていない場合は、終了関数は呼び出
されません。
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-k

オプション。サーバおよびクライアントのソースコードの なし
テンプレートを生成します。このフラグは必ず-c あるい
は-s オプションと共に使用してください。生成できる言
語は c あるいは c++のみで、それ以外の言語をスタブ
生成オプションで指定しても無視されます。クライアン
ト ・ ス ケ ル ト ン は 「 cclient.c 」 、 サ ー バ ・ ス ケ ル ト ン は
「file.c」とネーミングされます。 「file」には IDL ファイ
ルで指定した名前が入ります。コマンドラインでのみ実
行可能です。

-y

オプション。同じ言語の同じサーバについて、既存のス
タブを自動的に上書きします。

-size size_file

COBOL 使用時のみ指定。IDL ファイルで NULL タ なし
ーミネーテッド配列が宣言されている場合、COBOL
言語スタブ生成に使用する情報を含むファイル名で
す。

-p file.procs

リモートプロシージャファイル(.procs)の名前。Perl サ server.procs
ーバでのみ使用します。

リファレンス

output スタブ（Stub）・スケルトン（Skeleton）の出力ディレクト 現在のディレク
directory path リを指定します。
トリ
-D

-debug

オプション。RPCMake に詳細ステータス情報を表示 なし
させます。デフォルト設定は、警告、重要なメッセージ、
エラーのみの表示です。

-h

オプション。ユーティリティを実行する代わりに、短いヘ なし
ルプメッセージを表示します。他のコマンドラインオプ
ションは無視されます。

-v

オプション。ユーティリティのバージョン番号を表示して なし
終了します。他のコマンドラインオプションは無視され
ます。

RPCMakeの説明
RPCMake は IDL（定義）ファイル言語のコンパイラであり、複数の言語でクライアント・ス
タブおよびサーバ・スケルトンを生成することができます。コマンドラインに理解できない
オプションを見つけると、プログラムは 1 を返します。そうでなければ 0 を返します。

例外事項
COBOL サーバのためのスタブを生成する場合にのみ、-size size_file オプション
を使用してください。DB アクセス・サーバを使用する場合は、サーバ・スケルトンを作成
する必要はありません。DB アクセス・サーバ用スケルトンは、RDBMS 固有の起動ユーテ
ィリティ(「db2_start」 ，「ora_start」 ，「sql_start」を参照)で動的に作成され
るためです。

RPCMake出力ファイル
RPCMake は、生成するスタブ・スケルトンファイルを次のような名前にします。

interface_[c|s].ext
意味は次のとおりです。

表 4.18 ：

RPCMake 出力ファイルの拡張子の意味
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interface

IDL ファイル内の interface 句で指定されたインタフェース（サー
バ）名。

[c｜s]

スタブのタイプを示します。c はクライアント・スタブ、s はサーバ・スケ
ルトン。

ext

スタブ・スケルトンのプログラミング言語に合った拡張子です。(たとえ
ば、Delphi には pas、PowerBuilder には srf32、Perl には pl、C
言語には c、C++には cc、Visual Basic には vb32、MicroFocus
COBOL には cbl)

PowerBuilderの場合
それぞれの関数ごとに別のファイルを必要とする PowerBuilder は特殊なケースです。
PowerBuilder スタブファイルには、インタフェース名の最初の 5 文字に関数番号が
続き .srf32 拡張子が付けられます。
たとえば、IDL ファイルが 2 つの関数 sample を含んでいる場合、次の
PowerBuilder クライアント・スタブが生成されます。

sampl1.srf32 sampl2.sf32
RPCMake GUI
RPCMake は、コマンドラインでの実行の代わりに GUI を使って起動することもできます。
-d フラグが省略されると、ユーティリティは GUI モードで起動します。他のオプションは
無視されます。

概要
rpcmake
オプションなしで RPCMake を実行すると、次のウィンドウが表示されます。
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図 4.3 ： RPCMake の GUI 画面
ウィンドウの最初のフィールドに、サーバの IDL ファイルの名前を入力してください。
Perl を使用している場合は、ウィンドウの 2 番目のフィールドにプロシージャファイルの
名前を入力してください。COBOL を使用している場合は、ウィンドウの 3 番目のフィール
ドに COBOL サイズファイルの名前を入力してください。「クライアント」の下で 1 つ以上の
ボタンをクリックし、各言語を選択して、クライアント・スタブを生成してください。「サーバ」
の下で 1 つ以上のボタンをクリックし、希望する言語でサーバ・スケルトンを生成してくだ
さい。2 つ以上の言語を選択して、同時に複数のスタブ・スケルトンを生成することもでき
ます。
「ファイル名」というテキストボックスを使用して、パス名を入力してください(パターンマッ
チングのために、OS のワイルドカード文字を使用できます)。
ファイル名を確定するには、「開く」をクリックしてください。メインウィンドウに戻るには、「キ
ャンセル」をクリックしてください。

RPCMake「定義ファイル」ウィンドウ
「定義ファイル」ボタンまたは「Perl プロシージャファイル」ボタンをクリックすると、次のフ
ァイル検索ウィンドウが表示されます。
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図 4.4 ： 「定義ファイル」ウィンドウ

「ファイル名」というテキストボックスを使用して、パス名を入力してください。（パターンマッ
チングのために、OS のワイルドカード文字を使用できます。）
ファイル名を確定するには「開く」をクリックしてください。メインウィンドウに戻るには「キャ
ンセル」をクリックしてください。

RPCMakeエディタ
「編集」ボタンをクリックして、IDL ファイルなどのテキストファイルを編集するエディタを
RPCMake からオープンすることができます。
UNIX 環境では、オープンするエディタは vi です。Windows では、「編集」ボタンで「メ
モ帳」エディタがオープンされます。

ファイルを選択しない場合
「生成」ボタンをクリックしたときに、IDL ファイルが入力されていない
と、ウィンドウインタフェースはスタブの構築を試行しつづけます。その
結果、使用法エラーまたは「can't open file」エラーが発生しま
す。「終了」ボタンをクリックし、ユーティリティを終了して再起動してくだ
さい。
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外部の関連事項
RPCMakeのIDLファイル
入力として、RPCMake は IDL ファイル名を必要とします。ファイル名は 25 文字を超え
てはいけません。ファイルは特定の形式で作成しなければいけません。 詳細について
は、「IDL ファイル」を参照してください。

rpctest
rpctest は、Perl クライアント・スタブを使用してサーバをテストするために使用される
コマンドラインベースの Nextra ユーティリティです。Unix 上のみで使用できます。

rpctestの概要
rpctest [-e env_file] client_stub1
[client_stub2] .[client_stubN] [-h] [-v]
表 4.19 ： rpctest のオプション
フラグ

説明

-e env_file

Nextra 環境で、テスト時に使用される環境ファイル
名。

Client_stubN

Perl クライアント・スタブ名。複数のスタブが許され
ます。

-h

ユーティリティを実行する代わりにヘルプを表示しま
す。

-v

ユーティリティのバージョン番号を表示します。他の
フラグは無視されます。

デフォルト値

なし

rpctestの説明
rpctest は、引数として Perl で作成された 1 つ以上のクライアント・スタブ名をとり、
開発者がテスト用スタブで定義された関数にアクセスできるように Perl シェルを起動し
ます。また、rpctest は、ファイル dce_func.pl(ランタイムライブラリの Perl バー
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ジョン)で定義された Perl 関数と同様に、開発者はどの標準 Perl 関数でも実行でき
ます。起動時に rpctest が参照する環境ファイルを指定しなかった場合、rpctest
は使用する環境ファイルの名前の入力を促します。
ユーザが環境ファイルの名前を入力すると、rpctest はカレントディレクトリにあるクライ
アント・スタブを探します。(スタブの相対パス名だけが指定されている場合。それ以外の
場合は、フルパス名に従ってクライアント・スタブを検索します。)

rpctestインタフェース
プロンプトは RPCTEST>です。rpctest は、有効な Perl 文を全て受け付けます。コ
マンドの後にセミコロンは必要ありません。コマンドによって明示的に出力を指定しない
限り、画面には何も出力されません。
表 4.20 ： rpctest のコマンド
コマンド

効果

r

直前のコマンドを繰り返します。

!com

シェルコマンドを実行します。ここで com は OS に送られる
コマンドです。

show

直前の RPC の出力引数を全て表示します。

do "file"

require と同じ 。(下記参照)

require "file"

ユーザが、新しいファイル、つまりコマンドラインで指定され
なかったファイルから関数を取り込めるようにします。ファイ
ルに、ライブラリの不適切なバージョンを使用したスタブが
含まれている場合は、エラーを出力します。

rpctestと複数のクライアント・スタブ
必要なだけ、Perl クライアント・スタブを使用できます。コマンドラインで指定しなかった
場合、起動後に次のコマンドを入力して使用できます。
do "client_stub"
環境変数をパス名の一部として使用して、rpctest にスタブまたはスクリプトを含める必
要がある場合は、セミコロンをコマンドの終わりに付ける必要があります。
do "$ENV{'MY_VARIABLE'}/my_perlfile.pl";
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RPCの実行
プロンプトで RPC を実行するには、次の形式で入力します。
rpctest> $ret = &name_of_RPC(in_val,in_val,...,*out_val,*...)
入力配列を使用する関数をテストするときは、シンタックスはわずかに異なっています。
以下の定義を含む IDL ファイルについて考えます。
interface foo {
int the_func (
[in] int a，
[in] int b[a]，
[out] int c[a]);
}
この関数をテストするときは、次のシンタックスを使用して「b」配列を置きます。
rpctest > $a = 3;
rpctest > @b = (23,44,55);
次に、関数を実行してください。
rpctest > $rv = &the_func($a,*b,*c);
最後に、結果をチェックしてください。
rpctest> show

結果の表示
RPC の結果を調べるには、次のように入力します。
print "return code = $ret\n"
show
rpctest を使用して RPC を実行した後、エラーをチェックするために dce_error()
を使用する場合、次のように入力します。
RPCTEST>$msg=" "x250
RCPTEST>$rv=&dce_error($msg)
RPCTEST>print "$msg\n"
ODE ERROR: <0> No error detected
RPCTEST>
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バリアブル・ネームド・サーバとrpctest
rpctest は、サーバにアクセスするために Perl クライアント・スタブを使用します。そ
のスタブが可変インタフェース名を含む IDL ファイルから生成された場合、rpctest は
バリアブル・ネームド・サーバをテストすることができます。 rpctest から呼び出す各
RPC の最初の引数として、サーバ名を追加します。たとえば、「NEdata」というバリアブ
ル・ネームド・サーバの get_address 関数が、電話番号をインプットとして名前と住所
を返す場合、rpctest 関数呼び出しは次のようになります。
rpctest> $rv=&get_address("NEdata", "6175620900", *name,
*address)

UNIXシェルコマンドとrpctest
UNIX 環境の rpctest プロンプトで、!で始まるあらゆるコマンドは、シェルシステムコ
ールとして実行されます。rpctest から、ls -l *.env および cat server.def
| grep my_function のようにコマンドを実行することができます。

例
スタブを作成した IDL ファイルによって、関数テストのためのシンタックスが決定されるの
で、テストする各関数の戻り値だけでなく、入力と出力を知っていなければなりません。関
数は以下のシンタックスに従って rpctest から呼び出さなければなりません。
$rv=&func_name([input1,input2,...] [*output1,*output2,...])

表 4.21 ： 例文の説明
フィールド

説明

$rv

関数の戻り値を受け取る変数。この場合は整数。スカラには$を使用しま
す。詳細については Perl のマニュアル参照。

&

func_name

関数を呼び出していることを示します。
呼び出している関数名。たとえば get_company。

func_name に最初の入力として渡される値。リテラル文字列(例、

input1

output1
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81353337480 など)が最もよく使われます。入力値の数は関数が必要と
する入力の数に等しくなければなりません。入力配列は、全ての出力変
数と同様、アスタリスク(*)で始めます。

func_name の最初の出力を受け取る変数。変数の名前はダミーなので、
どのような名前でも構いません。重要なのは出力の順番のみです。(つま
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り、最初の出力は最初の変数に、2 番目の出力は 2 番目の変数に入りま
す。) アスタリスク(*)は出力引数に必要な Perl シンボルです。出力変数
の数は、出力値の数と一致しなくても構いませんが、変数が少ないと全部
のデータを受け取れなくなります。

関数が必要とする入力と出力が分からない場合は、テストする関数を見つけるために
server.def ファイルを表示することによって調べることができます。

例
custdbs サーバの get_company()をテストする場合は、vi，cat または more を
使って custdbs.def を表示します。それから、次のようなサブルーチン
get_company()を見つけます。
int get_company(
[in] char phone[],
[out] char company_name[][],
[out] char caddr[],
[out] char city[][],
[out] char state[][],
[out] char czip[][]);
この場合、関数は 1 つの入力と 5 つの出力を持ちます。IDL ファイルの詳細について
は、「インタフェース定義（IDL）ファイル」を参照してください。
rpctest プロンプトから呼び出すには、次のコマンドを入力してください。
&get_company("81353337480",*a,*b,*c,*d,*e)
この例は、Inspire International の電話番号を送ります。関数が適切に動作し
ているのならば、戻り値は Inspire International の名前、住所、市、国名および
郵便番号になります。print コマンドで戻り値の内容を見ることができます。
for ($i = 0; $i <= $#a; $i++) {print "$a[$i]\n";}
上記のコマンドは、NULL ターミネーテッドを含む配列値で動作します。スカラまたは文字
列のためには、次のようになります。
print "$a\n";
print の詳細については、Perl のマニュアルを参照してください。
Nextra 追加コマンドの show を使用して、次のように入力すると、直前の RPC の結果
を表示することもできます。
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show
標準シェルに戻るには、次のように入力します。
exit

Perlについての注意
Perl は、さまざまなシステム上で実行されるインタプリタ言語です。Perl に関心がある
場合は、UseNet newsgroup の「comp.lang.perl」が良い情報源になります。

sqlmake
SQLMake ユーティリティは、RDBMS にアクセスするサーバ（DB アクセス・サーバ）にアク
セスするクライアント・スタブ構築を助けます。Nextra 準拠に修正された ANSI SQL ス
テートメントを含むファイルから IDL ファイルを生成し、続いてクライアント・スタブを生成
します。

SQLMakeの概要
sqlmake -q query_file [-s [`$]server_name[`]] [-c lang1] [-c lang2 ...] [-y] [-h] [-v]
表 4.22 ： SQLMake コマンドのオプション
フラグ

説明

デフォルト値

-q query_file

サーバの IDL ファイルを生成するために
SQLMake に入力された SQL ファイル名。

なし

-s server_name
または

-s
'$var_name'

オプション。SQL ファイルにインタフェース名を指
定しなかった場合は、ここで指定しなければなりま
せん。server_name は 25 文字を超えてはいけま
せん。
1 つ以上の異なるインタフェース名を SQL ファイル SQL ファイル
に指定する場合、コマンドラインオプションは接頭 中の指定に従
語をとります。可変名を使用する場合は、$記号で います。
始めて引数をシングルクォートで囲みます。
同一のサーバを複数起動する方法の詳細につい
ては、『運用／設定ガイド』の「バリアブル・ネーム
ド・サーバの概要」参照。

-c lang
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定します。指定した言語と同じ数のクライアント・スタ しません。
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ブを生成することができます。サポート言語につい
ては、RPCMake を参照。
-l log_file

オプション。全ての通知およびエラーメッセージが
書き込まれるログファイルの名前。

-y

オプション。既存の IDL ファイルやスタブが、新し
い IDL ファイルまたはスタブに上書きされるときに
通常行われるプロンプト表示を行いません。GUI なし
を呼び出した場合は、プロンプトは表示されませ
ん。

