
HPE NonStop SQL/MXリリース 3.4 

リファレンスマニュアル抜粋版 

本資料は、HPE NonStop SQL/MXリリース 3.3 (691117-197) から 

HPE NonStop SQL/MXリリース 3.4 (691117-008) への変更点を 

記載しております。 
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新規情報と更新内容 
691117-008のマニュアルへの変更点： 

• 表 12を更新して、MODIFY...REORGを追加しました。 

• 表 14を更新して、MODIFY...REPARTITIONと MODIFY...REORGを追加しました。 

• 「ALTER TABLE文」の構文を更新しました。 

• 「ALTER VIEW文」の注記から RI制約を削除しました。 

• CONTROL QUERY DEFAULT文に「インラインの CONTROL QUERY DEFAULT」および
その考慮事項を追加しました。 

• 「インデックス用のパーティションの自動作成」のセクションを追加しました。 

• 「CREATE INDEXの例」を更新しました。 

• 「スキーマの同時作成」を追加しました。 

• 「CREATE TRIGGER文」の以下の説明を更新しました。 

◦ searched-update-statement 

◦ insert-statement 

◦ set-new-statement 

• 「権限と使用の要件」の説明を更新しました。 

• CREATE TRIGGERに関する留意事項に「セキュリティに関する留意事項」および
「シーケンスジェネレーターとトリガー」 を追加しました。 

• 「CREATE VIEWに関する留意事項」にオプティマイザーのヒントに関する考慮事項を追
加しました。 

• 「DELETE文」の構文を更新しました。 

• 「DOWNGRADEユーティリティ」を更新して並行性と TMFへの影響を追加しました。 

• 「DROP SEQUENCEの構文の説明」を更新しました。 

• 「GIVE Objectに関する留意事項」を更新しました。 

• 「INSERT文」を更新しました。 
• 「ANSI名を使用したテーブルまたはインデックスの再ロード」にMODIFYの新形式を追
加しました。 

• 「レンジ分割されたテーブルとインデックスのパーティションの管理」を更新しました。 

• 「ハッシュ分割されたテーブルとインデックスのパーティションの管理」を更新しました。 

• 「オンラインのパーティション管理」および「オフラインのパーティション管理」 を更
新しました。 

• 「再分割操作のモデルオブジェクトに対する制限」を追加しました。 

• 「MODIFYの例」に MODIFYユーティリティの例を追加しました。 

• 「PURGEDATAユーティリティ」を更新しました。 

• 「RECOVER ユーティリティ」に RECOVERユーティリティの構文の説明を追加しました。 

• 「シーケンスジェネレーターに関する留意事項」 に REVOKE文の留意事項を追加し
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ました。 

• 「SELECT文」の構文を更新しました。 

• 「インライン CQDでの SELECTの例」に例を追加しました。 

• 「UPDATE文」のオプティマイザーのヒント付構文を更新しました。 

• 「UPDATE STATISTICS文」を更新しました。 

• 「UPGRADEユーティリティ」を更新し、並行性、TMFへの影響、および分散環境を追加
しました。 

• 「MXCIコマンドの例」を更新しました。 

• 「SET SESSION DEFAULT文」を追加しました。 

• 「SHOWSETコマンド」を追加しました。 

• 「SHOWSTATSコマンド」を更新しました。 

• 「FIXUP操作」の-rt コマンドの説明を更新しました。 

• 「SQL/MXヘルスチェックツール」を更新しました。 

• 「VERIFY操作」を更新しました。 

• 「数値データタイプ」で以下の変更をしました。 

◦ precision のデフォルト値を更新しました。 

◦ FLOAT [( precision )] の説明を更新しました。 

• 「パーティションの自動作成」を更新しました。 

• 「日付時刻関数」の下に以下の関数を追加しました。 

◦ 「LAST_DAY関数」 

◦ 「MONTHS_BETWEEN関数」 

◦ 「TO_TIMESTAMP関数」 

• 「数学関数」の下に以下の関数を追加しました。 

◦ 「CONVERTTOHEX」 

◦ 「ROUND」 

• 「その他の関数と式」の下に以下の関数を追加しました。 

◦ 「IFNULLまたは ISNULL」 

◦ 「NULLIF」 

◦ 「NULLIFZERO」 

◦ 「ZEROIFNULL」 

• 「TO_CHAR(<NUMERIC>) 関数」を更新しました。 

• 「ALL_UIDSテーブル」を更新しました。 

• 「SCHEMATAテーブル」を更新しました。 

• 「COL_PRIVILEGESテーブル」を更新しました。 

• 「OBJECTSテーブル」をシーケンスジェネレーターと外部シーケンスジェネレーターで更
新しました。 
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• 「デフォルト属性」の下に以下を追加しました。 

◦ CPU_LIST_FOR_ESP_PLACEMENT 

◦ DEFAULT_LENGTH_OF_STRING_FUNCTIONS 

◦ ENABLE_LAZY_CANCEL 

◦ ENABLE_OPTIMIZER_HINTS 

◦ MERGE_MDAM_DISJUNCTS 

◦ MXCMP_TIMEOUT 

◦ OPTIMIZER_HINTS_WARNING_LEVEL 

◦ POS_FOR_INDEX 

• 「メタデータ管理」を更新しました。 

• 「パーティション管理」の下に POS_FOR_INDEX属性と設定の詳細を追加しました。 

• 「クエリの最適化とパフォーマンス」の下に以下の CQD 属性と設定の詳細を追加しました。 

◦ CPU_LIST_FOR_ESP_PLACEMENT 

◦ DEFAULT_LENGTH_OF_STRING_FUNCTIONS 

◦ ENABLE_LAZY_CANCEL 

◦ ENABLE_OPTIMIZER_HINTS 

◦ MERGE_MDAM_DISJUNCTS 

◦ MXCMP_TIMEOUT 

◦ OPTIMIZER_HINTS_WARNING_LEVEL 

• Hewlett Packard Enterpriseの参照を更新しました。 
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表 12では、DDL操作の進行中に開始できる DML操作を比較しています。 

表 12 同時実行される DMLおよび DDL操作 
 

  開始できる DML操作 

進行中の DDL操作 SELECT 
UNCOMMITTED 

SELECT SHARE SELECT 
EXCLUSIVE 

UPDATE/ 
INSERT DELETE 

ALTER INDEX 許可* 許可 許可 許可 

ALTER SEQUENCE 
属性 

許可* 許可 許可 許可 

ALTER TABLE 
属性 

許可* 許可 許可 許可 

ALTER TABLE 
属性以外 

許可* 待機 待機 待機 

CREATE INDEX with 
POPULATE 

許可* 許可 待機 待機 

CREATE INDEX NO 
POPULATE 

許可 許可 許可 許可 

CREATE 
SEQUENCE 

許可 許可 許可 許可 

CREATE TRIGGER 
対象テーブル 

許可 許可 待機 待機 

CREATE TRIGGER 
参照先テーブル 

許可 許可 許可 許可 

CREATE VIEW 許可 許可 許可 許可 

GRANT 許可* 待機 待機 待機 

MODIFY online 
operations 

許可* 許可 待機 待機 

MODIFY offline 
operations*** 

許可* 許可** 許可** 待機 

MODIFY...REORG 許可 許可 許可 許可 

POPULATE INDEX 許可* 許可** 許可** 待機 

REVOKE 許可* 許可 待機 待機 

UPDATE 
STATISTICS 

許可 許可 許可 許可** 

* DDL操作が DML操作を中断します 
** コミットフェーズ中を除き許可されます 
*** いくつかの例外があります。ハッシュ分割されたテーブルまたはインデックスからパーティションを削除するには排他的アクセスが必要で
す。 
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表 14に、ユーティリティでの同時実行の制限を示します。 