-h

オプション。短いヘルプメッセージを表示します。
他のコマンドラインオプションは無視されます。

-v

オプション。ユーティリティのバージョン番号を表示
します。他のコマンドラインオプションは無視されま
す。

なし

SQLMakeの説明
SQLMake は、Nextra 準拠の ANSI-SQL のファイルを処理し、IDL ファイルを生成し
ます。SQLMake は、標準 IDL 型のサブセットをサポートし、サポートする SQL '92 エ
ントリレベルのデータ型をその IDL のデータ型にマップします。表 3.3 は、これらのデ
ータ型の対応を示しています。 また、クライアント・スタブを生成するために、RPCMake
に言語パラメータを渡すことができます。クライアント・スタブが生成されない場合は、
SQLMake で作成された IDL（.def）ファイルは、必要なクライアント・スタブを生成する
ために、RPCMake への入力として渡されます。
注： DB アクセス・サーバの起動ユーティリティ(たとえば、sql_start，ora_start
など)は、SQL ファイルを動的に読み込み、サーバ・スケルトンを動的に生成する機能を
持つ DB アクセス・サーバプログラムであるため、SQLMake でサーバ・スケルトンを生成
する必要はありません。DB アクセスサーバを起動するには、RDBMS 固有の起動ユーテ
ィリティ(「db2_start」 ，「ora_start」 ，「sql_start」を参照)をご利用ください。

SQLMake出力ファイル
SQLMake はクライアント・スタブ、IDL（定義）ファイルおよびその他の生成したファイル
に、以下のように名前を付けます。

server_name.def
server_name _c.lang
server_name.h [C 言語のスタブが生成される場合のみ]
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表 4.24 に意味を示します。

表 4.23 ： SQLMake 出力ファイル

server_name

コマンドラインで-s オプションの後に指定された名前。

lang

スタブ言語(たとえば、pl，vb32，c など)の省略形。PowerBuilder スタ
ブは、異なる表記に従います。つまり、サーバ名の最初の 5 文字と、1
から 999 までの整数、そして拡張子.srf32 が続きます。(たとえば
cserv25.srf32)

SQLMake GUI
SQLMake は、GUI の形式でも呼び出すこともできます。sqlmake とコマンドラインでタ
イプすると、SQLMake は GUI モードで自動的にオープンされます。

概要
sqlmake
GUI で SQLMake を実行すると次のウィンドウが表示されます。
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図 4.5 ： SQLMake の GUI 画面
SQLMake は、2 つ以上のクライアント・スタブ、つまり必要なプログラミング言語ごとにス
タブを生成できます。ボタンをクリックして言語のスタブを追加したり、以前選ばれたスタ
ブを取り消したりしてください。

言語オプション
「SQL ファイル」フィールドで、コードを生成する SQL ファイル名を入力してください。「サ
ーバ名」フィールドには、生成される IDL ファイルの interface ステートメントにコピー
される名前を入力してください。SQL ファイル中に、適切に指定されたインタフェース名
があれば、自動的に「サーバ名」フィールドに名前が表示されます。正しいファイル名を
入力し、IDL およびスタブを生成する場合は、「生成」をクリックしてください。「終了」をク
リックするとユーティリティを終了します。

SQLMake「SQLファイル」パネル
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「SQL ファイル」ボタンをクリックすると、次のウィンドウが表示されます。

図 4.6 ： SQL ファイルの選択
SQL ファイルを選択し、「開く」をクリックして、選択したファイル名を確定してください。メイ
ンウィンドウに戻るには「キャンセル」をクリックします。

SQLMakeのエディタ
「編集」ボタンをクリックすると、SQLMake 内から、SQL ファイルなどのテキストファイルを
編集するエディタをオープンすることができます。Windows ではデフォルトエディタは「メ
モ帳」となっています。

外部の関連事項

SQLMakeのSQLファイル
SQLMake は、IDL ファイルを生成するための入力として、Nextra 準拠の SQL ファイ
ルを必要とします。詳細については「SQL ファイル」を参照してください。
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sql_start
sql_start は、Microsoft SQL サーバへの DB アクセス・サーバです。Windows
でのみ使用可能です。

sql_startの概要
sql_start -q query_file -d db_name -e env_file [-s interface] [-h] [-v]
表 4.24 ： sql_start コマンドのオプション
フラグ

説明

デフォルト値

-q query_file

サーバの IDL ファイルを SQLMake が生成するために なし
入力として使われた SQL ファイルの名前。

-d db_name

サーバがアクセスする DB 名。

-e env_file

環境ファイル名。

-s interface

オプション。このオプションは、起動するサーバのインタフ 環 境 フ ァ イ ル
ェース名を示します。(サーバの IDL ファイルに定義され 中の指定に従
ています。) ただし、このオプションを使わない場合、イン います。
タフェース名を SQL ファイルに指定しなければなりませ
ん 。 代 わ り に 、 サ ー バ の 環 境 フ ァ イ ル に
DCE_SERVERNAME を設定することもできます。コマ
ンドラインオプションと補助ファイルの両方で指定された
場合、コマンドラインオプションが補助ファイルの指定に優
先します。

なし

IDL ファイルがバリアブル・ネームド・サーバ（Variable
named server）名を含む場合は、コマンドライン引数は
任意でよいが、全てのインタフェースでユニークであり、
クライアントプログラムやエンドユーザにとって既知のも
のでなければなりません。
-bg

オプション。プロセスをバックグランドに送り、カレントセッ なし
ションを解放します。

-h

オプション。ヘルプを表示します。

-v

オプション。ユーティリティのバージョンを示すメッセージ なし
を表示します。

なし

sql_startの説明
sql_start は起動時に次の処理を行います。
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•
•
•

ユーティリティは SQL ファイルを解読する。
それがデディケイテッド・サーバでない場合、起動ユーティリティは DB マネージャへ
のログインを初期化する。
最後に、ユーティリティは DB アクセス・サーバとして、ブローカに登録され、クライアン
ト要求を待つ。

以下の条件のいずれかに該当する場合、ユーティリティは正しい使用法を示すエラーメ
ッセージを表示し、終了します。
•
•
•
•
•
•

必要なコマンドライン引数が 1 つ以上不足している。
指定した環境ファイルが存在しないか、またはシンタックスエラーを含んでいるか、読
み込めない。
指定した SQL ファイルが存在しないか、Nextra 互換でないか、読み込めない。
ブローカが見つからないか、ブローカにアクセスできない。またはサーバを登録できな
い。
サーバが DB に接続できない。(デディケイテッド・サーバでないインスタンスの場合。)
サーバ名が環境ファイル、コマンドラインまたは SQL ファイルで設定されていない。

デディケイテッドDBアクセス・サーバ（sql_start）
環境ファイル中で DCE_DEDICATED>0 に設定することによって、DB アクセス・サーバが
デディケイテッド・サーバとして起動されると、クライアントが RPC
sql_prepare_<interface>()を呼び出すまで、DB マネージャにログインしません。
一度この関数が呼び出されると、sql_prepare_<interface>()が正常終了するま
で、サーバは他の RPC を受け付けません。代わりに、
sql_prepare_<interface>()以外の初期呼び出しが行われると、DB アクセス・サ
ーバは環境変数 DB_PWD と DB_LOGIN で指定されたデフォルト値を使用して DB にロ
グインします。これらの変数が見つからない場合、サーバは DB に接続できません。
sql_prepare_<interface>()が正常に実行された後は、デディケイテッド・インス
タンスに対するクライアントは sql_set_max_rows_<interface>()を呼び出し、呼
び出しごとに返される DB 行の最大数を設定することができます。
デディケイテッドではない sql_start のクライアントが
sql_prepare_<interface>()または sql_set_max_rows_<interface>()
を呼び出すと、DB アクセス・サーバは関数を実行しないで DBNOCURSORS エラーコード
を返します。しかし、サーバは、環境変数 DB_PWD および DB_LOGIN で指定されたデ
フォルト値を使用して、指定された DB に接続します。
デディケイテッドではないサーバは、各 SQL の実行ごとに、全ての選択したデータを呼
び出して元のクライアントに返し、SQL が完了した後に DB カーソルをクローズします。
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デディケイテッド・サーバは、全ての行数か sql_set_max_rows_<interface>()
で設定された行数の、どちらか小さい方の行数を返します。返すべき行が残る場合は、
デディケイテッド・サーバはカーソルをオープンしたまま保ち、次の関数が同じ SQL であ
る場合は、列の次のセットを返します。異なる関数を呼び出した場合は、全てのカーソル
がクローズされ、新しいカーソルが新しい SQL のためにオープンされます。

sql_startの戻り値
sql_start サーバによってどの関数を呼び出しても、試行のステータスを示す値が返
されます。値は正または負の整数です。
表 4.25 ： sql_start の戻り値
値

意味

>= 0

関数呼び出しは成功しました。返された数字は、関数によって選
択、挿入、または更新された DB の行数です。

DB マネージャ内部で発生したエラーのために、関数呼び出しは
-1000000 < errnum 失敗しました。戻り値は、Microsoft SQL Server 固有のエラー番
<-1
号になります。エラーの意味については、Microsoft SQL Server
のドキュメントを参照。
<= -1000000

DB マネージャ以外で発生したエラーのために、関数呼び出しは
失敗しました。クライアントから発生したエラーを調べるためには、
dce_errnum()または dce_errstr()を呼び出してください。

複数のsql_startサーバ
sql_start の複数インスタンスを同時に実行することができます。同一の引数で
sql_start が複数呼び出されると、その回数分同じサーバのインスタンスが起動され
ます。
並列バリアブル・ネームド・サーバ（Variable named server）とは、sql_start が
異なるサーバ（インタフェース）名と DB 名を使って起動されたものを示します。
デディケイテッド・サーバと並列サーバの詳細については、『運用／設定ガイド』を参照し
てください。

リモートSQLサーバとの接続
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DSQUERY 環境変数が設定されていない、または空文字列が設定されている場合、
sql_start はローカルの Microsoft SQL サーバに接続します。sql_start がロ
ーカルではない Microsoft SQL サーバに接続するようにするには、DSQUERY 環境
変数を適切なサーバ名に設定しなければなりません。

Windows の DSQUERY
DSQUERY 環 境 変 数 は 、 Windows レ ジ ス ト リ
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQLServer
\
ClientConnectTo 中 ) の DSQUERY エ ン ト リ と 同 じ で は な い 点 に
注意してください。
レジストリのエントリは Microsoft SQL サーバによって直接使用されま
す。一方、環境変数は sql_start によってのみ使用されます。

外部の関連事項

環境ファイル
環境ファイルの作成については、「環境ファイル」を参照してください。

SQLファイル
sql_start コマンドラインで指定する SQL ファイルは「SQL ファイル」で説明されてい
る仕様に合うようにしてください。

Microsoft SQL Server環境変数
起動時に、SQL Server にログインするために、sql_start は次の変数を使用しま
す。
DB_LOGIN=name of database user
DB_PWD=database user's password

DSQUERY=name of remote SQL Server
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さらに、Microsoft SQL Server Net_Library と Open_Client DLL が PATH にあることを確
認してください。一般に、これらは SQL Server ホームディレクトリの DLL サブディレクトリ
にあります。

tpmake
TPMake は、トランザクション処理機能を持つトランザクション・サーバをインプリメントする
C コードを生成するために使用します。

TPMakeの概要
tpmake -s server_name [-f resource_file] [-l lang] [-E] [-M] [-y]
[-v] [-h]

表 4.26 ：
フラグ

説明

TPMake コマンドのオプション
デフォルト値

-s server_name 実行可能なトランザクションを含むサーバを示します。 なし
IDL ファイル中のインタフェース名と同じ名前にしてくだ
さい。server は 25 文字を超えてはいけません。
-f resource_file オプション。resource_file は、アクセスする DB にマッピン server.res
グする SQL ファイルを含むファイルの名前。このオプショ
ンを指定しないと、TPMake はファイルが server.res で
あるとみなします。
-l lang

オプション。lang はコードを生成する言語。(c だけが現 c
在サポートされています。)

-E

オプション。TPMake に、静的 SQL を生成するように要 なし
求します。デフォルトでは動的 SQL が生成されます。

-M

オプション。TPMake にサーバの makefile の生成を要 なし
求します。

-y

オプション。TPMake に、現在生成されたファイルと同じ なし
名前でファイルを上書きする場合に、プロンプトを表示さ
せません。

-v

オプション。ユーティリティのバージョン番号を示すメッセ なし
ージを表示して終了します。

-h

オプション。ヘルプを表示します。他のオプションは無視 なし
されます。
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TPMakeの説明
TPMake は、Nextra 準拠の ANSI-SQL ファイル、および特定の DB に SQL ファイル
をマッピングするリソースファイルを処理します。このユーティリティにより、リソースファイ
ルに記述された各 SQL ファイルに対応する C コードファイル、ヘッダファイル、RDBMS
にアクセスするカスタマイズされた C コードファイル、さらに(オプションで)サーバの実行
ファイルのコンパイルに使用する makefile を作成することができます。-E オプション
が指定されている場合、照会の準備、記述、実行のために、TPMake は ESQL（組み込
み SQL）/C 関数を含むファイルを生成します。 生成された makefile は、開発者が
記述する IDL ファイルからサーバ・スケルトンを作成するために RPCMake を呼び出しま
す。makefile を作成しない場合、この IDL ファイルを、サーバ・スケルトンを作成する
ときの RPCMake に対する入力として使用する必要があります。 TPMake により生成さ
れたサーバは、サポートされる全ての RDBMS を、RDBMS を超えてロールバックやコミット
を実行できる 1 つの仮想 RDBMS として扱います。.res ファイル内の全ての RDBMS が
同じ種類の RDBMS であれば、複数の DB で 2 フェーズ・コミット制御が可能です。これ
は、Oracle および SQL Server でサポートされます。このツールを使用する段階で
は、トランザクションレベルの関数はまだ定義されていないので、このユーティリティは
IDL ファイルを生成しません。TPMake により生成されたルーチンは、それぞれがトラン
ザクションを実行する SQL ステートメントのセットに対して、commit と abort 機能を持
つトランザクションレベル関数を構築するために使用されます。クライアントは、ステートメ
ントレベルの関数ではなく、トランザクションレベル関数を呼び出すので、これらのトラン
ザクションレベルの関数の入力と出力を IDL ファイルに定義する必要があります。したが
って、トランザクションコードと IDL ファイルを開発者が記述する必要があります。

COBOLでトランザクション・サーバを開発する場合
コマンド tpmk_cbl を使ってください。オプションは TPMake のものと同じです。詳細な
使用方法は『トランザクション制御ガイド』をご覧ください。

TPMake GUI
TPMake ユーティリティは GUI を持ち、コマンドラインフラグなしで tpmake と入力する
と起動できます。
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図 4.7 ： TPMake の GUI 画面

TPMakeの出力ファイル
TPMake は、SQL ファイルに対応する C コードファイルの名前を次のように付けます。
file.c
ここで、file は SQL ファイルの接頭語です。特定のサーバに対して TPMake が処理
する各 SQL ファイルは、対応する C コードファイルを生成します。
TPMake は、カスタマイズされた RDBMS アクセスの C コードを含むファイルに次のような
名前を付けます。
transac.c
TPMake は次のようにヘッダファイルの名前を付けます。
server_funcs.h
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ここで server は-s オプションの後に指定した名前です。TPMake は次のようにオプシ
ョンの makefile の名前を付けます。
Makefile
静的 SQL が使用されている場合、照会を実行しデータをフェッチするために、ハードコ
ード化された ESQL/C コードを含む特別のファイルが生成されます。
TPMake は、このファイルに次のような名前を付けます。
server_static.db_suffix
db_suffix は、Oracle では「.pc」、DB2 では「.sqc」、SQL Server では「.c」で
す。

外部の関連事項

TPMakeのためのNextra互換のSQLファイル
TPMake は SQLMake と同じシンタックスのファイルを必要とします。「SQL ファイル」を参
照してください。

TPMakeファイルの依存性
サーバをデディケイテッド・サーバとして使用する場合、開発者はスタブを作成する前に
2 つの関数を IDL ファイルに追加する必要があります。この関数は
sql_connect_<interface>()と sql_set_max_rows_<interface>()です。

TPMakeが生成する名前
生成された makefile は、開発者が作成したトランザクション関数がファイル
server.c にあり、開発者が記述した IDL ファイルが server.def という名前である
と仮定します。この条件が満たされないと、サーバのコンパイルが正常に実行できません。
また、IDL ファイルに指定するインタフェース名は server でなければなりません。そう
でない場合は、サーバをコンパイルするために、作成したスタブの名前を変更する必要
があります。
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第 5 章 Nextra API
この章では、Nextra で使用可能な API 関数について説明します。
Nextra/RPC ライブラリには多くの関数がありますが、主な関数は、スタブ・スケルトンの
中のみでデータ引き渡しや、その他の処理を行うためだけに使われるものです。この章
では、クライアントまたはサーバから呼び出される関数に限って説明します。
関数はアルファベット順に示します。
COBOL 言語ご利用のユーザは、これらの API 関数の代わりに、関数の後ろに"_ref"
を付けた関数をお使いください。たとえば、C 言語での API 関数が
"dce_log_str()"である場合には、COBOL 言語では"dce_log_str_ref()"とな
ります。

Nextra API使用上の注意

全ての言語について

RPC ライブラリ関数使用上の注意
クライアントコードは、他の dce_関数を呼び出す前に、
dce_setenv()を呼び出さなければなりませ。

C，C++
ヘッダファイル dceinc.h には、sql_connect_<interface>()，
sql_prepare_<interface>()，sql_set_max_rows_<interface>()を除く、
全ての Nextra/RPC ライブラリ関数のプロトタイプが含まれています。dceinc.h は、
全てのクライアントとサーバ・スケルトンコードに自動的にインクルードされます。Nextra
関数を呼び出す場合、新しいクライアントコードとサーバコードに dceinc.h をインクル
ードする必要があります。
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RPCMake が生成した interface.h ファイルには、
sql_connect_<interface>_()，sql_prepare_<interface>()，
sql_set_max_rows_()のプロトタイプが含まれています。

追加言語
COBOL
COBOL を使用する場合、通常は COBOL コードから C 関数を呼び出すだけです。デー
タ型を変換するには、「COBOL クライアント」または「COBOL サーバ」の表を参照してくだ
さい。また、「COBOL データ型にマッピングされた IDL データ型」が役に立ちます。
COBOL を使用する場合、STRING COBOL 命令、もしくは dce_null_terminate を
使用して、文字列を必ず NULL ターミネートしてください。
Nextra では、COBOL は long，short，int を区別しません。int は全て
unsigned32 とみなされます。これは、C 言語などにおける 4 バイト、COBOL 言語にお
ける pic s9(9)を意味します。void，float，double のデータ型はサポートされま
せん。

オブジェクト言語
オブジェクト言語に関しては、「オブジェクト言語用 API」の項目を参照してください。オ
ブジェクト言語にはメモリ関数がないこと、関数の名前も多少異なることなどに注意してく
ださい。さらに、Nextra 製品付属のサンプル（$ODEDIR/../samples）や Javadoc
（$ODEDIR/../docs/api）も参照してください。

dce_calloc()
void *dce_calloc(size_t nobj, size_t size)

サーバのみ
dce_calloc()は、nobj オブジェクトの配列に size で指定したバイトを割り当てま
す。割り当てられたメモリの各バイトは、0 に初期化されます。処理に失敗すると関数は
NULL を返します。
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dce_calloc()の引数と戻り値は、標準 C ライブラリの calloc()と同じです。
dce_calloc()をサーバコードで使用して、通常は calloc()で割り当てられる出力
オブジェクトのために、初期化されたメモリを割り当てなければなりません。サーバがメモ
リに出力値を割り当ててデータを入れた後、サーバ・スケルトンはメモリからデータを読ん
でクライアント・スタブに渡し、dce_release()を実行してサーバに割り当てられたメモ
リを解放します。
dce_*alloc（dce_calloc()，dce_malloc()，dce_realloc()）関数を使用せ
ずに NULL ターミネーテッドの値を渡すと、不定の値がクライアントに返されるか、サーバ
プラットフォームのメモリ不足が発生することがあります。
終端文字のために、可変長文字列(文字配列)の終わりに、追加バイトのスペースを割り
当てることが重要です。これは、ポインタに NULL ターミネーテッド配列を渡すといった、
同様の状況においても重要です。この場合、配列の終わりをマークするために、最後の
ポインタとして NULL ポインタがなければなりません。固定長以外のデータ型で作業する
ときには、必ず NULL ターミネート用に 1 バイト余分にメモリを割り当ててください。
クライアント・スタブがサーバ・スケルトンから受け取るメモリをデータに割り当てて、クライ
アントコードに使用できるようにするので、クライアントコード中で dce_calloc()を使用
してメモリを割り当てる必要はありません。

パラメータ

in/out

説明

nobj
Size

in

メモリが割り当てられるオブジェクト数。

in

上記で指定された各オブジェクトのバイト数。

戻り値

意味

NULL

要求は満たされませんでした。

メモリスペースへのポインタ

正常終了。

例
メモリ割り当て関数である dce_malloc()ファミリーの使用例については、
dce_malloc()の例を参照してください。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_calloc() , dce_free() ，dce_malloc() ，
dce_realloc() ，dce_release()
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標準 C ライブラリ関数：calloc()

dce_cancel_async()
int dce_cancel_async(char *RPCid)

非同期RPCクライアントのみ
dce_cancel_async() ( オブジェクトクライアントでは、cancel メソッド) API を
発行して非同期 RPC の処理を終了し、サーバに対する接続を切断します。
現在、この API は、UNIX 上のみで使用できます。
パラメータ

in/out

RPCid[36] in

説明
この RPCid に該当する非同期 RPC をキャンセルします。こ
の RPCid は、非同期 RPC コールの際の戻り値です。

戻り値

意味

-1

失敗しました。

0

成功しました。

dce_cancel_async() をデディケーテッド子プロセスに使用禁止
dce_cancel_async() API をデディケーテッド・サーバ子プロセスに対
して発行しないでください。

例

C
#include <stdio.h>
#include "dceinc.h"
#include "server.h"

142

リファレンス

main(){
char *RPCid;
..
RPCid = lower2upper("helloworld",&outstring,&lower2upper_Callback);
if (RPCid == NULL) {
/* Error handling */
exit(0);
}
..
rv = dce_cancel_async(RPCid);
if (rv == DCE_NOERROR) {
/* succeeded to cancel */
} else {
printf("Error to cancel with RPCid:<%s>\n", RPCid);
printf("RPC error message:<%s>\n", dce_errstr());
printf("RPC error num:<%d>\n", dce_errnum());
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, " Error to cancel with RPCid:\n",
RPCid);
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, " RPC error message:<%s>\n",
dce_errstr());
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, " RPC error num:<%d>\n",
dce_errnum());
exit(0);
}
..
dce_release();
exit (0);
}

Java
import com.inspire.rpc.client.*;
..
private void _lower2upper(String s1, String s2) {
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..
try{
CallBack callBack = new JavaClientCallBack();
_stub.lower2upper(s1, s2, callBack);
..
if ( callBack.cancel() ) {
if ( callback.isCanceled() {
System.out.println(“<succeeded to cancel>”);
Gateway.log.debug(“CallBack cancel”, “succeeded to cancel”);
}
}
} catch (NullPointerException e) {
e.printStackTrace();
Gateway.log.debug(“NullPointerException", e.getMessage() );
} catch (DceRPCTimeOutException e) {
Gateway.log.debug(DceRPCTimeOutException ", e.getMessage() );
} catch (DceConnectionResetByPeerException e) {
Gateway.log.debug(" DceConnectionResetByPeerException ",
e.getMessage() );
} catch (DceException e) {
Gateway.log.debug(“DceException", e.getMessage() );
}
..
}

参照
第 6 章 非同期 RPC

dce_clearerror()
void dce_clearerror(void)
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サーバのみ
この関数は、RPC ライブラリのグローバルエラーフラグをリセットします。これは、他のサー
バに対して行われた RPC から返されたエラーを無効にするために、サーバコード中で呼
び出します。これは通常、サーバを「騙して」エラーメッセージを無視させるために使用し
ます。
クライアントがサーバに対して RPC を発行し、サーバがその RPC を処理するために、他の
サーバに RPC をいくつか発行する状況を考えてみましょう。埋め込まれた RPC の最後の
ものが失敗した場合、サーバがクライアントにデータを返す準備ができたときに、グローバ
ルエラーフラグは設定されたままになります。サーバがエラーを検出すると、通常、エラー
コードだけを送り返して、無効な引数からライブラリを保護します。成功した RPC から既に
サーバが得た情報はクライアントに返されません。
dce_clearerror()関数は、失敗した RPC の影響を「取り消し」、成功した RPC によっ
て収集された全ての有効なデータを返す方法を提供します。
この関数を使用する場合は、必ず適切なエラーチェックを行ってください。最後の RPC が
失敗し、この関数でエラーフラグをリセットする場合、RPC の失敗のためにパラメータがエ
ラーになっていれば、それを有効な値に設定することも必要です。これは、失敗したどの
関数呼び出しにも使えますが、通常はクライアントに戻される信頼性のない引数をリセット
するときにのみ必要となります。RPC ライブラリは、有効なデータだけを送ることを期待しま
す。
この関数を用いる際には、RPC を完了させることよりも深刻な問題がないことを確認して
おく必要があります。

最後ではない RPC が失敗した場合
サーバは、他の RPC を呼び出そうとするたびにグローバルエラーフラ
グ を リ セ ッ ト し ま す 。 最 後 RPC が 成 功 し た 場 合 、
dce_clearerror()を呼び出す必要はありませんが、初期化されて
いない値をネットワークに送ろうとして発生するサーバクラッシュの発生
を防ぐために、失敗した RPC の引数を適切な値に設定しなければな
りません。
パラメータ

in/out

説明

なし
戻り値

意味

なし
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追加言語

例
C
この例では、3 つの RPC を連続して呼び出すサーバを示します。最後の RPC が失敗す
ると、サーバはそれが致命的エラーかどうかをチェックします。致命的エラーである場合、
エラー番号を設定して返します。致命的エラーではない場合、グローバルエラーフラグを
リセットして、失敗した RPC の関数のパラメータを有効な値に設定し、埋め込まれた RPC
が全て適切に実行されたわけではないことを示す戻り値とともに返します。
#include <dceinc.h>
/*
*ReportFromMultipleServices Makes three
*long data access RPCs and returns the collected data.
*
*Return Value:
* 0 - All RPCs failed
* 1 - RPC1 succeede
* 2 - RPC2 succeeded
* 3 - RPC1&2 succeeded
* 4 - RPC3 succeeded
* 5 - RPC1&3 succeeded
* 6 - RPC2&3 succeeded
* 7 - All RPCs succeeded
*/
int reportFromMultipleServices
(
char* Selector, /*[in] */
char** Result1, /*[out]*/
char** Result2, /*[out]*/
char** Result3, /*[out]*/
)
{
int rv = 0;
*Result1 = NULL;
*Result2 = NULL;
*Result3 = NULL;
CheckDB1(Selector,Result1);
if (dce_errnum())
{
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if (dce_err_is_fatal())
{
/* If there is a fatal error, we should
* not attempt to continue. No data will
* be returned from the RPC.
*/
return (0);
}
*Result1 = NULL;
}
else
rv=1;
/*
* The CheckDB2 RPC will automatically
clear any
* non-fatal errors set by CheckDB1
*/
CheckDB2(Selector,Result2);
if (dce_errnum())
(
if (dce_err_is_fatal())
{
return (0);
}
*Result2 = NULL;
}
else
rv=2;
/*
* TheCheckDB3 RPC will automatically clear any
* non-fatal errors set by CheckDB2
*/
CheckDB3(Selector Result3);
if (dce_errnum())
{
if (dce_err_is_fatal())
{
return (0);
}
*Result3 = NULL;
/*
* dce_clearerror() must be called if this
* RPC fails. Otherwise, the RPC runtime will
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* assume that the entire RPC failed and not
* return any data.
*/
dce_clearerror();
}
else
rv=4;
return(rv);
}

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()

dce_close_env()
int dce_close_env(void)

Windowsクライアントのみ
この関数は、RPC をそれ以上発行しないときに、アプリケーションで最後に呼び出さなけ
ればなりません。これにより、クライアントアプリケーションに関連づけられた DLL の全て
のリソースが解放されます。

警告
この関数を呼び出さないと、システムリソースが解放されませんので、ク
ライアントアプリケーションでは、必ず呼び出してください。

パラメータ
なし
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in/out

説明
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戻り値

意味

1

全てのリソースが正常に解放されました。

0

関数は失敗しました。

追加言語
PowerBuilder
FUNCTION dce_close_env() Library “librpc.dll”

Visual Basic
Declare Function dce_clsoe_env% Lib “librpc.dll”

例
C
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
void main()
{
int a, b;
int rv;
rv = dce_setenv("example.env",NULL,NULL);
if (rv != 1)
{
fprintf(stderr,"Failed to Set Environment\n");
exit(1);
}
/* We want to have keyboard/mouse access during RPC
*/
rv = dce_ignore_input(DCE_NOIGNORE);
a = 10;
b = 20;
/* Make RPC */
rv = c_add(a,b);
if ((rv != 30) || (dce_errnum() != 0) )
{
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fprintf(stderr, "RPC Failed: dce_errnum
= %d\n",dce_errnum());
/* Clean-up and exit */
rv = dce_close_env();
exit(1);
}
fprintf(stdout,"Success: RPC Returned = %d\n",rv);
/* Clean-up resources before program ends */
rv = dce_close_env();
/* done */

}

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_setenv（）

dce_dbgwrite()
void dce_dbgwrite(int dbglevel, char * fmt, ...)