表 14 ユーティリティ操作の同時実行性の制限 
 

ユーティリティ DML操作 他のユーティリティ DDL操作 

メタデータ情報を読み取るだ
けのユーティリティ： 
EXPORTDDL 
INFO 
MXGNAMES 
SHOWDDL 
SHOWLABEL 
VERIFY 

すべての DML操作 
(SELECT、UPDATE、
DELETE、INSERT) を同時
に実行できる。 

このカテゴリのユーティ
リティはどれも同時に実
行できる。 

お勧めできません。 

メタデータとユーザーデータの
両方を読み取るユーティリテ
ィ： 
BACKUP 
FASTCOPY (ソーステーブルのみ)、
DUP (ソーステーブルのみ) 

SELECTのみが許可され
る。 

メタデータを読み取るユ
ーティリティのみを同時
に実行できる。 

お勧めできません。 

メタデータを読み取ってユー
ザーデータを更新するユーテ
ィリティ： 
IMPORT (高速ロードを使用しない) 

すべての DML操作 
(SELECT、UPDATE、
DELETE、INSERT) を同時
に実行できる。パーティシ
ョンに対するロックが多す
ぎる場合、DP2は DML操作
の同時実行を禁止するテー
ブルロックに昇格する。 

メタデータを読み取るユ
ーティリティのみ同時に
実行できる。同じテーブ
ルでの並列インポートが
許可される。 

お勧めできません。 

オフラインでメタデータを
更新およびユーザーデータ
を読み書きするユーティリ
ティ： 
MODIFY (Shared access 
オプション無し)* 
POPULATE INDEX (Shared 
access オプション無し)* 

SELECTのみが許可され
る。** 

メタデータを読み取るユ
ーティリティのみ同時に
実行できる。 

許可されない。 

オンラインでメタデータを更
新およびユーザーデータを読
み取る (書き込む場合もある) 
ユーティリティ： 
MODIFY (Shared access 
オプション有り) 
UPDATE STATISTICS 
POPULATE INDEX (Shared 
accessオプション有り)* 

すべての DML操作が許可さ
れる。 

メタデータを読み取るユ
ーティリティのみを同時
に実行できる。*** 

許可されない。 

データを更新およびメタデ
ータを変更する場合がある
ユーティリティ： 
FIXUP 
FASTCOPY (ターゲットテーブルのみ) 
DUP (ターゲットテーブルのみ) 

IMPORT using fast load 
MODIFY (ハッシュ分割の削除時) 

PURGEDATA 
RESTORE 

許可されない。 同時操作は許可されな
い。 

許可されない。 
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メタデータを読み取って更
新するがユーザーデータは
変更しないユーティリテ
ィ： 
UPGRADE 
DOWNGRADE 

すべての DML操作。 メタデータを読み取るだ
けのユーティリティ。 

許可されない。 

ファイルラベルステータスを
読み取るだけのユーティリテ
ィ: 
MODIFY REORG options 

すべての DML操作 
(SELECT、UPDATE、
DELETE、INSERT) を同時
に実行できる。 

このカテゴリのユーティ
リティはどれも同時に実
行できる。 

お勧めできません。 

テーブルやインデックスを再
区分するために使用するユー
ティリティ: 
MODIFY...REPARTITION 

すべての DML操作が許可さ
れる。 

メタデータを読み取るユ
ーティリティのみ同時に
実行できる。 

許可されない。 

物理ファイルを再構成す
るユーティリティ: 
MODIFY...REORG 

すべての DML操作が許可さ
れる。 

メタデータを読み取るユ
ーティリティのみ同時に
実行できる。 

許可されない。 

* いくつかの例外があります。ハッシュ分割されたテーブルまたはインデックスからパーティションを削除するには排他的アクセスが必要です。 
** これらの操作の最終段階でテーブルまたはインデックスへの排他的アクセスが必要なため、SELECT操作であっても実行できません。 
*** MODIFY操作の最終段階でテーブルまたはインデックスへの排他的アクセスが必要なため、いかなる DDLおよび DMLも実行できません。 
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ALTER TABLE文 
「ALTER TABLEに関する留意事項」 (2-31) 「ALTER TABLEの例」 (2-41) 

ALTER TABLE文は、以下の操作により SQL/MXテーブルを変更します。 

• テーブルへの列の追加 

• テーブルの制約の追加または削除 

• テーブルの 1つ以上のファイル属性の変更 

• テーブルの名前変更 
 

ALTER TABLE table alter-action 
alter-action is: 
     ADD [COLUMN] column-definition 
   | ADD [CONSTRAINT constraint] table-constraint 
   | DROP CONSTRAINT constraint [RESTRICT | CASCADE] 
   | ATTRIBUTE[S] attribute [,attribute]... 
   | RENAME TO new-table-object-name [CASCADE] 
   | ATTRIBUTE[S] attribute [,attribute]... 
   | ALTER COLUMN column_name recalibrate-option 

| ALTER COLUMN column_name SET basic-sequence-generator-option 

column-definition is: 
   column-name data-type 
   [DEFAULT default] 
   [HEADING 'heading-string' | NO HEADING]  
   [[CONSTRAINT constraint] column-constraint]... 
 
data-type is: 
     CHAR[ACTER] [(length)[CHARACTERS]] 
         [CHARACTER SET char-set-name ] [COLLATE DEFAULT]  
         [UPSHIFT] 
   | PIC[TURE] X [(length)][CHARACTER SET char-set-name ]  
    length) 

        [CHARACTER SET char-set-name] [COLLATE DEFAULT]  

        [UPSHIFT] 
    | VARCHAR (length) [CHARACTER SET char-set-name]  
        [COLLATE DEFAULT] [UPSHIFT] 
    | NUMERIC [(precision [,scale])] [SIGNED|UNSIGNED] 
    | NCHAR [(length) [COLLATE DEFAULT] [UPSHIFT] 
    | NCHAR VARYING(length) [COLLATE DEFAULT] [UPSHIFT] 
    | SMALLINT [SIGNED|UNSIGNED] 
precision [,scale])] [SIGNED|UNSIGNED] 
    | PIC[TURE] [S]{ 9(integer) [V[9(scale)]] | V9(scale) }  
                [DISPLAY [SIGN IS LEADING] | COMP] 
    | FLOAT [(precision)] 
 | REAL 
    | DOUBLE PRECISION 
    | DATE 
    | TIME [(time-precision)] 
    | TIMESTAMP [(timestamp-precision)] 
    | INTERVAL { start-field TO end-field | single-field } 

  is: 
      literal 
     | NULL 
     | CURRENT_DATE 
     | CURRENT_TIME 
     | CURRENT_TIMESTAMP 
     | {CURRENT_USER | USER} 

column-constraint is: 
      UNIQUE 
    | PRIMARY KEY [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
    | CHECK (condition) 
    | REFERENCES ref-spec  
table-constraint is: 
      UNIQUE (column-list) 



9 
 

    | PRIMARY KEY (key-column-list) 
    | CHECK (condition) 
    | FOREIGN KEY (column-list) REFERENCES ref-spec 
column-list is: 
   column-name [,column-name]...  
key-column-list is: 
   column-name [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
      [,column-name [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]... 