サーバとクライアント
環境ファイルで指定される DCE_DEBUGLEVEL を dbglevel と同レベル以上、または
それ以上詳細に設定すると、dce_dbgwrite()はメッセージをログファイルに送ります。
dce_dbgwrite()を使用してログに書き込まれたメッセージは、内部 Nextra ライブラ
リ関数により自動的に作成されるログエントリに追加して含まれ、そのログエントリについ
て一貫した番号が付けられます。
dce_dbgwrite()が vfprintf()を呼び出すため、メッセージは標準の printf 形
式になります。%コードが最初で、その後、評価される追加変数が続く形式です。改行文
字\n がメッセージの終わりに自動的に加えられることに注意してください。
この関数が dbglevel=DCE_LOG_ERROR を指定して呼び出されると、コンポーネント
はエラーが見つかっているとみなします。ログファイル内のロギングレベルは、次に RPC
ライブラリがエラーレジスタをクリアするまでは、環境ファイル内に割り当てられた 2 番目
の値にジャンプします。
パラメータ
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説明
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dbglevel

fmt

戻り値

in

このレベル、またはこれ以上のレベルで、関連メッセージをログフ
ァイルに書き込むデバッグレベルを指定するシンボル定数。
dbglevel が既存のログレベルよりも等しいか、低い場合にだけ、
メッセージはログされます。指定できる値は
DCE_LOG_ERROR，DCE_LOG_WARNING，
DCE_LOG_DEBUG で、この順により詳細なログが書き込まれ
ます。環境ファイル中の同等のログレベルは DCE_LOG を前に
付けません。DCE_DEBUGLEVEL が DEBUG に設定されて
いれば、DCE_LOG_ERROR，DCE_LOG_WARNING，
DCE_LOG_DEBUG のタグが付いたメッセージだけがログファ
イルに書き込まれます。DCE_DEBUGLEVEL が ERROR に
設定されていると、DCE_ERROR のタグの付いたメッセージだ
けがログファイルに書き込まれます。DCE_DEBUGLEVEL が
NONE に設定されていると、Nextra ライブラリからのメッセージ
も含め、全てのメッセージがログファイルには書き込まれません。

in

ログファイルに書き込まれる printf 形式の文字列。メッセージの
最後に改行文字\n が追加されます。この関数に対する 1 回の
呼び出しでは、500 文字以上のデータを書き込めません。
C では、メッセージ文字列が十分短いことを確認するために、
"%.500s"シンタックスを使うことができます。通常の"%s"の代わり
に、このシンタックスを使います。ここで 500 は文字列が切り捨て
られる長さです。Nextra ランタイムライブラリは 500 文字より長
いメッセージを生成しないので、dce_errstr()に対する呼び出し
からの出力を書き込むときに、"%s"シンタックスを使うことができ
ます。 Perl では、"%-23s"シンタックスを使うことができます。ここ
で-23 は最初の 23 文字を、残りは正しいものとして出力すること
を意味します。
意味

なし

追加言語
COBOL
dce_dbgwrite()の代わりに、dce_log_str()を使用してください。

出力例
DCE_DEBUGLEVEL を DEBUG に設定すると、エラーが発生しなければ、次のコードがロ
グファイルに書き込まれます。
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Entering RPC...
RPC completed.
エラーが発生した場合、2 行目は Debug:の後に dce_error()が返したメッセージが
続くエラーメッセージに置き換えられます。

例
C
#include <stdlib.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
char *err_str;
err_str = (char *) malloc(250);
/* Call dce_setenv() before making RPC */
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, "Entering RPC...");
rpc_call();
if (dce_error(err_str) != DCE_NOERROR) {
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, "Debug: %s", err_str);
}
else {
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, "RPC Completed.");
free(err_str);
}

エラー戻り値
上記の例で、dce_error()関数から返された値は、これらの特定の
エラー番号を表すシンボル定数 DCE_NOERROR と比較されます。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
「ログファイル」、「環境ファイル」、『トラブルシューティングガイド』の「エラーリカバリ」
標準 C ライブラリ関数： printf()
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dce_dedDisconnect()
void dce_dedDisconnect(char * server_name)

クライアントのみ
dce_dedDisconnect()は、デディケイテッド・サーバに対するクライアントの接続をク
ローズします。クライアントがデディケイテッド・サーバとの接続を切断するときに、この関
数をクライアントコードから呼び出します。この関数は、そのクライアントが通信している専
有サーバプロセスを停止します。
この関数は全てのデディケイテッド・クライアントに推奨されるものですが、PC 上で起動し
ているデディケイテッド・クライアントには特に必要です。
接続がデディケイテッドではない場合、または接続がない場合、この関数の効果はありま
せん。

パラメータ

in/out

説明

server_name

in

切断するデディケイテッド・サーバ名。

戻り値

意味

なし

追加言語
PowerBuilder
関数宣言については、 librpc_pb.txt を参照してください。

Visual Basic
関数宣言については、librpc_vb6.bas を参照してください。
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例
C
以下の C コード例は、関数 rpc_call()を実行できるデディケイテッド・サーバに接続
してサーバを使用し、終了時に接続を切断します。
dce_dedDisconnect()の呼び出しは、rpc_call()が返した全てのエラーを上書
するので、dce_dedDisconnect()を呼び出す前に必ずエラーを処理してください。
...
int rpcSetup()
{
int in, out1, out2;
while (!done) {
rpc_call(in, &out1, &out2);
...
}
dce_dedDisconnect("myServer");
return(1);
}
...

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_dedDisconnect() , dce_isDedicated() ，
dce_server_is_ded()『運用／設定ガイド』の「デディケイテッド・サーバ」

dce_err_is_fatal()
int dce_err_is_fatal(void)

サーバとクライアント
この関数は、RPC のリトライが有効かどうかを決定するために使用します。致命的エラー
状態を返す RPC は、リトライしても動作しないので、この関数が 1 を返す場合はアプリケ
ーションを終了しなければなりません。逆に、致命的でないエラーが発生した場合、RPC
をリトライしてもかまいません。
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DCE_ERRNUM が致命的な値に設定されると、dce_err_is_fatal()は 1 を返します。
それ以外の場合、関数は 0 を返します。
パラメータ

in/out 説明

なし
戻り値

意味

0

エラーは検出されませんでした。または、致命的ではないエラーが
発生しました。

1

致命的エラーが発生しました。

追加言語
PowerBuilder
関数宣言については、librpc_pb.txt を参照してください。

Visual Basic
関数宣言については、librpc_vb6.bas を参照してください。

例
C
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
...
if (dce_err_is_fatal()) {
printf("Server exiting on fatal error... \n");
}else {
printf("Error: %s\n", dce_errstr());
}
...
致命的エラーが発生した場合は、dce_set_exit()を呼び出す必要がないことに注意
してください。致命的エラーが発生すると、ライブラリが自動的に処理するためです。
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COBOL
01 rv pic s9(9) comp-5 sync.
01 errstr pic x(100).
call "dce_err_is_fatal_ref" using rv.
if rv = 1
then
display "server exiting on fatal error..."
stop run
else
call "dce_error" using errstr giving rv
display "Error", errstr
end-if.

参照
Nextra ラ イ ブ ラ リ 関 数 ： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() , dce_err_is_fatal() ,
dce_errnum() , dce_error() , dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()

dce_errnum()
int dce_errnum (void)

サーバとクライアント
dce_errnum()は、カレントエラーのエラー番号を返します。(それぞれの Nextra エ
ラーに対応する特定の番号があります。) エラーが発生していない場合、
dce_errnum()は DCE_NOERROR を返します。
パラメータ

in/out 説明

なし
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戻り値

意味

DCE_NOERROR

エラーは検出されませんでした。

それ以外

カレントエラーのエラー番号。エラー値のリストは、『トラブルシ
ューティングガイド』の「Nextra のエラーメッセージ」を参照して
ください。
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追加言語
PowerBuilder
関数宣言については、librpc_pb.txt を参照してください。

Visual Basic
関数宣言については、librpc_vb6.bas を参照してください。

例
C
例A:
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
/* Call dce_setenv() before making RPC */
…
rpc_call();
if (dce_errnum() != DCE_NOERROR)
printf("Error: %s\n", dce_errstr());
…
}
例B:
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
/* Call dce_setenv() before making RPC */
…
rpc_call();
if (dce_errnum() == DCE_BADLOGIN){
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printf("Authentication failed. Who are you?\n");
...
}

}

DCE_ERRNUM の値
これらの例では、dce_errnum()関数により返された値は、特有のエ
ラー番号を表すシンボル定数 DCE_NOERROR または
DCE_BADLOGIN と比較されます。

COBOL
この例には、dce_errnum_ref と dce_error_ref の両方が含まれています。
call 01 rv pic s9(9) comp-5 sync.
01 errstr pic x(100).
call "some_rpc".
call "dce_errnum_ref" using rv.
if rv not = 0
then
call "dce_error_ref" using errstr giving rv
display "Error", errstr

end-if.

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
『トラブルシューティングガイド』の「エラーリカバリ」

dce_error()
int dce_error (char * msg)
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サーバとクライアント
dce_error()は、割り当てられるメモリスペースへのポインタを入力として、カレントエラ
ーメッセージをそのスペースに書き込みます。エラーが発生した場合、dce_error()へ
の呼び出しは発生したエラーを検出し、入力ポインタでアドレスを指定されたメモリスペー
スに、適切なエラー文字列をコピーします。
パラメータ

in/out

説明

Msg

out

メモリへのポインタ。最小サイズは 250 文字。エラー番号が返
される場合のみ NULL にできる。

戻り値

意味

DCE_NOERROR

エラーは検出されませんでした。

それ以外

各エラーは、戻り値である対応するエラー番号を持ちます。エラ
ー値のリストは、『トラブルシューティングガイド』の「Nextra のエ
ラーメッセージ」を参照してください。

追加言語

例
C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
char * msg;
msg = (char *) malloc(250);
/* Call dce_setenv() before making RPC */
…
rpc_call();
if (dce_error(msg) != DCE_NOERROR)
printf("Error: %s\n", msg);
free (msg);
}
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返されるエラー値
上記の例では、dce_error()関数により返された値は、特有のエラ
ー番号を表すシンボル定数 DCE_NOERROR と比較されます。

COBOL
以下の例には、dce_errnum_ref と dce_error_ref の両方が含まれています。
01 rv pic s9(9) comp-5 sync.
01 errstr pic x(100).
call "some_rpc".
call "dce_errnum_ref" using rv.
if rv not = 0
then
call "dce_error_ref" using errstr, rv
display "Error", errstr
end-if.

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
『トラブルシューティングガイド』の「エラーリカバリ」

dce_errstr
char * dce_errstr (void)

サーバとクライアント
dce_errstr()は、カレントエラーに対応するエラー文字列を返します。エラーが発生
した場合、dce_errstr()への呼び出しは、発生したエラーを検出し、対応するエラー
文字列を内部バッファにコピーします。ポインタの内容を画面またはファイルに出力し、
エラーメッセージを表示します。(エラー番号に対するリファレンスも含んでいます。)
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dce_errstr()は自分自身のメモリを管理するので、コード中でメモリを割り当てたり解
放したりする必要がなく、C でプログラミングする際にこの関数を使用すると
dce_error()を用いるより少しすっきりしたプログラムになります。Perl 言語ではメモリ
割当てが不要なので、特別な利点はありません。この関数は、Visual Basic または
PowerBuilder では使用できません。
この関数に続く呼び出しは、バッファ中のカレント値を上書きします。
パラメータ

in/out 説明

なし
戻り値

意味

char *

エラーメッセージに対するポインタ。エラーが検出されないと、このメッ
セージは「Nextra ERROR: <0> No error detected」となります。

追加言語
COBOL
dce_errstr の代わりに、dce_error_ref を使用してください。

例
C
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
char * msg;
/* Call dce_setenv() before making RPC */
…
rpc_call();
if ((dce_errnum()) != DCE_NOERROR) {
msg = dce_errstr();
printf("Error: %s\n", msg);
}
}
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返されるエラー値
上記の例では、dce_errnum()関数により返された値は、特有のエラ
ーステータスの番号を表すシンボル定数 DCE_NOERROR と比較され
ます。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
『トラブルシューティングガイド』の「エラーリカバリ」

dce_findserver_ext()
int dce_findserver_ext(char *interface, char *srv_host, char
*srv_port)

Cクライアント、及びサーバ
サーバ（インタフェース）名を第一引数として渡すことにより、当該サーバが起動している
ホスト（IP アドレスとホスト名）、ポート番号をそれぞれ、第二、第三引数として取得するこ
とができます。
パラメータ

in/out

説明

interface

in

サーバ（インタフェース）名

srv_host

out

ホスト名（IP アドレスも含む）。形式は、IP／ホスト名。例とし
て挙げると、以下のようになります。192.168.0.11/itsv01

srv_port

out

ポート番号

戻り値

意味

DCE_NOERROR エラーは検出されませんでした。
それ以外
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ブローカーにアクセスできなかったか、サーバが見つからない、ま
たはサーバ起動が確認できなかった場合に DCE_NOERROR
（0）以外が戻り値となります。ログファイルを確認後、適切な処置
を行ってください。

リファレンス

例
C
以下は、ホスト変数（host）より、ip アドレスを抽出するサンプルプログラムです。

int rv;
char ip[255], host[255], port[255];
rv = dce_findserver_ext("ftpserver", host, port);
if (rv == DCE_NOERROR) {
char *buffer;
buffer = strtok(host,"/");
strcpy(ip,buffer);
} else {
printf("Error: Please check out in the log file.\n ");
exit(-1);
}

参照
Nextra ライブラリ関数：
標準 C ライブラリ関数：

dce_free()
void dce_free(void * target)

Cサーバとクライアント
dce_free()は Nextra ポインタレジストリから target を削除し、target に割り当
てられたメモリを解放します。Nextra ポインタレジストリには、dce_割り当て関数によっ
て割り当てられたメモリポインタのリストが含まれます。target のメモリが dce_割り当て
関数によって割り当てられなかった場合、dce_free()の効果はありません。
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パラメータ

in/out

説明

ｔarget

in

解放されるメモリのブロックに対するポインタ。

戻り値

意味

なし

例
メモリ割り当て関数である dce_malloc ファミリーの使用例については、
「dce_malloc()」 の例を参照してください。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_calloc() , dce_free() ，dce_malloc() ，
dce_realloc() ，dce_release()
標準 C ライブラリ関数： free()

dce_get_avg_idle()
long dce_get_avg_idle(char * hostname, char * port)

クライアントのみ
dce_get_avg_idle()は、マシン hostname 上のポートで待ち状態にあるサーバが、
RPC と RPC の間でアイドリングしている加重平均時間をミリ秒単位で返します。
この関数と AppMinder API を使用することによって、ロードバランスサーバは、アプリ
ケーションのパフォーマンスを維持するために、必要に応じてサーバを起動/停止するこ
とができます。
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パラメータ

in/out

説明

hostname

in

サーバを実行することが予測されるマシンのホスト名。

Port

in

上記のマシン上でサーバが待つことが予測されるポート番
号。

リファレンス

戻り値

意味

long 値

RPC 間でサーバが待っている平均ミリ秒数。この平均値は、突発的
に発行される RPC の間に散在する長い待ち時間の偏りの影響を低
減するために重み付けされます。

-1

指定されたホストとポートでは、サーバが見つかりません。

重み付けされた戻り値
待ち時間の極端な分散によって生じた偏りを補償できるように、この関数が返す値は重
み付けされます。次の式は戻り値を計算する方法を示しています。
NEWIDLEAVG= (0.5×IDLETIME) + (0.5×IDLEAVG)
ここで、IDLEAVG はサーバが RPC の間に待つ時間の平均、IDLETIME は RPC の間
の時間です。

例
表 5.1 ： 重み付けされた戻り値
RPC

待ち時間（秒数）

IDLEAVG

1

5

5

2

4

4.5

3

2

3.25

4

100

51.625

5

1

26.3215

6

1

13.6562

7

1

7.32812

8

1

4.16407

9

1

2.58204

10

100

51.2910

11

100

75.6455

12

100

87.8228

1 回目から 3 回目の RPC 発行時を見ると、比較的同じような待ち時間のときは一定した
平均値になることがわかります。4 回目の RPC 発行前の長い待ち時間は平均待ち時間
を増加させますが、さらに長い待ち時間がその後に続かないのでその後の RPC 発行の
たびに平均値は急速に減少します。１０回目の RPC 発行以降１１回目、１２回目と待ち時
間が連続的に増加する際は、まず 1 度の待ち時間で平均値も著しく影響を受け、その
後長い待ち時間が続くため、さらに劇的に待ち時間が増加していくことがわかります。
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追加言語

dce_getpeeraddr()
unsigned int dce_getpeeraddr(void)

サーバのみ
dce_getpeeraddr()関数は、サーバによって最後に接続されたクライアントの IP ア
ドレスを見つけるために使用されます。
関数は 32 ビット int 値を返しますが、これは、4 ビットずつが IP アドレスのオクテット
に一致するものです。
戻り値は、たとえば connect システムコールに渡される sockaddr 構造体の 4 バイト
ホスト ID などのようなネットワークソケットコールの引数として使用することができます。
戻り値は、接続されているクライアントのデータベースに対するインデックスとしても使用
できます。このようにサーバは、接続されているクライアントと頻度を記録することができま
す。
パラメータ

in/out

説明

なし
戻り値

意味

32 bit int

接続されたクライアントの IP アドレスのパック表現。

0

エラー。

例
C
符号なしの整数として IP アドレスを取得する方法の例を以下に示します。
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int server_send_data(char *request)
{

char buffer [16];
unsigned int peeraddr;
/*
* Who are we sending data to?
*/
peeraddr = dce_getpeeraddr();
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, "Sending data to<%u>",
peeraddr);

}

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_getpeerstr()

dce_getpeerstr()
int dce_getpeerstr(char *buffer)

サーバのみ
この関数は、RPC を行ったクライアントの IP アドレスを 18.181.0.24 のような文字列
表現で取得します。
0 で終わる C 文字列が、buffer に返されます。最低 16 バイトのサイズになるようにバ
ッファを事前に割り当てて、長い IP アドレスでも入るようにしなければなりません。まだ、
サーバにクライアントが接続していない場合、buffer は文字列 never bound を含
みます。
dce_getpeerstr()は dce_getpeeraddr()によく似ています。これは、COBOL な
どのいくつかの言語で、より簡単に文字列を操作するためのものです。
パラメータ

in/out

説明

buffer

out

少なくとも 16 バイトの、あらかじめ割り当てられたバッファ。

戻り値

意味

1

正常終了。
サーバに接続された直前のクライアントのアドレスが buffer にコピーされ
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ます。
失敗。
関数に NULL バッファが渡されたか、まだサーバはクライアントと接続さ
れていません。buffer の内容が無意味です。

0

例
C
int get_movie(char *title, void **movie)
{
char buffer[16];
/*
* Find out who is requesting the movie
*/
dce_getpeerstr(buffer);
/*
* Store client address and title requested and
* print to log file.
*/
store_record(buffer, title);
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG,"<%s> requested
<%s>",buffer,title);
/*
* The rest of the code to send the movie ...
*/
...
}

COBOL
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. GET-MOVIE.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 BUFFER PIC X(16).
01 RV
PIC S9(9) comp-5 sync.
LINKAGE SECTION.
01 TITLE PIC X(30).
01 MOVIE PIC X(30).
PROCEDURE DIVISION.
DO-GET-MOVIE.
* Find out who is requesting the movie
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CALL "dce_getpeerstr_ref" USING BUFFER, RV.
* Store client address and title requested and
* print to log file.
CALL "store_record" USING BUFFER, TITLE.
PERFORM PRINT-TO-LOG-FILE.
* The rest of the code to send the movie ...
...

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_getpeeraddr()

dce_get_signature()
void dce_get_signature(char *uuid)

クライアントのみ
この関数は、”00f3a70-3a70-100f-8000-2de500002ba1”のようなユニークな
ID（UUID）文字列を取得します。
この UUID は、クライアントビジネスロジック内でコールされ、毎回ユニークな UUID を生
成しますので、トランザクション処理を行うサーバに RPC コール時のパラメータとして送信
することにより、サーバ側ビジネスロジック内で同じクライアントからのリクエストがあった場
合にも、再度処理をするか否かの判定に利用することができます。
パラメータ

in/out

説明

uuid

out

36 バイト文字列

戻り値

意味

なし

例
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C
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main(){
char uuid[36];
..
dce_get_signature(uuid);....
rv=rpc(uuid, , ,);
..
dce_release();
exit(0);
}

COBOL
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. GET-MOVIE.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 uuid pic x(36).
PROCEDURE DIVISION.
CALL dce_get_signature_ref using uuid.
CALL RPC using uuid
...

参照
Nextra ライブラリ関数：

dce_ignore_input()
int dce_ignore_input(int mode)

Windowsクライアントのみ
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この関数は、アプリケーションの構築におけるデバッグの段階でのみ使用されます。この
関数の本番アプリケーションでの使用はお勧めしません。
デフォルトでは、RPC 処理中、Windows クライアントはキーボードとマウス入力を無視し
ます。しかし、クライアントが dce_ignore_input(DCE_NOIGNORE)を呼び出すと、
RPC を発行したアプリケーションに属するウィンドウは、入力を正常に受信します。

警告
最初の RPC が完了する前(通常はアプリケーションが凍結される間)
に、2 番目の RPC が同じアプリケーションから渡される場合、2 番目の
RPC は最初の RPC をクライアントライブラリ中に占有します。その結
果、RPC は両方とも失敗するか、未定義の値が返されます。
dce_ignore_input(DCE_IGNORE)の呼び出しは、アプリケーションを、次の RPC
のデフォルト動作に戻します。
パラメータ

mode

in/out

説明

in

この関数の動作は、mode パラメータに依存します。許される
値は次の通りです。
DCE_IGNORE は、アプリケーションをデフォルト動作に戻し
ます。RPC 中のキーボードとマウスの入力は無視されます。
DCE_NOIGNORE は、アプリケーションに、RPC 中のキー
ボードとマウスの入力を受け付けさせます。

戻り値

意味

DCE_IGNORE

アプリケーションは、現在、マウスとキーボードの入力を無視する
ように設定されています。

DCE_NOIGNORE

アプリケーションは、現在、マウスとキーボードの入力を受け付け
るように設定されています。

追加言語
PowerBuilder
FUNCTION int dce_ignore_input(int mode) Library
"librpc.dll"

Visual Basic
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Declare Function dce_ignore_input% Lib "librpc.dll" (ByVal
mode%)

例
「dce_close_env()」の例を参照してください。

dce_isDedicated()
int dce_isDedicated(char * server_name)

クライアントのみ
dce_isDedicated()は、クライアントから呼び出され該当するサーバ
server_name がデディケイテッド・サーバであり、その接続がアクティブである場合、0
以外の値を返します。サーバがデディケイテッド・サーバでないか、サーバとのアクティブ
なデディケイテッド接続がない場合、関数は 0 を返します。 この API は、RPC 関数呼
び出し前に呼び出すことはできません。
パラメータ

in/out

説明

server_name

in

状態を照会するサーバ。

戻り値

意味

0

該当するサーバはデディケイテッドではありません。

0 以外

該当するサーバはデディケイテッドです。 該当サーバの環境ファイル
DCE_DEDICATED 属性で指定された値が返されます。

追加言語
PowerBuilder
関数宣言については、librpc_pb.txt を参照してください。

Visual Basic
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関数宣言については、librpc_vb6.bas を参照してください。

例
C
例A:
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
char servName[]="cserver";
/* Call dce_setenv() before invoking RPC */
…
if (dce_isDedicated(servName))
printf("I have my own copy of %s\n", servName);
…

}
例B:
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
char * servName;

/* Call dce_setenv() before invoking RPC */
…
if (dce_isDedicated(servName))
dce_dedDisconnect(servName);
…
}

終了ルーチン
この 2 番目の例では、クライアントが停止するときにデディケイテッド・
サーバを停止するため、デディケイテッド・サーバ関数を使用すること
に注意してください。クライアントが停止したデディケイテッド・サーバは
リソースの無駄となるので、クライアントの終了ルーチンの一部として、
デディケイテッド・サーバ関数をこのように使用することをお勧めしま
す。「dce_dedDisconnect()」を参照してください。

COBOL
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01 temp-name pic x(20) value “myserv”.
01 server-name pic x(20).
01 status pic s9(9) comp-5 sync.
string temp-name delimited by size, LOW-VALUE
delimited by size into server-name.
call "dce_isDedicated_ref" using server-name, status.
if status not = 0
then
display "I have a dedicated connection"
end-if.

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_dedDisconnect() , dce_isDedicated() ，
dce_server_is_ded() 『運用／設定ガイド』の「デディケイテッド・サーバ」

dce_log_str()
void dce_log_str(char * msg)

サーバとクライアント
dce_log_str()は、デバッグレベルに関わりなく、環境ファイルで指定されたログファ
イルにメッセージを送ります。dce_log_str()を使用してログに書き込まれたメッセー
ジは、内部 Nextra ライブラリ関数によって自動的に書き込まれたログエントリに追加し
て含まれ、それらのログエントリと一貫して番号が付けられます。
dce_log_str()は形式文字列を必要とせず、関数に渡されたメッセージは、長さ 250
文字までの単なるリテラルテキスト文字列です。(メッセージの長さが許容できることを関
数が確認します。) ログファイル中の通常関数名が書かれる場所に”user log”という
単語が書かれて、改行文字\n がメッセージの終わりに自動的に付けられます。
パラメータ

in/out

説明

msg

in

ログに書き込まれるメッセージ。250 文字以下。

戻り値
なし
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追加言語
PowerBuilder
関数宣言については、libprc_pb.txt を参照してください。

Visual Basic
関数宣言については、librpc_vb6.bas を参照してください。

例
C
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main()
{
char *err_str;
err_str = (char *) malloc(250);
/* Call dce_setenv() before making RPC */
…
dce_log_str("Entering RPC...");
rpc_call();
if (dce_error(err_str) != DCE_NOERROR) {
dce_log_str(err_str);
}
else
dce_log_str("RPC Completed.");
free(err_str);
}

DCE_ERRNUM の値
上記の例では、dce_error()関数によって返された値は、特有のエ
ラー番号を表すシンボル定数 DCE_NOERROR と比較されます。
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上記のコードは、エラーが発生しなければ、次のようにログファイルに書き込みます。
Dlognum user log| Entering RPC...
Dlognum user log| RPC completed.
エラーが発生した場合、2 行目の「RPC completed」が dce_error()によって返さ
れたメッセージに置き換えられます。

COBOL
COBOL コンパイラがこれをサポートする場合、dce_null_terminate を使用する上
で、この方法が推奨されます。
01 temp-errstr3 pic x(50) value "Broker hostname not
specified in env".
01 errstr3 pic x(50).
...
string temp-errstr3 delimited by size, LOW-VALUE
delimited by size into errstr3.
call "dce_log_str_ref" using errstr3.

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
「ログファイル」、「環境ファイル」 、『トラブルシューティングガイド』の「エラーリカバリ」
Nextra ユーティリティ： logtail

dce_malloc()
void * dce_malloc(size_t size)

Cサーバのみ
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dce_malloc()は、size バイトのメモリにスペースを割り当てます。処理に失敗すると、
関数は NULL を返します。
dce_malloc()のパラメータと戻り値は、標準 C ライブラリの malloc()のものと同じで
す。
通常は malloc()で割り当てる、出力用の初期化されていないメモリを割り当てるため
に、サーバコードで dce_malloc()を使用します。サーバがメモリを割り当て、出力値
で満たした後、サーバ・スケルトンはメモリからデータを読んでクライアント・スタブに渡し、
dce_release()を実行してサーバに割り当てられたメモリを解放します。
dce_malloc 関数を使用せずに NULL 終端値を渡すと、不定の値がクライアントに返
されるか、サーバプラットフォームのメモリが不足することがあります。
終端文字のために、可変長文字列(文字配列)の終わりに余分のバイトのスペースを割
り当てることが重要です。しかし、これは、ポインタの NULL 終端文字配列を渡す場合な
どの、同様の状況にも重要です。この場合、配列の終わりをマークするため、最後のポイ
ンタとして NULL ポインタがなければなりません。固定長以外のデータ型で作業するとき
には、必ず十分なメモリを割り当ててください。
クライアント・スタブが、サーバ・スケルトンから受け取るデータにメモリを割り当てて、クラ
イアントコードで使用できるようにするので、クライアントコードでは、dce_malloc()を
使用してメモリを割り当てる必要はありません。
パラメータ

in/out

説明

size

in

割り当てるメモリスペースの合計(バイト)。

戻り値

意味

NULL

要求は満たされませんでした。

スペースへのポインタ

要求は正常に終了しました。

例
C
動作中のメモリ割り当て関数 dce_malloc ファミリーの例として、クライアントプログラム
（array2d_c.c）、サーバプログラム（array2d_s.c）、IDL ファイル（array2d.def）
を示します。これは、2 次元 NULL ターミネーテッド配列（NULL ターミネーテッド可変長
配列の NULL ターミネーテッドの可変長文字列）をクライアントからサーバへ渡し、サー
バからクライアントへ戻します。
クライアント： array2d_c.c
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#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<dceinc.h>
"array2d.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
int i = 0;
char buffer[100];
char **forward = NULL, **revarray = NULL;
if (argc != 2) {
fprintf(stderr,"Usage: %s \n", argv[0]);
exit(1);
}
dce_setenv(argv[1],NULL,NULL);
if (dce_errnum()) {
fprintf(stderr,"%s\n",dce_errstr());
exit(1);
}
forward = (char **) malloc ( sizeof (char *) );
while(1) {
printf("Type in string #%d (or type 'Q' to
quit) : ", i + 1);
gets(buffer);
if (strcmp(buffer,"Q") == 0)
break;
forward = (char **)realloc(forward, (i + 2)
*sizeof(char *));
forward[i] = (char *)malloc((strlen(buffer) + 1)
* sizeof(char));
strcpy(forward[i], buffer);
i++;
}
forward[i] = NULL;
reverse(forward, &revarray);
if (dce_errnum()) {
printf("%s\n",dce_errstr());
exit(1);
}
i = 0;
while (revarray[i] != NULL) {
printf("Reversed line #%d = <%s>\n", i+1,
revarray[i]);
i++;
}
dce_release();
i = 0;
while (forward[i] != NULL) {
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free(forward[i]);
i++;
}
free(forward);
}

サーバのIDLファイル：array2d.def
# interface definition file for: array2d
[uuid(00.00.00.00.00.00.00.04) version(1.1)
interface array2d {
void reverse (
[in] char forward[][],
[out] char backward[][]);
}

サーバ： array2d_s.c
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<dceinc.h>
"array2d.h"

char *revstring(char *instring);
void reverse(char **forward, char ***revarray)
{
int i = 0;
*revarray = (char **)dce_malloc(sizeof(char *));
while (forward[i] != NULL) {
*revarray = (char **)dce_realloc(*revarray,(i+2)
* sizeof(char *));
(*revarray)[i] = revstring(forward[i]);
i++;
}
(*revarray)[i] = NULL;
}
char *revstring(char *instring)
{
char *newstr;
int i, inlength;
inlength = strlen(instring);
newstr = (char *) dce_malloc (inlength + 1);
for (i=0;i<inlength;i++) {
newstr[inlength - i - 1] = instring[i];
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}
newstr[inlength] = '＼0';
return newstr;
}

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_calloc() , dce_free() ，dce_malloc() ，
dce_realloc() ，dce_release()
標準 C ライブラリ関数：malloc()

dce_null_terminate ()
void dce_null_terminate (char * string)

COBOLサーバとクライアント
文字列の終端に NULL を付けて、COBOL から C に正しく渡されるようにします。特に、こ
の関数は最初のスペース文字を探し、それを NULL 文字に変換します。
パラメータ

in/out

説明

string

in

終端に NULL を付ける文字列。

戻り値

意味

なし

例
COBOL
MOVE
MOVE
CALL
CALL
CALL
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"jason" TO USER-NAME.
"friday13" TO PASSWORD.
"dce_null_terminate" USING USER-NAME.
"dce_null_terminate" USING PASSWORD.
"dce_setenv_ref" USING CBUFFER, USER-NAME, PASSWORD, RV.
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dce_querybroker()
int dce_querybroker(char **serverlist)

クライアントのみ
dce_querybroker()は RPC をクライアントからブローカに渡し、そのクライアントが使
用できる全てのサーバのリストを要求します。この関数により、ブローカの分散アプリケー
ションのビューを監視することができます。
関数は、返されるサーバリストのためにメモリを割り当て、そのアドレスが関数の入力パラ
メータである変数を介してサーバリストを返します。サーバが返されない場合、長さ 0 の
文字列が返されます。サーバが返される場合、リストの形式は次の通りです。
(servername1)|(instance1) (instance2)...\n
(servername2)|(instance1) (instance2)...\n
パラメータ

in/out

説明

serverlist

in

文字ポインタ変数のアドレス。

戻り値

意味

0

エラーが発生した。エラーの原因についての情報のために dce_errnum()を
チェックします。

1

正常終了。変数は、ユーザがアクセスしたブローカが知っている全てのサー
バインスタンスのリストを含みます。

追加言語

例
C
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <dceinc.h>
main(int argc, char **argv)
{
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char *temp;
if (argc == 2) {
dce_setenv(argv[1], (char *)NULL, (char
*)NULL);
} else if(argc == 4)
dce_setenv(argv[3], argv[1], argv[2]);