COMMENT: 

| {INSERTLOG | NO INSERTLOG} 
  | {LOCKONREFRESH | NO LOCKONREFRESH } 
  | {[NO] | AUTOMATIC | MANUAL | MIXED] RANGELOG} 
  | [NO | ON STATEMENT | ON REQUEST | RECOMPUTE | ALL} 
      MVS ALLOWED END COMMENT 
     ref-spec is: 

referenced-table [(column-list)] 

[referential triggered action ] 
referential triggered action is: 
      update rule [delete rule ] 
    | delete rule [update rule ] 
 
update rule is: ON UPDATE referential action  
delete rule is: ON DELETE referential action  
referential action is: 
     RESTRICT 
   | NO ACTION 
   | CASCADE 
   | SET NULL 
   | SET DEFAULT 

attribute is: 

{ALLOCATE num-extents | DEALLOCATE} 

   | {AUDITCOMPRESS | NO AUDITCOMPRESS} 

   | {CLEARONPURGE | NO CLEARONPURGE} 

| MAXEXTENTS num-extents 
 
recalibrate-option is: 
   | RECALIBRATE 
   | RECALIBRATE TO signed-numeric-literal 

| RECALIBRATE TO signed-numeric-literal NO SELECT 
 
basic-sequence-generator-option is: 
     INCREMENT BY signed-numeric-literal 
   | MAXVALUE signed-numeric-literal 
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ALTER VIEW文 
このセクションでは、ALTER VIEW文と文を示す例について説明します。 

「ALTER VIEWに関する留意事項」 「ALTER VIEWの例」 

ALTER VIEW文は次のアクションを実行して、ビューを変更します。 

• スキーマ内のオブジェクトの名前変更 

• 1つ以上のビューファイル属性の変更によるビューの変更 

• 類似性チェックの有効化または無効化。これは SQL/MXリリース 3.2からサポートされ
ています 

 

ALTER VIEW name alter-action 

alter-action is:{rename-action | similarity-check-action}  

rename-action is: 
RENAME TO new-view-name 
 
similarity-check-action is: 
[{ENABLE | DISABLE} SIMILARITY CHECK] 

 

name 

変更するビューの名前を指定します。 

RENAME TO new-view-name 

ビューの論理名を変更します。 

new-view-name 

ビューの新しい ANSI名を指定します。ビューの新しい ANSI名は修飾できません。名
前が変更されたビューは現在のカタログとスキーマに留まります。 

 
 

注記: 
• ビューの名前を変更すると、参照元のビュー、およびトリガーのテキストが新しい名前

を参照するように変更されます。 
• RENAME TOによって、影響を受けるビューの再定義タイムスタンプが変更されます。

ただし、ビューによって参照されているテーブルは影響を受けません。 
 

 

 

similarity-check-option 

ENABLE SIMILARITY CHECK 
ビューの類似性チェックを有効にします。 

 
DISABLE SIMILARITY CHECK 
ビューの類似性チェックを無効にします。 
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ALTER VIEWに関する留意事項 

権限と使用の要件 
ビューを変更するには、そのスキーマを所有しているか、Super IDであるか、またはオブジェ
クトオーナーである必要があります。 

 
ビューの名前変更 

名前変更オプションを使用して、ビューの名前を変更できます。次に、ビューの名前を変更す
る場合の前提条件を示します。 

• ビューとそのファイルラベルが使用できる必要があります。 

• スキーマ内に新しい ANSI名がすでに存在していない必要があります。 
 

類似性チェック 

• ALTER VIEW文の発行後に類似性チェックの設定を有効にするには、 
ビューを使用しているアプリケーションを再コンパイルする必要があります。 

• 類似性チェックがすでに有効にされているビューに対して、ENABLE SIMILARITY 
CHECKが試みられるか、または類似性チェックがすでに無効にされているビューに対し
て、DISABLE SIMILARITY CHECKが試みられた場合、エラーが返されます。 

 
TMFへの影響 

名前変更 

TMFへの名前変更オプションの影響については、「TMFへの影響」 (2-39) を参照してください。 
 

ALTER VIEWの例 
• 次のコマンドはビューCAT.SCH.V1を V2に変更します。 

ALTER VIEW CAT.SCH.V1 RENAME TO V2; 

新しいビューV2は、引き続き V1と同じカタログとスキーマに留まります。 

• 次のコマンドは、ビューへの類似性チェックを有効にします。 

ALTER VIEW CAT.SCH.V1 ENABLE SIMILARITY CHECK; 

• 次のコマンドは、ビューへの類似性チェックを無効にします。 

ALTER VIEW CAT.SCH.V1 DISABLE SIMILARITY CHECK; 
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Inline CONTROL QUERY DEFAULT 
インラインの CONTROL QUERY DEFAULT機能により、文レベルで一連の CQDを指定でき
ます。つまり、文に対して複数の属性をカンマで区切って設定できます。インライン CQDを
持つ文をコンパイルすると、インラインで指定された CQDが、同一セッション内で指定され
た CQDより優先されます。インライン CQDは、指定の文のみに対して有効であり、同一の
MXCIまたはアプリケーションのセッションの他の文に対しては効果がありません。 

インライン CQDは DML文 (SELET、INSERT、DELETE、UPDATE) のみに対して使用でき
ます。インライン CQDの構文については、それぞれの DML文を参照してください。 
インライン CQDの詳細は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してください。 

 

CONTROL QUERY DEFAULTに関する留意事項 

CONTROL QUERY DEFAULTの範囲 
CONTROL QUERY DEFAULT文の実行の結果は、現在のプロセスが終了するまで、または同
じ attribute の別の文の実行によってそれがオーバーライドされるまで、有効なままになり
ます。デフォルト設定の優先順位についての詳細リストは「システムデフォルトテーブル」 
(10-37) を参照してください。 

 
CONTROL TABLEとの関係 

CONTROL QUERY DEFAULT文を使用して、現在のプロセスのすべてのテーブルの各種属性
のシステムレベルのデフォルト設定をオーバーライドします。CONTROL TABLE文を使用し
て、現在のプロセスのテーブルごとまたはすべてのテーブルの TABLELOCK、TIMEOUT、
SIMILARITY_CHECK属性のシステムレベルのデフォルト設定をオーバーライドします。たと
えば、文 CONTROL TABLE * TIMEOUT '3000'は文 CONTROL QUERY DEFAULT TIMEOUT 
'3000'と同じ効果を持ちます。「CONTROL TABLE文」 (2-72) を参照してください。 

CONTROL TABLE文は CONTROL QUERY DEFAULT文より優先されます。デフォルト設定
の優先順位についての詳細リストは「システムデフォルトテーブル」 (10-37) を参照してくだ
さい。 

 

インラインの CONTROL QUERY DEFAULT 

• CQDのうちのいずれかがエラーになると、文全体がコンパイルエラーになります。 

• インライン CQDは、文の最も外部のレベルでのみサポートされます。サブクエリ、
UNION、またはその他の複合文構造の中で使用されると、文のコンパイルは失敗します。
次に例を示します。 

SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col1 IN 

(SELECT col2 FROM table2 WITH CQD RECOMPILATION_WARNINGS 'ON', QUERY_CACHE '0'); 

• インライン CQDは、DDLおよびユーティリティ文と一緒には使用できません。 

• インライン CQDは、複合文の中ではサポートされません。 

• インライン CQD中では、RESETオプションまたはワイルドカードオプションの * を指
定できません。 

• クエリキャッシュでは、インライン CQD文および等価な通常の CQDと DML文の組み
合わせを、2つの個別の文として取り扱います。 

• CQDの優先度順は以下のとおりです。 
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1. インライン CQD 
2. モジュールファイルの-Dオプションで指定された CQD 
3. プレステートメント CQD 
4. SYSTEM_DEFAULTSテーブルエントリー 
5. DEFAULT -DEFAULT 

制限 

以下の属性はインライン CQDではサポートされません。 

• CATALOG 

• DDL_VIEW_SIMILARITY_CHECK 

• INFER_CHARSET 

• MP_SUBVOLUME 

• MP_SYSTEM 

• MP_VOLUME 

• MXCMP_TIMEOUT 

• NAMETYPE 

• NATIONAL_CHARSET 

• NOT_NULL_CONSTRAINT_DROPPABLE_OPTION 

• POS_NUM_OF_PARTNS 

• QUERY_CACHE 

• QUERY_CACHE_MAX_VICTIMS 

• QUERY_CACHE_REQUIRED_PREFIX_KEYS 

• QUERY_CACHE_STATEMENT_PINNING 

• READONLY_CURSOR 

• SCHEMA 

• VARCHAR_PARAM_DEFAULT_SIZE 
 
CONTROL QUERY DEFAULTの例 

• 現在のプロセスの ISOLATION_LEVEL属性を変更します。 

CONTROL QUERY DEFAULT ISOLATION_LEVEL 'READ UNCOMMITTED'; 

• 現在のプロセスの静的 TIMEOUT属性を変更します。 

CONTROL QUERY DEFAULT TIMEOUT '3000'; 

値 3000は 100分の 1秒単位で、30秒に等しくなります。 

• 現在のプロセスの TIMEOUT属性をその初期値にリセットします。 

CONTROL QUERY DEFAULT TIMEOUT RESET; 

• スクラッチディスクに使用するボリュームと優先されるボリュームを指定します。 
CONTROL QUERY DEFAULT SCRATCH_DISKS 
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'$data01, $data02, \tstnode.$scr'; 
 

CONTROL QUERY DEFAULT SCRATCH_DISKS_PREFERRED '$data02'; 
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インデックス用のパーティションの自動作成 

ユーザーが CREATE INDEX 文を使用してハッシュ分割されたインデックスを自動的に作成
できるように、NonStop SQL/MXは Partition Overlay Specification (POS) を使用しています。
NonStop SQL/MXは、レンジ分割されたインデックスの自動作成をサポートしていません。 

アプリケーションは、POSを有効にするかどうか、パーティションの数、およびパーティシ
ョンの物理的な場所を制御できます。 

以下の CONTROL QUERY DEFAULT属性によって、パーティションの物理的な場所と数、お
よびインデックス用に POSを有効にするか否か、が決定されます。 

• POS_LOCATIONS 

• POS_NUM_OF_PARTNS 

• POS_FOR_INDEX 

POS_RAISE_ERROR属性は、エラーの表示方法を制御します。これらの属性の値と構文につ
いては、「パーティション管理」を参照してください。 

インデックス用 POSを有効にするには、POS_NUM_OF_PARTNS属性を 1より大きい値に、
POS_FOR_INDEX属性を「ON」に設定します。 

POSをアクティブ化するには、次の条件が満たされていることを確認してください。 

• CREATE INDEX文の実行中に POS機能が適用されている。 

• CREATE INDEX 文がパーティショニング構文を使用して add location を指定していない。 

• CREATE INDEX文に、PARTITION、PARTITION BY、RANGE PARTITION、または
RANGE PARTITION BY句が含まれていない。 

• CREATE INDEX文に、HASH PARTITION、または HASH PARTITION BY句が含まれて
いても良い。 

プライマリパーティションの LOCATION句を指定した場合、パーティションは、その句で指
定されたボリュームに配置されます。その場合、POSはプライマリパーティションの場所を
生成しません。 

LOCATION句を指定せずに POS_LOCATIONSを設定した場合、プライマリパーティション
は、POS_LOCATIONSで指定されている最初のボリュームに配置されます。その他のパーテ
ィションは、POS_LOCATIONSでラウンドロビン方式で指定されたボリューム上にランダム
に配置されます。 

CREATE INDEX文で LOCATION句が指定されておらず、POS_LOCATIONS CQDが空であ
る場合、NonStop SQL/MXは、すべてのオーディット対象ボリュームからランダムに場所を
選択します。 

次の例は、属性値の組み合わせを使用してパーティションが自動的に作成される方法を示して
います。 
1. POS_NUM_OF_PARTNSを 3として指定し、POS_LOCATIONSに 3つの場所$VOL1、

$VOL2、および$VOL3をリストします。 

NonStop SQL/MXは、プライマリパーティションを$VOL1に配置し、2番目のパーティ
ションを$VOL1以外のボリュームにランダムに配置します。その後、その他のパーティ
ションをラウンドロビン方式で配置します。 

2. POS_NUM_OF_PARTNSを 5として指定し、POS_LOCATIONSに 3つの場所$VOL1、
$VOL2、および$VOL3をリストします。 
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NonStop SQL/MXは、プライマリパーティションを$VOL1に配置し、2番目のパーティ
ションを$VOL1以外のボリュームにランダムに配置します。その後、その他のパーティ
ションをラウンドロビン方式で配置します。 

3. POS_NUM_OF_PARTNSを 4として指定し、POS_LOCATIONSに 3つの場所$VOL1、
$VOL2、および$VOL3をリストします。 
さらに、CREATE文に$DATA1を指定する LOCATION句を含めます。 

NonStop SQL/MXは、プライマリパーティションを$DATA1に配置し、2番目のパーティ
ションを$DATA1以外のボリュームにランダムに配置します。その後、その他のパーティ
ションをラウンドロビン方式で配置します。 

 
パーティショニング列 

クラスタリングキーからパーティショニングキーを切り離すには、HASH PARTITION BY句
を使用します。HASH PARTITION BY句がない場合、インデックスのパーティショニング列
はクラスタリングキー列と同じになります。POSを使用すると、切り離されたキーを含むイ
ンデックスのパーティションを自動的に作成できます。 

 

CREATE INDEXの例 
• この例では、テーブルの 2つの列にインデックスを作成します。 

CREATE INDEX xempname 
ON persnl.employee (last_name, first_name); 

• この例では、テーブルに一意のインデックス (UNIQUE、PRIMARY KEY、または参照
制約をサポートするために使用することができるもの) を作成し、分割します。 
CREATE UNIQUE INDEX XEMP 
ON PERSNL.EMPLOYEE (LAST_NAME, EMPNUM) 
LOCATION $data1 
ATTRIBUTE NO AUDITCOMPRESS 
PARTITION (ADD FIRST KEY 'E' LOCATION $data1, 

ADD FIRST KEY 'J' LOCATION $data2, 
ADD FIRST KEY 'O' LOCATION $data2, 
ADD FIRST KEY 'T' LOCATION $data3); 

• この例では、POS_FOR_INDEXを使用してテーブル persnl.employee上に 2つのパーテ
ィションを持つインデックスを作成する方法を示します。 

以下の CQDを設定します。 
control query default POS_NUM_OF_PARTNS '2'; 
control query default POS_FOR_INDEX 'ON'; 

テーブル persnl.employeeにインデックスを作成します。 
create index persnl.employee_idx2 on persnl.employee_POS(b); 
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スキーマの同時作成 
同じカタログ内で、CREATE SCHEMAコマンドを同時に使用すると、システムメタデータテ
ーブルのロックの競合によりタイムアウトすることがあります。 

 

CREATE SCHEMAの例 
• この例では、スキーマを作成します。 

CREATE SCHEMA mycat.myschema; 

• この例では、サブボリューム ZSDABCDE上に配置された、pubs.jsmithがオーナー
であるスキーマを作成します。 
CREATE SCHEMA sch2 AUTHORIZATION “pubs.jsmith” 
LOCATION ZSDABCDE; 

• この例では、サブボリューム ZSDSCHEM上に配置されたスキーマを作成します。 
CREATE SCHEMA myschema LOCATION ZSDSCHEM; 

• この例では、サブボリューム ZSDSCHE2 がすでに別のスキーマで使用されているときに、
そのサブボリューム上に配置されたスキーマを意図的に作成します。 
CREATE SCHEMA myschema LOCATION ZSDSCHE2 REPEAT USE ALLOWED; 
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CREATE TRIGGER文 
「CREATE TRIGGERに関する留意事項」 (2-146) 

「CREATE TRIGGERの例」 (2-150) 

CREATE TRIGGER文は、SQL/MXテーブルに対するトリガーを作成するために使用さ
れます。トリガーは、指定されたイベントに応答して、データベースシステムに自動的
に特定のアクションを実行させるメカニズムです。 
 