} else {
printf("Usage: %s [ ] \n", argv[0];
exit(1);
}
if (dce_errnum()) {
printf()"%s\n",dce_errstr());
exit(1);
}
dce_querybroker(&temp);
if (dce_errnum()) {
printf("%s\n",dce_errstr());

} else {
printf("Returned brokerlist:\n%s\n",temp);
}
}

注意：dce_querybroker()から返された文字列は、dce_malloc ( )を使用して
割り当てられます。したがって、次の dce_release ( )呼び出しの際に解放されるこ
とになります。この文字列で実行されるオペレーションは、次の dce_release ( )呼
び出しの前に完了していなければなりません。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_querybroker_ref()

dce_querybroker_ref()
void EXPTYPE dce_querybroker_ref(
char buffer, unsigned32 *buflen, unsigned32 *result)

COBOLクライアントのみ
dce_querybroker_ref()は RPC をクライアントからブローカに送り、そのクライアン
トが使用できる全てのサーバのリストを要求して、ブローカの分散アプリケーションのビュ
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ーを監視できるようにします。入力として 3 つの引数をとります。ブローカから返されたリ
ストを含む、割り当てられたバッファのポインタ、バッファの長さ、戻りステータスを含む整
数のポインタです。
buflen を指定するには、バイトを大量に指定するか、ブローカに登録されているインタ
フェースと各サーバインスタンスの数を見積らなければなりません。各インタフェースは約
40 バイトを使用し、各インタフェースの各インスタンスは約 80 バイトを使用します。
buflen が小さすぎてブローカのリストが buffer に入らない場合、リストは切り捨てら
れます。
返されたリストには、アクティブなクライアントの環境ファイルで指定されたブローカが認識
し、そのクライアントが使用することができる、全てのサーバとサーバインスタンスが含まれ
ます。
サーバが返されない場合、長さ 0 の文字列が buffer に返されます。サーバが返され
る場合、リストの形式は次のとおりになります。
(servername1)|(instance1) (instance2)...\n
(servername2)|(instance1) (instance2)...\n
パラメータ

in/out

説明

buffer

in

ブローカから返されるリストを含むための、COBOL によって割
り当てられるバッファ。

buflen

in

buffer のサイズ。

result

out

戻りステータス。

*result の戻り状
態

意味

0

エラーが発生しました。エラーの原因の情報について、
dce_errnum()をチェックします。

1

正常終了。変数は、ユーザがアクセスしたブローカが認識する全
てのサーバインスタンスのリストを含みます。

例
COBOL
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. GETLIST.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
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01 BUFFER PIC X(1600).
01 ST PIC S9(9) COMP-5.
01 ENVFILE PIC X(10) VALUE "ode.env" & 0X00.
PROCEDURE DIVISION.
DO-GETLIST.
CALL "dce_setenv" USING ENVFILE BY VALUE 0, BY
VALUE 0, ST.
CALL "dce_querybroker_ref" USING BUFFER,BY VALUE
1600, ST.
DISPLAY "Returned brokerlist:", BUFFER.
END PROGRAM GETLIST.

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_querybroker()

dce_realloc()
void * dce_realloc(void * p ，size_t size)

Cサーバのみ
dce_realloc()を使用すると、dce_malloc()または dce_calloc()で割り当てら
れたポインタが指すメモリブロックのサイズを変更することができます。関数は新しいスペ
ースへのポインタを返し、処理に失敗すると、NULL を返します。
dce_realloc()のパラメータと戻り値は realloc()のものと同じです。
サーバ・スケルトンから渡ってくるメモリスペースのサイズを変更する必要がある場合、サ
ーバコードで dce_realloc()を使用します。新しいサイズの方が小さい場合、新しい
サイズまでは内容は変わりません。新しいサイズの方が大きい場合、古いサイズの内容
は変わりません。後者の場合、追加スペースは初期化されません。再割り当てが発生し
た後、データは同じスペースにないことがあるので注意してください。特に、メモリブロック
へのポインタは、dce_realloc()を呼び出すと無効になることがあります。
NULL 終端値を dce_*alloc 関数を使用せずに渡すと、不定の値がクライアントに戻
されるか、サーバプラットフォームのメモリが不足することがあります。
クライアント・スタブが、サーバ・スケルトンから受け取るデータにメモリを割り当て、クライ
アントコードが使用できるようにするので、メモリをクライアントコードに割り当てるときには、
dce_realloc()を使用する必要はありません。
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パラメータ

in/out

説明

P

in

サイズを変更するメモリブロックに対するポインタ。

size

in

メモリブロックの新しいサイズ(バイト)。

戻り値

意味

NULL

要求は満たされませんでした。

スペースへのポイ
要求は正常に終了しました。
ンタ

例
メモリ割り当て関数である dce_malloc ファミリーの使用例については、
「dce_malloc()」 の例を参照してください。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_calloc() , dce_free() ，dce_malloc() ，
dce_realloc() ，dce_release()
標準 C ライブラリ関数： realloc()

dce_release()
void dce_release(void)

Cサーバとクライアント
dce_release()は、直前の dce_release()の呼び出し、またはプログラムの起動
以来、指定したプログラム中の Nextra メモリ割り当て関数(dce_calloc()，
dce_malloc()，dce_realloc())によって割り当てられた全てのメモリを解放しま
す。dce_release()は calloc()，malloc()または realloc()によって割り当て
られたメモリは解放しません。
出力を全てクライアントに送り、次の RPC を待つ前に、dce_release()はサーバ・スケ
ルトンによって自動的に呼び出されます。
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クライアント・スタブが dce_malloc()を使用して、NULL ターミネーテッド値にメモリを
割り当てるため、その値を受け取ってユーザがメモリから必要なデータのコピーを作った
後で、クライアントコードは dce_release()を呼び出さなければなりません。クライアン
トコードで dce_release()が呼び出されない場合、クライアント・スタブによるメモリ割り
当てが、使用できるメモリを全て占有して、エラーを発生させることがあります。
パラメータ in/out 説明
なし
戻り値

意味

なし

例
メモリ割り当て関数である dce_malloc ファミリーの使用例については、
「dce_malloc()」 の例を参照してください。

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_calloc() , dce_free() ，dce_malloc() ，
dce_realloc() ，dce_release()

dce_remove_all_server()
int dce_remove_all_server (char * interface_name)

クライアントのみ
dce_remove_all_server()は、クライアントから呼び出され、サーバ（インタフェー
ス、上記 interface_name）名を持つサーバ（インタフェース）全ての位置情報をブロ
ーカのキャッシュから削除します。戻り値は、”0"が成功、それ以外の戻り値は失敗となり
ます。失敗した場合は、ブローカに接続できないことが原因と考えられます。その場合は
まず、ブローカが起動していることを確認してください。ブローカが起動している場合は、
broklist ユーティリティを使用して、サーバ位置情報（ログファイルを参照）を当該ブ
ローカより削除して頂くことになります。
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例）>broklist broker_host_name broker_port# interface_name: server_host_name:server_port#
パラメータ

in/out

説明

interface_name

in

サーバ（インタフェース）名。

戻り値

意味

0

成功

-1

失敗
<理由>
borker が立ち上がっていない可能性があります。エラー詳細につい
ては、dce_errnum() API、または dce_errstr() API を使用して確
認してください。

警告
この API により、同名のサーバ（インタフェース）名を持つ全ての位置
情報がブローカのキャッシュより削除されます。一度削除された情報
は、サーバが再起動されるまでブローカに再登録されないことに注意し
てください。

追加言語

例
C
例: rpc 呼び出し後に、特定のサーバ（インタフェース）名を持つ位置情報をブローカのキャッシュ
から削除する場合

#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main(){
char servName[]="cserver";
..
rv=rpc();
ret=dce_remove_all_server(servName);....
if (ret == -1)
printf("%s was failed\n", servName);
..
dce_release();
exit(0);
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}

COBOL
01 temp-name pic x(20) value “myserv”.
01 server-name pic x(20).
01 status pic s9(9) comp-5 sync.
string temp-name delimited by size, LOW-VALUE
delimited by size into server-name.
call "dce_remove_all_server_ref" using server-name,
status.
if status = -1
display "dce_remove_bad_server was failed".
...

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_remove_bad_server()

dce_remove_bad_server()
int dce_remove_bad_server (char * interface_name)

クライアントのみ
dce_remove_bad_server()は、クライアントから RPC 呼び出し後に呼び出され、使
用したサーバ（インタフェース、上記 interface_name）名を持つサーバ（インタフェー
ス）の位置情報をブローカのキャッシュから削除します。戻り値は、”0"が成功、それ以外
の戻り値は失敗となります。失敗した場合は、ブローカに接続できないことが原因と考え
られます。その場合はまず、ブローカが起動していることを確認してください。ブローカが
起動している場合は、broklist ユーティリティを使用して、サーバ位置情報（ログファ
イルを参照）を当該ブローカより削除して頂くことになります。
例）>broklist broker_host_name broker_port#
interface_name:server_host_name:server_port#
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in/out

説明

interface_name

in

サーバ（インタフェース）名。
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戻り値

意味

0

成功

-1

失敗
<理由>
borker が立ち上がっていない、または RPC サーバコール以前に発
行したことが原因考えられます。エラー詳細については、
dce_errnum() API、または dce_errstr() API を使用して確認して
ください。

警告
RPC 呼 び 出 し の 前 に 、 こ の Ａ Ｐ Ｉ を コ ー ル し な い で く だ さ い 。
また、クライアントが２つ以上のサーバを使用している場合、直前に呼び
出した RPC 関数を含むサーバの位置情報のみが位置情報削除の対象
となります。

追加言語

例
C
例A: サーバからデータを受け取る最中にエラーが発生した場合（ECONNREFUSED @ recv）

#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main(){
char servName[]="cserver";
....
while (++retries <= maxretries ) {
rv=rpc();
if (dce_err_is_fatal()) {
printf("Client exiting on fatal error... \n");
break;
} else {
if (dce_errnum() != 0) {
printf("Error: %s\n", dce_errstr());
printf("Return Code: %d\n", rv);
if (dce_errnum() == DCE_PEERERROR ||
dce_errnum() == DCE_READFAIL) {
ret=dce_remove_bad_server(servName);
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if (ret == -1){
printf("%s was failed\n", servName);
printf("RPC Error is %s\n", dce_errstr());
}
continue;
} else is (dce_errnum() == DCE_NOBROKER) {
#ifdef WIN32
_sleep(5000);
#else
sleep(5);
#endif
continue;

} else {
printf("Did not catch this error... \n");
}
break;

} else {
printf("\nReturn Code is %d\n", rv);
break;
}
}
}
dce_release();
exit(0);
}

例B:サーバをバッチとして起動して、処理終了後、サーバ位置情報を削除する場合

#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
main(){
...
system("./basics -e server.env &");
rv=add(one,two);
if (dce_errnum()!=0) {
printf("Error: %s\n", dce_errstr());
printf("Error#: %d\n", dce_errnum());
}
printf("Return Code: %d\n", rv);
system("killer -s 2 basics");
ret=dce_remove_bad_server("basics");
if (ret == -1) {
printf("%s was failed\n", servName);
printf("RPC Error is %s\n", dce_errstr());
}
dce_release();
exit(0);
}
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削除対象サーバ位置情報
この API 呼び出しにより、ブローカのキャッシュより削除されるサーバ
（インタフェース）位置情報は、RPC 呼び出しで使用されたサーバの位
置情報のみで、並列サーバを使用して、同名のサーバが複数ブローカ
のキャッシュに存在しても、それらは削除されません。

COBOL
01 temp-name pic x(20) value “myserv”.
01 server-name pic x(20).
01 stat pic s9(9) comp-5 sync.
string temp-name delimited by size, LOW-VALUE
delimited by size into server-name.
call "dce_remove_bad_server_ref" using server-name,
stat.
if status = -1
display "dce_remove_bad_server_ref was failed".
...

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_remove_all _server()

dce_server_is_ded()
int dce_server_is_ded(void)

サーバのみ
dce_server_is_ded()は、環境ファイル属性 DCE_DEDICATED の値を返します。
したがって、デディケイテッド・サーバの場合、返された値は生成できる子プロセスの最大
数を示します。デディケイテッド・サーバでない場合、0 の値が返され、
DCE_DEDICATED 属性が 0 と等しいか、またはこの属性がサーバの環境ファイルに割り
当てられていないことを示します。
パラメータ in/out 説明
なし
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戻り値

意味

0

通常のサーバ。

DCE_DEDICATED 属 デディケイテッド・サーバ。返された値は、同時に存在でき
性で指定された値
る子プロセスの最大数。

追加言語

例
COBOL
CALL "dce_server_is_ded_ref" GIVING AM-I-DED.
IF AM-I-DED NOT = 0
THEN
DISPLAY "I support ", AM-I-DED, " clients."
END-IF.

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_dedDisconnect() , dce_isDedicated() ，
dce_server_is_ded()『運用／設定ガイド』の「デディケイテッド・サーバ」

dce_setenv()
int dce_setenv (char * env_file, char * login, char *
pword);

クライアントのみ
クライアントプログラムから dce_setenv()を呼び出すと、環境ファイルをロードしてクラ
イアントの初期化をします。どのクライアントプログラムでも、dce_setenv()の呼び出し
は、RPC の前に行わなければなりません。
クライアントの場合、その他の API 関数が呼び出される前に、セッションごとに 1 回だけ
dce_setenv()を呼び出さなければなりません。dce_setenv()は、サーバのスケル
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トンコードには自動的に含まれるため、サーバはこの関数を決して呼び出してはなりませ
ん。
パラメータ

in/out

説明

env_file

in

ロードする環境ファイル名。または、環境ファイル名のパス名と
ファイル名を含む環境変数。

in

サーバアクセス特権のために使用するユーザ名。このユーザ
名は、ブローカマシンにどんなセキュリティプロトコルが使われ
ていても、必ずチェックされます。見つからない場合、制限され
たサービスは拒否されます。通常、引数の値は NULL としてく
ださい。

in

指定したログインで使用するパスワード。通常、引数の値は
NULL としてください。
引数に対して、dce_setenv()は渡された文字列にスペースを
上書きします。

login

pword

戻り値

意味

0

失敗

0 以外

成功

追加言語

例
C
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<dceinc.h>

void stripnewline(char *str);
main()
{
client_init();
printf("Client program does its work here.\n");
return 1;
}
int client_init()
{
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int rv;
char *envfile = ‘client.env’, *user = NULL, *passwd
= NULL;
GetUserInfo(&envfile, &user, &passwd);
printf("\nLoading .env file <%s> for <%s>, password
<%s>\n", envfile, user, passwd);
rv = dce_setenv(envfile, user, passwd);
free(envfile); /* This allocated space can be freed
after setenv */
free(user);
free(passwd);
if (rv == 0) { /* dce_setenv() failed */
printf("\nExiting on error: %s\n",
dce_errstr());
exit(1);
}
return 1;
}
int GetUserInfo(char **env, char **usr, char **pwd)
{
*env = (char *)calloc(sizeof(char), 100);
*usr = (char *)calloc(sizeof(char), 100);
*pwd = (char *)calloc(sizeof(char), 100);
printf("Please provide the name of the OEC
environment file:\n");
gets(*env);
printf("Please type in your username:\n");
gets(*usr);
printf("Please type in your password:\n");
gets(*pwd);
return 1;
}

COBOL
01 envfile pic x(20) value "foo.env" & x"00".
01 username pic x(20) value x"00".
01 password pic x(20) value x"00".
call "dce_setenv_ref" using envfile, username,
password, status.
if status = 0
then
display "dce_setenv failed".
end-if.
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Visual Basic
Sub setup_app()
rv% = dce_setenv("C:＼client.env", $user, $passwd)
If (rv% = 0) Then
Call dce_showerror
End If
End Sub

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_set_account()
「環境ファイル」

dce_set_exit()
void dce_set_exit(void)

サーバのみ
dce_set_exit()はサーバコードから呼び出され、ただちに終了処理を行うようにサー
バに命じる、グローバルフラグを設定します。終了時に、サーバは指示された終了関数
があれば実行します(終了関数は、開発者により用意されるものですが、必ずしも必要で
はありません)。終了関数を作成するには、RPCMake の呼び出し時に、-e コマンドライ
ンオプションを指定します。
パラメータ

in/out 説明

なし
戻り値

意味

なし

追加言語
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参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()

dce_should_exit()
int dce_should_exit(void)

サーバのみ
サーバコード中から呼び出される dce_should_exit()は、サーバの終了状態を照
会して、サーバが次の機会に終了する準備ができている場合(すなわち、
dce_set_exit()が呼び出されたか、他の理由で終了フラグが設定されている場合)
は 1 を返し、サーバの終了フラグが設定されていない場合は 0 を返します。
パラメータ

in/out 説明

なし
戻り値

意味

0

サーバは終了の準備ができていません。

1

サーバは終了の準備ができています。

追加言語

例
COBOL
call "dce_should_exit_ref" using result.
if result = 1
then
display "preparing to exit..."
end-if.