CREATE TRIGGER trigger-name 
{BEFORE | AFTER} 
    {INSERT | DELETE | UPDATE [OF (columns)]} 
    ON table-name 
      [REFERENCING old-new-alias-list ] [FOR EACH {ROW | STATEMENT}] 
        [WHEN (search-condition)] 
          triggered-SQL-statement; 
 
columns is: 
    column-name, columns | column-name 
 
old-new-alias-list is: 
    old-new-alias, old-new-alias-list | old-new-alias 
 
old-new-alias is: 
    OLD [AS] correlation-name |  
    NEW [AS] correlation-name |  
    OLD [AS] table-alias 
    NEW [AS] table-alias 
 
triggered-SQL-statement is: 
searched-update-statement |  
    searched-delete-statement |  
    call-statement | 
    insert-statement |  
    signal-statement |  
    set-new-statement 
 
signal-statement is: 
    SIGNAL SQLSTATE quoted-sqlstate (quoted-string-expr); 

 

CREATE TRIGGERの構文の説明 

trigger-name 

追加されるトリガーの ANSI論理名を次の形式で指定します。 
 

[[catalog-name.]schema-name.]trigger-name 

ここで、名前の各部分は最大 128文字の有効な SQL識別子です。詳細は、「識別
子」 (6-56) を参照してください。 

 
column-name 

トリガーがアクティブ化されたときに挿入、削除、または更新する列の ANSI論理
名を次の形式で指定します。 

[[catalog-name.]schema-name.]column-name 

ここで、名前の各部分は最大 128文字の有効な SQL識別子です。 
 

table-name 
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このトリガーが定義されているテーブルの ANSI論理名を次の形式で指定します。 
 

[[catalog-name.]schema-name.]column-name 

ここで、名前の各部分は最大 128文字の有効な SQL識別子です。トリガーは、
SQL/MXテーブルでのみ定義できます。 

 
FOR EACH { ROW | STATEMENT } 

このトリガーが行または文のどちらに基づいているかを指定します。この句を指
定しない場合、デフォルトは BEFOREトリガーの場合は ROW、AFTERトリガ
ーの場合は STATEMENTです。 

 
old-new-alias 

トリガーによって使用される相関名またはテーブルエイリアスのリストです。 
 

correlation-name 

トリガーによって操作される古い行または新しい行の名前です。 
 

table-alias 

トリガーによって操作される古いテーブルまたは新しいテーブルの名前です。 
 

search-condition 

true の場合に、このトリガーをアクティブ化する条件です。SQL/MX リリース
3.2 から、AFTER トリガーは search-condition 内でサブクエリをサポートして
います。結合と GROUP BYを含む単純なサブクエリがサポートされます。 

 
triggered-SQL-statement 

このトリガーがアクティブ化されたときに実行される SQL文です。 
 

searched-update-statement 

AFTERトリガーがアクティブ化されたときに実行される更新文です。SQL/MX
リリース 3.4から、AFTERトリガーは searched-update-statement内でシーケ
ンスジェネレーターをサポートしています。この文でシーケンスジェネレータ
ーを使用するには、スキーマのバージョンが 3400 以上である必要があります。 

 
searched-delete-statement 

AFTERトリガーがアクティブ化されたときに実行される削除文です。 
 

call-statement 

AFTERトリガーがアクティブ化されたときに実行される CALL文です。このサポー
トは、SQL/MXリリース 3.2から使用できます。 

 
insert-statement 

AFTERトリガーがアクティブ化されたときに実行される挿入文です。SQL/MXリリ
ース 3.4から、AFTERトリガーは insert-statement内でシーケンスジェネレーター
をサポートしています。この文でシーケンスジェネレーターを使用するには、スキ
ーマのバージョンが 3400以上である必要があります。 

 
signal-statement 
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SIGNAL文に送信される文です。 
 

set-new-statement 

トリガーアクションによって変更される対象テーブル内の列を表す遷移変数に
値を割り当てるために、BEFOREトリガーアクションとして使用できる割り当
て文です。SQL/MXリリース 3.4から、BEFOREトリガーは set-new-
statement内でシーケンスジェネレーターをサポートしています。この文でシ
ーケンスジェネレーターを使用するには、スキーマのバージョンが 3400以上
である必要があります。 

 
quoted-sqlstate 

SIGNALに渡される 5桁の SQLSTATEです。quoted-string-expr  (message-
text) および quoted-sqlstateを取得するには、GET DIAGNOSTICSコマンドを
使用します。 

 
quoted-string-expr 

文字列式です。 
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権限と使用の要件 
トリガーを作成するには、以下の項目のオーナーである必要があります。 

• トリガーが定義されたスキーマ 

• 対象テーブルが配置されたスキーマ 

• 対象テーブル 
そうでない場合は、Super IDである必要があります。 

 
セキュリティに関する留意事項 

トリガーを作成するには、参照するオブジェクトに対する権限を持っている必要があります。
たとえば、参照テーブルに挿入するトリガーを作成するには、そのテーブルに対する INSERT
権限が必要です。 

シーケンスジェネレーター用にサポートされている権限は USAGE権限のみです。それゆえ、
トリガーから参照されるすべてのシーケンスジェネレーターオブジェクトに対する USAGE権
限を保持する必要があります。 

詳細は、「GIVE Objectに関する留意事項」および 「REVOKEに関する留意事項」 (2-314) 
を参照してください。 
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シーケンスジェネレーターとトリガー 
SQL/MXリリース 3.4から、トリガーは triggered-SQL-statement 内にシーケンスジェ
ネレーターを持てます。 

• シーケンスジェネレーターは、BEFOREおよび AFTERトリガーの両方、および ROW
および STATEMENTトリガーの両方について定義できます。 

ROWトリガーについては、シーケンスジェネレーターは、BEFOREトリガーの set-
new-statement 内でのみ使用でき、AFTERトリガーの insert-statementおよび
searched-update-statement 内でのみ使用できます。 
STATEMENTトリガーについて、シーケンスジェネレーターは、AFTERトリガーの
insert-statement および searched-update-statement 内でのみ使用できます。 

• シーケンスジェネレーターはトリガーのWHEN句および REFERENCING句内ではサポ
ートされません。 

• BEFOREおよび AFTERトリガー内のシーケンスジェネレーターについて CURRVALが
サポートされます。 

次の例は、AFTERトリガーでの CURRVALの使用を示します。 
CREATE TRIGGER ATRIG AFTER INSERT 

ON BT2 
REFERENCING NEW AS NEWTAB 
FOR EACH STATEMENT 
WHEN (NEWROW.ID < 2) 

UPDATE AT3 SET C = SEQ.CURRVAL; 

• シーケンスジェネレーターは、triggered-SQL-statementの更新での SET句内でサポート
されます。 

次の例は、シーケンスジェネレーターの更新文での SET句の使用を示します。 
CREATE TRIGGER A_TRIG2 AFTER INSERT 

ON AT2 
REFERENCING NEW AS NEWTAB 
FOR EACH STATEMENT 
WHEN ((SELECT COUNT (*) FROM AT3 WHERE NEWTAB.JJ = 2)>1) 

UPDATE AT2 SET C = SEQ.NEXTVAL; 

• シーケンスジェネレーターは、triggered-SQL-statement の更新および削除での
WHERE句内ではサポートされません。 
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CREATE VIEWに関する留意事項 
SQL/MPテーブルまたは SQL/MPエイリアスを参照する SQL/MXビューを作成するこ
とはできません。CREATE VIEW文でオプティマイザーのヒントを指定できません。 
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DELETE文 
「DELETEに関する留意事項」 (2-165)  

「MXCIでの DELETEの例」 (2-168)  