196

リファレンス

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()

dce_validarg()
int dce_validarg(char * arg)

サーバのみ
dce_validarg()は、入力としてポインタへの引数(argv を通じて C プログラムに渡
される)をとり、Nextra ライブラリが引数を認識するかどうかを返します。この関数を使用
すると、Nextra ライブラリに関連するがサーバには関連していない引数を無視するの
で、開発者のコマンドライン処理を容易にします。
パラメータ in/out

説明

arg

文字列に対するポインタ。通常は、起動時に C プログラムに渡
される argv 配列のエレメント。

in

戻り値

意味

0

引数は Nextra ライブラリによって認識されませんでした。(開発者は、こ
れを無視するか、その裁量において処理できます。)

1

引数は Nextra ライブラリによって認識されました。(開発者が処理する必
要はありません。)

2

この引数と次の引数は、Nextra ライブラリによって認識されました。(開発
者が処理する必要はありません。)

以下の引数は dce_validarg()で受け入れられます。
引数

意味

-bg

サーバをバックグランドに送ります。

-e

環境ファイル。
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-log

デバッグログファイルのファイル名。

-s

バリアブル・ネームド・サーバのサービス／インタフェース名。

-u

クライアントとして動作するサーバのユーザ名。

追加言語

例
C
#include <stdio.h>
#include <dceinc.h>
start_up_func(int argc, char *argv[])
{
int i, rv;
for (i=1; i<argc; i++) {
if (rv = dce_validarg(argv[i])) {
printf("RPC library processed
<%s>\n",argv[i]);
i += (rv - 1);
/* -1 because of the i++ in the for loop
*/
continue;
} else {
/* User code processing goes here */
print("User code processed
<%s>\n",argv[i]);
}
}
}

sql_connect_<interface>()
クライアントのみ
この関数は、デディケイテッド・トランザクション・サーバのクライアントによってのみ呼び出
すことができます。
この関数は、以前の関数 sql_prepare_<interface>()に代わるものです。新しい
関数を使用すると、関数呼び出し時にアクセスされる DB を指定できるようになります。古
い関数は、.res ファイルにハードコーディングされた DB 名を持っていました。
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デディケイテッド DB アクセス・サーバ(DB_start)にアクセスしているクライアントは、
Nextra 以前のバージョンの場合と同様、sql_prepare_<interface>()関数を使
用し続けます。
関数定義のフォーマットは次のようになります。
long sql_ connect_<interface> (
char *dbname1, char *dbstr1, char *login1, char
*passwd1,
char *dbname2, char *dbstr2, char *login2, char
*passwd2,
…)

トランザクション・サーバ
この関数は、TPMake リソースファイルで指定されたデフォルト DB、RDBMS、ログイン、パ
スワードを（実行時に）無効にするために使用します。
TPMake は、リソースファイルで指定された RDBMS の数に基づき、
sql_connect_<interface>()関数をサーバコードの一部として transac.c の
中に生成します。使用するパラメータ数は、RDBMS の数の 4 倍です。各 RDBMS の引数
は dbname，dbstr，login，password です。
この関数呼び出しを受け取ると、デディケイテッド・サーバは、指定された名前とパスワー
ドを使用して、指定された RDBMS へログインします。この関数は、正常終了した場合に
は値 1 を返し、失敗した場合には適切なエラーコードを返します。
sql_connect_<interface>()が最初に呼び出された RPC ではない場合、デディ
ケイテッド・サーバは、各 RDBMS のリソースファイルのログインとパスワードフィールドを使
用して、通常サーバと全く同様に DB にログインします。
トランザクションを定義するのは開発者なので、開発者が IDL ファイルをトランザクショ
ン・サーバのために作成しなければなりません。
TPMake により生成された C コードを検査して、生成された
sql_connect_<interface>()，sql_set_max_rows_<interface>()関数
を見つける必要があります。これに対応して、これらの 2 つの関数を IDL ファイルの中
に定義します。
パラメータ

in/out

説明

dbname

in

照会を行うテーブルの DB 名。

in

上記で指定した特定の DB にアクセスするリモート DB エン
ジンのエイリアス。このようなエイリアスは、Oracle では
tnsnames.ora ファイルに、Microsoft SQL Server では

dbstr
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SQL クライアント構成ユーティリティに定義されています。トラ
ンザクション・サーバがローカル DB にアクセスする場合は、
このパラメータは空文字列""に設定しなければなりません。

login

in

指定した DB へのアクセスに使用するユーザ名。

passwd

in

上記のユーザ名に対応するパスワード。

戻り値

意味

DCPSUCCESS

正常終了。

errno

Nextra データベース関数エラーコード。Nextra データベースエ
ラーコードのリストについては、『トラブルシューティングガイド』の
「DB アクセスエラー」ページを参照。

例
C
以下の例のクライアントは、bank デディケイテッド・トランザクション・サーバにログインす
るよう dbtest データベースに命じます。
#include <stdio.h>
main(int
{
long
char
char
char
char

argc, char **argv)
rv;
*amount, *chk_act, *sav_act;
envfile[100];
instring[100], *outstring;
inbuf[100];

printf("Please enter the name of the env file: ");
gets(envfile);
printf("File: %s", envfile);
if (!dce_setenv(envfile,NULL,NULL)) {
printf("Error: %s\n", dce_errstr());
exit(1);
}
rv = sql_connect_bank("dbtest","NETSERVER","sa","");
/* dbtest is the name of the database,
* NETSERVER the alias name for the Sybase SQL server on
* the server machine,
* sa is the login,
* and the default password for Sybase is empty
*/
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rv = sql_set_max_rows_bank(25);
rv = xfer2savings(amount, chk_act, sav_act);
if (rv < 1)
printf("Error occurred in transaction - aborted\n");
else
printf("Transaction successful\n");
dce_release();
}

参照
『サーバ開発者ガイド』の「カーソルと DB コネクティビティサーバ」 、『トランザクション制
御ガイド』の「トランザクション・サーバのセッションの開始」 、Nextra ライブラリ関数：
sql_set_max_rows_()，sql_prepare_()

sql_prepare_<interface>()

クライアントのみ
この関数は、デディケイテッド・トランザクション・サーバのクライアントまたはデディケイテッ
ド・DB アクセス・サーバのクライアントでのみ呼び出すことができます。その動作は、サー
バが含んでいる関数の種類によって異なります。
注：デディケイテッド・トランザクション・サーバを作成する場合、代わりに関数
sql_connect_<interface>()を使用してください。デディケイテッド・トランザクショ
ン・サーバで使用する場合、sql_prepare_<interface>()は Nextra 以前の古
いバージョン用です。
デディケイテッド・トランザクション・サーバでは、関数定義のフォーマットは次のようになり
ます。
long sql_prepare_<interface> (
char * login1, char * passwd1, char * login2, char *
passwd2, ...)

DB アクセス・サーバ(DB_start)では、次のようになります。
long sql_prepare_<interface> (
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char * dbname, char * login, char * passwd)

デディケイテッド・トランザクション・サーバ
この関数を使用すると、TPMake リソースファイルで指定されたデフォルトのログインとパ
スワードを(実行時に)無効にできます。
TPMake は、リソースファイルで指定された RDBMS の数に基づき、
sql_prepare_<interface>()関数をサーバコードの一部として transac.c に
生成します。使用するパラメータ数は、RDBMS の数の 2 倍です。各 RDBMS の引数は
login と password です。
最初のログインとパスワードは、TPMake リソースファイルにリストされている最初の DB に
アクセスするために使用します。2 番目のログインとパスワードは、リストされている 2 番
目の DB に使用されます。
この関数呼び出しを受け取ると、デディケイテッド・サーバは指定された名前とパスワード
を使用して RDBMS に対するログインを初期化します。これは、リソースファイルで指定さ
れた DB にアクセスします。この関数は、正常終了の場合には値 1 を返し、失敗した場
合には適切なエラーコードを返します。
sql_prepare_<interface>()が最初に呼び出された RPC ではない場合、デディ
ケイテッド・サーバは、各 RDBMS のリソースファイルのログインとパスワードのフィールドを
使用して、通常のサーバと全く同様に DB にログインします。
トランザクションを定義するのは開発者なので、開発者がトランザクション・サーバのため
の IDL ファイルを作成しなければなりません。TPMake により生成された C コードを検
査して、生成された sql_prepare_<interface>()および
sql_set_max_rows_<interface>()関数を見つける必要があります。これに対応
して、これらの 2 つの関数を IDL ファイル内に、開発者が定義します。
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パラメータ

in/out

説明

login

in

指定した TPMake リソースファイルにリストされた、最初の DB
にアクセスするために使用するユーザ名。

passwd

in

上記のユーザ名に対応するパスワード。

戻り値

意味

DCPSUCCESS

正常終了。

errno

NextraDB 関数エラーコード。DB エラーコードのリストについて
は、『トラブルシューティングガイド』の「データアクセスエラー」を参
照。

リファレンス

デディケイテッドDBアクセス・サーバ
この関数は、環境変数 DB_LOGIN と DB_PWD で指定された、デフォルトのログインとパ
スワード、またはコマンドラインにて-d フラグで指定されたデフォルト DB を、(実行時に)
無効にするために使用します。
sql_prepare_<interface>()がデディケイテッド・サーバが最初に受け取った
RPC ではない場合、デフォルト値を使用して DB に対するログインを行います。環境変数
が設定されていない場合、使用されるログインとパスワードは NULL です。ログインに失
敗した場合、デディケイテッド・サーバは DB に接続せずに終了します。
このサーバの最初の RPC として sql_prepare_<interface>()を呼び出して、これ
らのデフォルトを無効にできます。この関数は、アクセスする DB、ユーザ名、パスワードと
いう 3 つの引数をとります。
この関数呼び出しを受け取ると、サーバは指定された名前とパスワードを使用して、指定
された DB へのログインを行います。関数が正常終了した場合、以降のこの関数への呼
び出しは Nextra エラー(DBALREADYCONN: Already Connected)を返します。
最初の呼び出しが失敗した場合、サーバはこの関数への他の呼び出ししか受け取りませ
ん。sql_prepare_<interface>()関数が正常終了したことが、DCPSUCCESS の
戻り値で示されるまで、引き続き他の RPC を受け取りません。(エラーコード
DBUSELOGINRPC: Use Login RPC を返します。)
パラメータ

in/out

説明

dbname

in

サーバが接続すると予測する DB 名。

login

in

最初の引数で指定された DB にアクセスするために使用する
ユーザ名。

passwd

in

2 番目の引数のユーザ名に対応するパスワード。

戻り値

意味

DCPSUCCESS

正常終了

errno

NextraDB エラーコードのリストについては『トラブルシューティン
グガイド』の「データアクセスエラー」を参照。

バリアブル・ネームド・サーバ
バリアブル・ネームド・サーバでは、スケルトンは全てのリモート関数呼び出しに使用され
る引数を自動的に含みます。この引数は常にパラメータリストの最初の引数であり、関数
呼び出しの際に使用されるインタフェース名が指定されます。
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クライアントが、2 つ以上のバリアブルネームド・デディケイテッド・トランザクション・サーバ
または DB アクセス・サーバ（DB_start）にアクセスすると、カーソルファンクショナリティ
は違う名前の関数に複製されます。(スケルトンごとに 1 回) しかし、これらの関数はそ
れぞれ引数としてインタフェース名をとるので、
sql_set_max_rows_<interface>()関数を使用して、カーソルをどのバリアブル・
ネームド・サーバにも設定できます。実際、必要であれば、それぞれに 1 つを残し、IDL
ファイルから冗長関数定義を削除することができます。

複数、バリアブルネームド、トランザクション・サーバのみ
このタイプのサーバでは sql_prepare_<interface>()に必要な引数の数はインタ
フェースによって異なるため、どの IDL ファイルからもこれらの定義を削除してはいけま
せん。バリアブル・ネームド・サーバで、この関数を呼び出すときには、interface パラ
メータ値は、関数名の<interface>部分に一致しなければなりません。

例
C
以下の例のクライアントは、変数 db で指定された DB にログインするよう、DB アクセス・
サーバに命じます。
...
/*
* Since this is a dedicated server,
* this first call should be to log into
* the database. This call will direct the
* server to log into the given database
* with the given username and password.
*/
if (sql_prepare_DAP2("oecs_db", "oecsupp", "oecsupp") !=
1) {
printf("Error logging into database\n");
exit(1);
}
/*
* We want to use a cursor to
* retrieve the data in the so
* we use the sql_set_max_rows_???
* in order to set the cursor size.
*/
if (sql_set_max_rows_DAP2(MAX_ROWS) != 1) {
printf("Error setting max rows\n");
exit(1);
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...