「Cでの DELETEの例」 (2-171)  

「COBOLの DELETEの例」 (2-171) 

「パブリッシュ/サブスクライブでの DELETEの例」 (2-172) 

DELETE文は、テーブルまたは更新可能なビューから行を削除する DML文です。ビューから
行を削除すると、ビューが基にしているテーブルから行が削除されます。 
DELETEは、テーブルまたはビューの最後の行が削除されても、テーブルまたはビューを削除
しません。 

SQL/MXリリース 3.2以降では、自己参照削除がサポートされます。このサポートにより、タ
ーゲットテーブルから削除する行をサブクエリで選択できます。 

DELETE文の 3つの形式を次に示します。 

• 検索による DELETE — 行を削除します (行の選択は検索条件によって異なります) 

• 位置指定による DELETE — カーソルの位置によって判別される 1つの行を削除
します。  

• MULTI COMMIT DELETE (MCD)  — 一連の小さい個別のトランザクションで多数のレコ
ードを削除します。 

検索による DELETEの形式でWHERE句がない場合は、テーブルまたはビューからすべての
行が削除されます。 

位置指定による DELETEの形式は、埋め込み SQLプログラムでのみ使用します。検索による
形式は、MXCIまたは埋め込み SQLプログラムで使用します。 

 
検索によるDELETEを次に示します。 

  [ ROWSET FOR INPUT SIZE rowset-size-in ]  

DELETE [multi-commit-option] FROM table 

  | STREAM (table ) [AFTER LAST ROW]  

  [SET ON ROLLBACK set-roll-clause [,set-roll-clause]...]  

  [WHERE search-condition | rowset-search-condition ]  

[[FOR] access-option ACCESS] 

[WITH control-query-default control-list][statement-level-hint-list]  

set-roll-clause is: 

column-name = expression |  

access-option is: 
READ COMMITTED 

| SERIALIZABLE 
| REPEATABLE READ 
| SKIP CONFLICT 

 

control-query-default is: 
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CONTROL QUERY DEFAULT 
 
control-list is: 
attribute 'attr-value' 
| attribute 'attr-value' [, control-list]... 

 
statement-level-hint-list is: 
USING <<+ hint-list >> 
 
hint-list is: 

hint [, hint-list] 
 
hint is: 

statement-hint 
| table-hint 

 
statement-hint is: 
join-type-hint 
 
table-hint is: 
access-path-hint 
| cardinality-hint 
| selectivity-hint 

 
join-type-hint is: 
USE_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
| NO_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
| USE_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
| NO_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
| USE_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 
| NO_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 

 
access-path-hint is: 
BASETABLE table 
| NO_BASETABLE table 
| INDEX table( index-list ) 
| NO_INDEX table( index-list ) 
| INDEXJOIN table( index-list ) 
| NO_INDEXJOIN table( index-list ) 

 
index-list is: 

index [, index]... 
 
cardinality-hint is: 

CARDINALITY table( cardinality-value ) 
 
selectivity-hint is: 

SELECTIVITY table( selectivity-value ) 
 

位置指定による DELETEを次に示します。 

DELETE FROM table 

WHERE CURRENT OF {cursor-name | ext-cursor-name}  

 

MULTI COMMIT DELETEを次に示します。 

multi-commit-option is: 
WITH MULTI COMMIT [ granularity ] 

granularity is: 
EVERY num ROWS 

 
 

ROWSET FOR INPUT SIZE rowset-size-in 

WHERE句に rowset-search-condition を指定した場合にのみ許可されま
す。rowset-size-in は入力行セットのサイズを指定したサイズに制限します。
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行セットに割り当てられているサイズと rowset-size-in が異なる場合、
NonStop SQL/MXは 2つのサイズの小さい方を使用し、大きい行セットの残り
のエントリーを無視します。 

rowset-size-inは、Cの unsigned short、signed short、unsigned long、または
signed longタイプの正数リテラル、および COBOLの対応する同等な正数リテラ
ル (真数リテラル、動的パラメーター、またはホスト変数) である必要があります。
rowset-size-inを指定しない場合、NonStop SQL/MXは埋め込み SQLプログラム
の SQL Declare Sectionに指定された割り当て済みの行セットのサイズを使用し
ます。  

 
table 

行を削除するユーザーテーブルまたはビューを指定します。tableは実テーブルま
たは更新可能なビューである必要があります。テーブルまたはビューを参照する
には、次の名前タイプのいずれかを使用します。 

• Guardian物理名 

• ANSI論理名 

• DEFINE名 

「データベースオブジェクト名」 (6-13) を参照してください。 

テーブルまたは実テーブルのファイル編成は、キーシーケンスである必要がありま
す。DELETEを使用して、SQL/MPの入力順テーブルから行を削除することはでき
ません。 

 

 STREAM (table) 

指定したテーブルから連続したデータストリームを削除します。SELECT文のテー
ブル参照として埋め込まれていない場合、DELETE文に STREAMアクセスを指定
できません。「SELECT文」を参照してください。 

[AFTER LAST ROW] 

テーブル内の既存のすべての行をストリームがスキップするようにして、ストリー
ムのカーソルが開かれてから公開された行のみを削除します。  

 

 SET ON ROLLBACK set-roll-clause [,set-roll-clause ]... 
DELETE文の実行によって、それに含まれているトランザクションがロールバックされ
た場合、1つ以上の列が更新されます。 

 
set-roll-clause 

指定した列に特定の値を設定します。各 set-roll-clause について、指定した
ターゲットの column-nameの値が、更新ソースの expression の値に置き換え
られます。ターゲットの各列のデータタイプが、ソース値のデータタイプと互換性
がある必要があります。 
column-name 

更新する table の列を指定します。列名を修飾したり、繰り返したりすることはで
きません。プライマリキーの一部である列の値を更新することはできません。 
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expression 

列の値を指定する SQL値の式です。expression には、列に定義した集約関数を
含めることはできません。expression のデータタイプは、column-name のデー
タタイプと互換性がある必要があります。expression 内のスカラーサブクエリは、
更新されているテーブルを参照できません。 
expression が更新される列を参照している場合、NonStop SQL/MXは元の値を
使用して式を評価し、新しい値を判別します。 
「式」 (6-41) を参照してください。 

 
WHERE search-condition 

削除する行を選択する検索条件を指定します。検索条件内で比較される列は、削除
されるテーブルまたはビューの列です。「検索条件」 (6-108) を参照してください。 
検索条件を指定しない場合は、テーブルまたはビューのすべての行が削除されます。
PURGEDATAユーティリティを使用することによって、テーブルまたはテーブルの
パーティションからすべての行を削除することもできます。 

 

WHERE rowset-search-condition 
削除する行を選択する検索条件の配列を指定します。検索条件は順番に適用され、
各条件によって選択された行は、次の検索条件が適用される前に削除されます。
「行セット検索条件」 (6-110) を参照してください。  

 
[FOR] access-option ACCESS 

検索条件の評価に使用されるデータに必要なアクセスオプションを指定します。
「データ一貫性とアクセスオプション」 (1-8) を参照してください。 

 
READ COMMITTED 
検索条件の評価に使用されるデータが、コミット済みの行である必要があることを
指定します。 

 
SERIALIZABLE | REPEATABLE READ 
DELETE文および並行プロセス (同じデータにアクセスする) が並行ではなく連続的
に実行されているかのように実行することを指定します。 

 
SKIP CONFLICT 
別のトランザクションによって競合モードでロックされている行をトランザクショ
ンがスキップするようにします。対象となる行は、DELETE文の検索条件を評価し
た結果の行です。SKIP CONFLICT は SET TRANSACTION 文では使用できません。 
デフォルトのアクセスオプションは、含まれているトランザクションの分離レベル
であり、「分離レベル」 (10-55) に指定されたルールに従って決定されます。 

 
[WITH control-query-default control-list] 

Control-query-default は DML文用のインライン CQDコマンドを指定します。
CQDコマンドは CONTROL QUERY DEFAULT です。 
Control-list は、属性名とその値を含みます。 
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attribute 
SQL/MX属性名を表す文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの ATTRIBUTE列
に対応します。 

 
attr-value 
SQL/MX属性値を指定する文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの
ATTR_VALUE列に対応します。 

 
[ statement-level-hint-list ] 

hint-list 
テーブルのリストと文のヒントです。 

 
statement-hint 

{ join-type-hint }です。 
 

join-type-hint 
2つの行ソースを結合するときに使用する各種の結合タイプの実装を強制または排
除するヒントです。次のうちのいずれかです。{ USE_HASHJOIN| NO_HASHJOIN| 
USE_MERGEJOIN| NO_MERGEJOIN| USE_NESTEDJOIN | NO_NESTEDJOIN } 

 
USE_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用するように指
示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定された
テーブルは別の行ソースとハッシュ結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照
が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されるか、より大き
な結合バックボーンとハッシュ結合されます。このとき、2つのテーブルのうち 1
つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなります。行ソースがハッシュ結合
を使用して結合できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 

 
NO_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用しないように
指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定され
たテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されません。別の行ソースとは、ネステ
ッド結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照が指定
されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されることはなく、より大
きな結合バックボーンとハッシュ結合されることもありません。ただし、これらは、
ネステッド結合またはマージ結合で相互に結合される可能性があります。行ソース
間のハッシュ結合を排除できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発
行します。 

 
USE_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、マージ結合を使用するよう
に指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定さ
れたテーブルは別の行ソースとマージ結合されます。ヒントに、2つのテーブル参
照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されるか、より大
きな結合バックボーンとマージ結合されます。このとき、2つのテーブルのうち 1
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つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなります。行ソースがマージ結合を
使用して結合できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 

 
NO_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、マージ結合を使用しないように指
示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定された
テーブルは別の行ソースとマージ結合されません。別の行ソースとは、ネステッド
結合またはハッシュ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照が指定さ
れている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されることはなく、より大き
な結合バックボーンとマージ結合されることもありません。ただし、これらは、ネ
ステッド結合またはハッシュ結合で相互に結合される可能性があります。行ソース
間のマージ結合を排除できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行
します。 

 
USE_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用する
ように指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指
定されたテーブルを内部テーブルとして、別の行ソースとネステッド結合されます。
ヒントに、2つのテーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互
に直接結合されるか、より大きな結合バックボーンとネステッド結合されます。こ
のとき、2つのテーブルのうち 1つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとな
ります。行ソースがネステッド結合を使用して結合できない場合、コンパイラーは
ヒントを無視し、警告を発行します。 

 
NO_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用しないよう
に指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定さ
れたテーブルは別の行ソースとネステッド結合されません。別の行ソースとは、ハ
ッシュ結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照が指
定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されることはなく、より
大きな結合バックボーンとネステッド結合されることもありません。ただし、これ
らは、ハッシュ結合またはマージ結合で相互に結合される可能性があります。行ソ
ース間のネステッド結合を排除できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警
告を発行します。 

 
table-1, table-2 
次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照する MXまたは MPテーブルの、
部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能です。 

 
table-hint 
次のいずれかの値をとります。{ access-path-hint | cardinality-hint | selectivity-hint } 

 
access-path-hint 
SQL文中のテーブル参照用パスへのアクセスを強制または排除するヒントです。次
のいずれかの値をとります。{ BASETABLE table| NO_BASETABLE table| 
INDEX table (index-list) | NO_INDEX table (index-list)| INDEXJOIN table 
(index-list)| NO_INDEXJOIN table (index-list) 
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} 
 

BASETABLE 
SQL文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを強制します。実テーブ
ルのアクセスパスを強制できない場合、オプティマイザーはヒントを無視し、警告
を発行します。 
 
NO_BASETABLE 
SQL文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを使用しないようにしま
す。実テーブルのアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザーはヒントを
無視し、警告を発行します。 

 
INDEX table(index-list) 
SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデックス
アクセスパスを強制します。指定されたインデックスを使用したインデックスアク
セスパスが使用できない場合、オプティマイザーは警告を発行し、テーブルへの最
適なアクセスパスを選択します。 

 
NO_INDEX table(index-list) 
SQL文中の関連テーブル参照にインデックスアクセスパスを使用しないようにしま
す。インデックスアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザーは警告を発
行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。NO_INDEXヒントにインデ
ックスのリストが指定されている場合、指定されたすべてのインデックスのインデ
ックスアクセスパスが排除されます。 

 
INDEXJOIN table(index-list) 
SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデックス
結合アクセスパスを強制します。インデックス結合アクセスパスを使用できない場
合、オプティマイザーは警告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択し
ます。INDEXJOINヒントにインデックスのリストが指定されている場合、それら
のうち最適なインデックス結合アクセスパスが選択されます。 

 
NO_INDEXJOIN table(index-list) 
SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデックス
結合アクセスパスを使用しないようにします。指定されたインデックスを使用した
インデックス結合アクセスパスが排除できない場合、オプティマイザーは警告を発
行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。NO_INDEXJOINヒントに
インデックスのリストが指定されている場合、指定されたすべてのインデックスの
インデックス結合アクセスパスが排除されます。 

 
Table 
次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照する MXまたは MPテーブルの、
部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能です。 

 
index-list 
ユーザー作成またはシステム作成のインデックスのリストです。存在しないインデ
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ックス、データがないインデックス、またはテーブル参照に関連しないインデック
スが指定された場合、オプティマイザーは警告を発行します。 

 
cardinality-hint 
オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した行のカーデ
ィナリティを使用するよう指示します。 

 
cardinality-value 
1～922337203685477580の整数値です。この範囲外の値や、小数が指定された場
合、オプティマイザーは cardinality-hintを無視し、警告を発行します。 
 

selectivity-hint 
オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した選択性を使
用するよう指示します。 

 

selectivity-value 
0.0～1.0の実数値です。0.0より小さい値や 1.0より大きい値が指定された場合、オ
プティマイザーは selectivity-hintを無視し、警告を発行します。 

 
オプティマイザーのヒントについての詳細は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してくだ
さい。 

 

  WHERE CURRENT OF {cursor-name | ext-cursor-name 
} 

削除する行に位置指定されたカーソル (または拡張カーソル) の名前を指定します。
オーディット対象テーブルまたはビューに cursor-nameを指定する場合は、行の
FETCHも含むトランザクション内で DELETEを実行する必要があります。カーソ
ル名と拡張カーソル名についての詳細は、「DECLARE CURSOR宣言」 (3-22) お
よび「ALLOCATE CURSOR文」 (3-3) を参照してください。  

 

埋め込み SQLプログラムでの検索による DELETE文および位置指定による
DELETE文について詳しくは、『SQL/MX Programming Manual for C and COBOL』
を参照してください。 

 

EVERY num ROWS 
MULTI COMMIT DELETE操作の個別の各トランザクションで削除される行数を指
定します。num はゼロより大きい unsigned integerである必要があります。num の
デフォルト値は 500です。 
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DOWNGRADEユーティリティ 
「DOWNGRADEに関する留意事項」  

「DOWNGRADEの例」 (2-177) 

DOWNGRADE は MXCI から実行できる構文ベースのユーティリティです。DOWNGRADE は、
メタデータを既存のバージョンから指定した低いバージョンに変換します。REPORTONLY オ
プションを使用すると、操作を実際に実行せずに、操作が実行可能かどうかをテストできます。 

SQL/MXリリース 3.2以降では、DOWNGRADEユーティリティは名前付きカタログ、および 
(必要に応じて) 指定したカタログに関連するすべてのカタログのすべてのメタデータをダウン
グレードできます。 