参照
『サーバ開発者ガイド』の「カーソルと DB コネクティビティサーバ」
『トランザクション制御ガイド』の「トランザクション・サーバのセッションの開始」
Nextra ライブラリ関数： sql_set_max_rows_()，sql_connect_()

sql_set_max_rows_<interface>()
long sql_set_max_rows_<interface> (long maxrows)

クライアントのみ
このリモート関数は、デディケイテッド・トランザクション・サーバのクライアント、またはデデ
ィケイテッド DB アクセス・サーバのクライアントによってのみ呼び出されます。
この関数の定義は、インタフェース<interface>のために SQLMake によって生成さ
れる IDL ファイルに自動的に含まれます。<interface>の IDL ファイルがこの関数
の定義を含まない場合、この関数は使用できません。
トランザクション・サーバを処理する場合、TPMake によって生成されたコードはこの関数
を含みます。しかし、自分の IDL ファイルを作成する場合、この関数の定義を加える必
要があります。
この関数は、名前を付けられたインタフェースの全ての関数について、select 文を含
む関数が発行されるたびに検索される DB 行の最大数を設定します。この関数が呼び出
され、DB の select 文が maxrows 行より多くの行を戻す場合、関数は、最初の呼び
出しにおいて最初の maxrows 行だけを返し、次の呼び出しにおいて、次の maxrows
行を返すというように、select 文が選択した全ての行を返すまで繰り返します。
呼び出しが、ちょうど maxrows 行を含む最終行を返す場合、次の呼び出しは、0 を返
すことによって、データの終わりに達したことを通知します。呼び出しが、maxrows 行より
少ない最終行を返す場合、サーバから返された行数がより小さいことによって、データの
終わりに達したことを通知するシグナルの役割を果たします。データの終わりを通知する
呼び出しに続く sql_set_max_rows_<interface>()への呼び出しは、最初の行
を返します。
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たとえば、照会が合計 500 行を選択し、sql_set_max_rows_<interface>()が
値 50 によって呼び出されている場合、最初の照会時には最初の 50 行だけが返されま
す。同じ照会を実行するたびに、次のセットの 50 行が返されます。同じ照会が 10 回呼
び出されると、11 回目には 0 行が返され、12 回目には再び最初の 50 行が返されます。
トランザクション・サーバにのみ、sql_set_max_rows_<interface>()は、特定のト
ランザクション内にある全ての選択照会について、最大行数を設定します。しかし、サー
バには sql_set_max_rows_<interface>()へのローカルアクセスがあるため、ト
ランザクションにおいて、そのトランザクションの個々の照会で返される行数を変えること
ができます。これは、select 文により返される最初の数行にのみ基づいて決定できる
場合に実行できます。
パラメータ

in/out

説明

maxrows

in

select 文の実行ごとに返される行数。0 か正数。0 の場合、最
初の文の実行で全ての行が返されます。

戻り値

意味

DCPSUCCESS

正常終了。

DBINVALIDPARAM maxrows が負の値です。
errno

NextraDB エラーコードのリストについては、『トラブルシューテ
ィングガイド』の「データアクセスエラー」を参照してください。

例
sql_prepare_<interface>()の例を参照してください。

参照
『サーバ開発者ガイド』の「カーソルと DB コネクティビティサーバ」、『トランザクション制御
ガイド』の「トランザクションサーバのセッションの開始」
Nextra ライブラリ関数： sql_prepare_()，sql_connect_()

オブジェクト言語用API

206

リファレンス

dce_setenv()
void dce_setenv(java.lang.String env_file)

Class
com.inspire.rpc.client.Environment

クライアントのみ
dce_setenv() API の説明を参照してください。
パラメータ

in/out

説明

env_file

in

ロードする環境ファイル名。または、環境ファイル名のパス名と
ファイル名を含む環境変数。

戻り値

意味

例
C#.NET
using com.inspire.rpc.client.Environment;
..
..
string envfile = "client.env";
..
..
dce_setenv(envfile);

Java
import com.inspire.rpc.client.Environemnt;
..
..
String envfile = "client.env";
..
..
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dce_setenv(envfile);

VB.NET
Imports com.inspire.rpc.client.Environment;
..
..
Dim envfiel As String = “client.env”
..
..
dce_setenev(envfile)

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_setenv()
Nextra オブジェクト関数：

getLog()
RPCLog getLog(java.lang.String func, java.lang.String msg))

Class
com.inspire.rpc.server

Interface
ServerContext

サーバ（Java）のみ
Java アプリケーション・サーバである rpcjava にてこの関数を使用できます。
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in/out

説明

func

in

Nextra ログ内、関数名の位置に出力する任意の関数名を指
定します。

リファレンス

msg

in

戻り値

意味

Nextra ログ内、メッセージの位置に出力する任意のメッセー
ジを指定します。

例
Java
import com.inspire.rpc.server.Server;
import com.inspire.rpc.server.ServerContext;
..
public class jserverImpl implements jserver, ServerFactory
{
private ServerContext ctx;
..
public void execRPC() throws ServerException{
ctx.getLog().debug("exeRPC","debug log");
ctx.getLog().error("exeRPC","error log");
ctx.getLog().warn("exeRPC","warn log");
}

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
Nextra オブジェクト関数： Log()
「ログファイル」、「環境ファイル」

getSignature()
static java.lang.String getSignature()

Class
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com.inspire.rpc.client.Signature

クライアントのみ
dce_get_signature() API の説明を参照してください。
パラメータ

in/out

説明

戻り値

意味

uuid

36 バイト文字列

例
C#.NET
using com.inspire.rpc.client;
using com.inspire.rpc.shared;
using com.inspire.rpc.client.Signature;
public class Bank
{
public static void Main(String[] args)
{
...
inst.xfer2savings();
}
private bank_c stub = new bank_c();
private int xfer2savings()
{
string uuid;
...
uuid = Signature.getSignature();
ret = stub.xfer2savings(uuid,,,);
}
}

Java
import com.inspire.rpc.client;
import com.inspire.rpc.shared ;
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import com.inspire.rpc.client.Signature;
public class Bank {
public static void main(String[] args) {
Bank inst = new Bank();
inst._xfer2savings();
}
private bank_c stub = new bank_c();
private void _xfer2savings(){
RPCTable table;
String uuid =null;
...
uuid = Signature.getSignature();
table = stub.xfer2savings(uuid,,,);
ret = table.getIntReturn();
...
}
}

VB.NET
Imporst com.inspire.rpc.client
Imporst com.inspire.rpc.shared
Imporst com.inspire.rpc.client.Signature

Public Class Bank
Public Shared Sub Main(ByVal args() As String)
...
inst.xfer2savings()
End Sub
Private stub As New bank_c
Private Sub xfer2savings()
Dim uuid As String
...
uuid = Signature.getSignature()
ret = stub.xfer2savings(uuid,,,)
End Sub
End Class

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_get_signature()
Nextra オブジェクト関数：
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Log()
void Log(java.lang.String func, java.lang.Object msg)

Class
com.inpsire.rpc.client

Interface

クライアントのみ
パラメータ

in/out

説明

func

in

Nextra ログ内、関数名の位置に出力する任意の関数名を指
定します。

msg

in

Nextra ログ内、メッセージの位置に出力する任意のメッセージ
を指定します。

戻り値

意味

例
C#.NET
using com.inspire.rpc.client;
..
public class xxxx {
..

}
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Java
import com.inspire.rpc.client.*;
..
public class xxxx {
..

Gateway.log.debug("client", "this func - debug");
Gateway.log.error("client", "this func - error");

..
}

VB.NET
Imporst com.inspire.rpc.client
..

Public Class xxxx {
..

..
}

Gateway.log.debug(“client”, “this func – debug”)
Gatway.log_error(“client”, “this func – error”)

参照
Nextra ライブラリ関数： dce_clearerror() , dce_dbgwrite() ,
dce_err_is_fatal() , dce_errnum() , dce_error() ,
dce_errstr() , dce_log_str() , dce_set_exit() ,
dce_should_exit()
Nextra オブジェクト関数： getLog()
「ログファイル」、「環境ファイル」

removeAllServer()
void removeAllServer (java.lang.String interface_name)

Class
com.inspire.rpc.client.RpcConnection
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クライアントのみ
dce_remove_all_server() API の説明を参照してください。

警告
ユーザコード内で使用することはできません。ただし、利用したい場合
には、自動生成されたスタブへの追加が必要になります。

パラメータ

in/out

説明

interface_name

in

サーバ（インタフェース）名。

戻り値

意味

警告
この API により、同名のサーバ（インタフェース）名を持つ全ての位置
情報がブローカのキャッシュより削除されます。一度削除された情報
は、サーバが再起動されるまでブローカに再登録されないことに注意し
てください。

例
C#.NET
try {

con.removeAllServer("jserver");

} catch (Exception ex) {
}

Console.Out.WriteLine(ex);
Console.Out.WriteLine("con.removeAllServer - failed");

Java
try {
con.removeAllServer("jserver");
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
System.out.println("con.removeAllServer - failed");
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}

VB.NET
Try
con.removeAllServer("jserver")

Catch ex As Exception
Console.Out.WriteLine(ex)
Console.Out.WriteLine("con.removeAllServer -failed")
End Try

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_remove_all_server()
Nextra オブジェクト関数： removeBadServer()

removeBadServer()
void removeBadServer (java.lang.String interface_name)

Class
com.inspire.rpc.client.RpcConnection

クライアントのみ
dce_remove_bad_server() API の説明を参照してください。

警告
ユーザコード内で使用することはできません。ただし、利用したい場合
には、自動生成されたスタブへの追加が必要になります。

パラメータ

in/out

説明
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interface_name
戻り値

in

サーバ（インタフェース）名。

意味

例
C#.NET
try {
con.removeBadServer("jserver");

} catch (Exception ex) {
Console.Out.WriteLine(ex);
Console.Out.WriteLine("con.removeBdServer - failed");
}

Java
try {
con.removeBadServer("jserver");
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
System.out.println("con.removeBadServer - failed");
}

VB.NET
Try
con.removeBadServer("jserver")

Catch ex As Exception
Console.Out.WriteLine(ex)
Console.Out.WriteLine("con.removeBadServer - failed")
End Try

参照
Nextra ライブラリ関数：dce_remove_bad _server()
Nextra オブジェクト関数： removeAllServer()
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第 6 章 非同期RPC
この章では、Nextra において非同期 RPC をどのように利用するかについて説明しま
す。
一般的に、非同期の実現には CallBack（コールバック）、Polling（ポーリング）の２
つの方法があります。Nextra においては、CallBack を採用しており、C、C#.NET、
VB.NET、それに JAVA 言語にて対応しております。

オブジェクトクライアント（C#.NET, VB.NET, Java）
アーキテクチャ

図 6.1 ： オブジェクトクライアント非同期（Asynchronous）メッセージングのイメージ
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コードビュー

図 6.2 ： オブジェクトクライアント非同期（Asynchronous）RPC のサンプルコード

上記に対するスタブ（プロキシー）は以下のようになります。
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開発手順
開発手順は以下のようになります。
1. IDL（.def）ファイルの記述
記述方法については、インタフェース定義言語(IDL)ファイルを参照してください。
さらに、『クライアント開発者ガイド』「Java クライアント」「VB.NET, C#ク
ライアント」の章も参考にしてください。
2. スタブ（プロキシー）の生成
この後に記述されたスタブ生成を参考にしてください。
3. クライアントビジネスロジックの記述
非同期 RPC の呼び出し、CallBack メソッドの記述をこの中に行います。
4. コンパイル、そしてテスト
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Nexra 開発版製品の以下のディレクトリにサンプルが同梱されております。




samples/datatest/client/java
samples/datatest/client/vb
samples/datatest/client/cs

クライアントビジネスロジック中で使用される、Nextra API
com.inspire.rpc.client.Environment

Method Summary
static void
dce_setenv(java.lang.String Read the environment
envFile)
file
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com.inspire.rpc.client.CallBackBase

Method Summary
boolean
cancel()
void
clear()
RPCTable
getRPCTable()
java.lang.String getThreadID()
boolean
isCalledBack()
boolean

isCanceled()

Cancel the CallBack
Clear the CallBack
Get the RPCTable
Get the Thread ID
Ensure that the out parameters are
set to the CallBack object
Check if the CallBack is canceled

cancel() メソッドをデディケーテッド子プロセスに使用禁止
cancel()メソッドをデディケーテッド・サーバ子プロセスに対して発行し
ないでください。

com.inspire.rpc.client.log
Method Summary
void
debug(java.lang.String
Log the debug
funcName, java.lang.Object information in the
message)
client log file
com.inspire.rpc.client.DceAsyncInProgressException
CallBack がクリアされていない状態で、同じ CallBack オブジェクトを呼び出す
とこの Exception になります。
さらなる API 情報
Nexra 開発版製品、“docs/api/javagateway/index.html”のディレクトリ
を参照してください。

エラーハンドリング
非同期 RPC からのリターンコードの取得
図 6.2 のサンプルコードにあるように、以下でリターンコードを取得することが
できます。
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rv = tag.getIntReturn();
このようにリターンコードを取得するには、IDL（.def）ファイル中、RPC 名
（lower2upper）の前にデータタイプを宣言する必要があります。

システムエラー
図 6.2 のサンプルコードにあるように、ユーザロジックにおいて
は、”DceException”やそのサブクラスで Exception をキャッチすることができ
ます。
Nexra 開発版製品、
“docs/api/javagateway/com/inspire/rpc/client/DceException.ht
ml”を参照してください。
ロギング
図 6.2 のサンプルコードにあるように、プログラマの裁量でログファイルにログ
を書き出すことができます。
Gateway.log.debug("DceRPCTimeOutException ",
e.getMessage());

スタブ生成
以下にオブジェクトクライアント毎のスタブ生成コマンドラインとそのオプショ
ンを列記します。rpcmake については、rpcmake ユーティリティーを参照して
ください。
Java

> rpcmake -d xxx.def –c java
xxx_c.java
C#.NET

> rpcmake -d xxx.def –c cs
xxx_c.cs
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VB.NET

> rpcmake -d xxx.def –c vb.net
xxx_c.vb

C クライアント
アーキテクチャ

図 6.3 ： C クライアント非同期（Asynchronous）メッセージングのイメージ
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コードビュー

図 6.4 ： C クライアント非同期（Asynchronous）RPC のサンプルコード
上記に対するスタブ（プロキシー）は以下のようになります。
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開発手順
開発手順は以下のようになります。
1. IDL（.def）ファイルの記述
以下のようにタグを追加する必要があります。

記述方法については、インタフェース定義言語(IDL)ファイルを参照してください。
さらに、『クライアント開発者ガイド』「C,COBOL クライアント」の章も参考
にしてください。
2. スタブ（プロキシー）の生成
この後に記述されたスタブ生成を参考にしてください。
3. クライアントビジネスロジックの記述
非同期 RPC の呼び出し、CallBack メソッドの記述をこの中に行います。
4. コンパイル、そしてテスト

リファレンス
Nexra 開発版製品の以下のディレクトリにサンプルが同梱されております。


samples/datatest/client/c

クライアントビジネスロジック中で使用される、Nextra API
dce_cancel_async()
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dce_cancel_async() API を参照してくだい。
dce_setenv()
dce_setenv() API を参照してください。
dce_errnum()
dce_errnum() API を参照してください。
dce_dbgwrite()
dce_dbgwrite() API を参照してください。
さらなる API 情報
このマニュアルの「第 5 章 Nextra API」を参照してください。

エラーハンドリング
非同期 RPC からのリターンコードの取得
図 6.4 のサンプルコードにあるように、以下でリターンコードを取得することが
できます。
char *RPCid;
RPCid

= l2u("helloworld",&outstring,&l2u_Callback);

if (RPCid == NULL ) {
/* Error handling */
exit (0);
}
戻り値

意味

NULL

エラーが発生しました。
RPC が失敗しました。dce_errnum() または dce_errstr() API
を使用して詳細の確認をしてください。

その他

文字列 RPCid。
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非同期 RPC の戻り値は、全て文字列 RPCid になります
IDL（.def）ファイル中にて、非同期 RPC 関数に対してどんなデータ型
を指定しても、RPCid が戻り値になります。
データ型を指定した非同期 RPC 関数の戻り値は、CallBack 関数の
1 番目のアーギュメントとして渡されます。

このようにリターンコードを取得するには、IDL（.def）ファイル中、RPC 名
（l2u）の前にデータタイプを宣言する必要があります。

システムエラー
図 6.4 のサンプルコードにあるように、ユーザロジックにおいては、
dce_errnum() API を使用してシステムエラーを判断することができます。
『トラブルシューティングガイド』「第 2 章エラーリカバリ」も参照すると良い
でしょう。
ロギング
図 6.4 のサンプルコードにあるように、プログラマの裁量でログファイルにログ
を書き出すことができます。
dce_dbgwrite(DCE_LOG_DEBUG, "Error @ lower2upper_Callback: %s\n", dce_errstr());

スタブ生成
以下に C クライアントのスタブ生成コマンドラインとそのオプションを列記しま
す。rpcmake については、rpcmake ユーティリティーを参照してください。
1 IDL（.def）ファイル

> rpcmake -d xxx.def –c c
xxx_c.c
xxx.h
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複数IDL（.def）ファイル
> rpcmake -d xxx.def -d yyy.def -d zzz.def –c c
CLIENT_c.c
xxx.h
yyy.h
zzz.h
複数IDL（.def）ファイルとスタブ名の指定
> rpcmake -d xxx.def -d yyy.def -d zzz.def –c c –stub abc
abc_c.c
xxx.h
yyy.h
zzz..h

同じ RPC 関数名を使用できません
複数 IDL（.def）ファイルを指定できますが、同じ RPC 関数名が混在
できませんので注意してくだい。

227

リファレンス

ご注意
商標権に関する注意
Nextra 製品は、全て Inspire International の商標または登録商標です。その他記載のブランドお
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