 

DOWNGRADE ALL METADATA TO VERSION version 
    [ output-spec ] 
 
DOWNGRADE ALL METADATA IN CATALOG catalog TO VERSION version 
    [ RESTRICT | CASCADE ] 
    [ output-spec ] 
 
output-spec is: 
  [ log-to-spec ] [ REPORTONLY ] 
 
log-to-spec is: 
  { [ LOG TO ] OUTFILE oss-file [ CLEAR ] | LOG TO HOMETERM } 

 

catalog 

メタデータをダウングレードするカタログの ANSI名を指定します。catalogにデフ
ォルトはありません。 

 
version 

コマンドのターゲットバージョンを指定する有効な SQL/MXバージョン番号です。
versionはコマンドの影響を受けるすべてのスキーマの実際のスキーマバージョンよ
り低い必要があります。 

 
RESTRICT 

名前付きカタログのメタデータのみにダウングレードを制限します。 
 

CASCADE 

指定したカタログに直接、間接に関連する全カタログにダウングレードを拡張します。
デフォルトは RESTRICTです。 

 
oss-file 

OSSファイル名。 
 

注記: DOWNGRADEユーティリティは、J06.11以降の Jシリーズ RVUお
よび H06.22以降の Hシリーズ RVUを実行しているシステムでのみ使用でき
ます。 
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DOWNGRADEに関する留意事項 

平行性 

 DOWNGRADEユーティリティは大量のメタデータを変換します。アプリケーションが実行
中に DOWNGRADEユーティリティを実行することはお勧めできません。 

 

TMFへの影響 

DOWNGRADEユーティリティは、影響を受けるすべてのカタログで新規の定義スキーマを作
成します。 回復可能性を確保するために、アプリケーションが起動される前に、これらの新
規定義スキーマの新しい TMFオンラインダンプを取得する必要があります。 

 

分散環境 

分散環境で DOWNGRADEコマンドを使用するには、関係するシステムが SQL/MXの同じリ
リースを実行している必要があります。 
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DROP SEQUENCEの構文の説明 

sequence 

シーケンスジェネレーターの ANSI名を指定します。 

RESTRICTを指定し、指定した外部シーケンスジェネレーターがトリガーから参照さ
れる場合、エラーが報告されます。 

CASCADEを指定し、シーケンスジェネレーターが 1つ以上のトリガーから参
照される場合、シーケンスジェネレーターとすべての参照するトリガーが削除
されます。 

デフォルトは RESTRICTです。 
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GIVE Objectに関する留意事項 
GIVE TABLE操作は、関連するインデックス、トリガー一時テーブル、制約の所有権を変更し
ます。 

AA 

GIVE VIEW操作では基礎となるテーブルの所有権は変更されません。 

GIVE TRIGGER操作は、セキュリティ管理者に制限されています。セキュリティ管理者は、
トリガーをテーブルのオーナーにのみ与えることができます。その他のユーザーには与えられ
ません。 

GIVE TABLEはトリガーの所有権を移行しますが、ターゲットのオーナーはこれらのトリガー
を作成する権限を持っている必要があります。 

オブジェクトのオブジェクト機能バージョン (OFV) は、この操作の完了後にスキーマのオー
ナーとオブジェクトのオーナーが異なる場合は、3100に増加します。ただし、操作の完了後
もスキーマオーナーとオブジェクトオーナーが同じ場合、OFV は再計算されて設定されます。 
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INSERT文 
「INSERTに関する留意事項」 (2-253)  

「 MXCIでの INSERTの例」 (2-258)  

「Cでの INSERTの例」 (2-263)  

「COBOLでの INSERTの例」 (2-263) 

INSERT文は、テーブルまたはビューに行を挿入する DML文です。 
 

 [ ROWSET FOR INPUT SIZE rowset-size-in ] 
 
INSERT INTO table [(target-col-list)] insert-source 
WITH control-query-default control-list 
[ statement-level-hint-list ] 
 
target-col-list is: 

colname [,colname]... 
 

insert-source is: 

query-expr [order-by-clause] | DEFAULT VALUES 
 
query-expr is: 

non-join-query-expr | joined-table 
 
non-join-query-expr is: 

non-join-query-primary | query-expr UNION [ALL] query-term 
 
query-term is: 

non-join-query-primary | joined-table 
 
non-join-query-primary is: 

simple-table | (non-join-query-expr) 
 
joined-table is: 

table-ref [NATURAL] [join-type] JOIN table-ref [join-spec] 
|table-ref CROSS JOIN 

 
table-reftable-ref is: 

table [[AS] corr [(col-expr-list)]] 
| view [[AS] corr [(col-expr-list)]] 
| (query-expr) [AS] corr [(col-expr-list)] 
| joined-table 

 
join-type is: 

INNER | LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER] 
 
join-spec is: 

ON search-condition | rowset-search-condition 

simple-table is: 
VALUES (row-value-const) [,(row-value-const)]... 

| VALUES (rowset-value-const ) 
| TABLE table 
| SELECT [ALL | DISTINCT] select-list 

FROM table-ref [,table-ref]... 
| FROM ROWSET [rowset-size ] 

(:array-name [,:array-name ]...) 
[WHERE search-condition | rowset-search-condition ] 

[SAMPLE sampling-method] 
[TRANSPOSE transpose-set [transpose-set]... 

[KEY BY key-colname]]... 
[SEQUENCE BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 

[,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
[GROUP BY {colname | colnum} [,{colname | colnum}]...] 
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[HAVING search-condition | rowset-search-condition ]] 
[[FOR] access-option ACCESS] 
[IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE] 

 
rowset-value-const is: 

{rowset-expr |expr | NULL | DEFAULT} 
[,{rowset-expr |expr | NULL | DEFAULT}]... 

 
access-option is: 

READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ 
 
order-by-clause is: 

ORDER BY {colname | colnum} [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
[,{colname | colnum} [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...  

control-query-default is: 
CONTROL QUERY DEFAULT 
 
control-list is: 
attribute 'attr-value' 

| attribute 'attr-value' [, control-list]... 
 
statement-level-hint-list is: 
USING <<+ hint-list >> 
 
hint-list is: 
hint [, hint-list] 
 
hint is: 
statement-hint 

| table-hint 
 
statement-hint is: 
join-type-hint 
 
table-hint is: 

access-path-hint 
| cardinality-hint 
| selectivity-hint 
 
join-type-hint is: 

USE_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
| NO_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
| USE_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
| NO_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
| USE_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 
| NO_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 
 
access-path-hint is: 

BASETABLE table 
| NO_BASETABLE table 
| INDEX table( index-list ) 
| NO_INDEX table( index-list ) 
| INDEXJOIN table( index-list ) 
| NO_INDEXJOIN table( index-list ) 
 
index-list is: 
index [, index]... 
 
cardinality-hint is: 
CARDINALITY table( cardinality-value ) 
 
selectivity-hint is: 
SELECTIVITY table( selectivity-value ) 
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ROWSET FOR INPUT SIZE rowset-size-in 

rowset-size-in は、入力行セットのサイズを指定されたサイズに制限します。
指定するサイズは、行セットに割り当てられているサイズ以下である必要があり
ます。rowset-size-inは、Cの unsigned short、signed short、unsigned long、ま
たは signed longタイプの正数リテラル、および COBOLの対応する同等な正数
リテラル (真数リテラル、動的パラメーター、またはホスト変数) である必要があ
ります。rowset-size-inを指定しない場合、NonStop SQL/MXは埋め込み SQLプ
ログラムの SQL Declare Sectionに指定された割り当て済みの行セットのサイズ
を使用します。  

 
table 

行を挿入するユーザーテーブルまたはビューを指定します。tableは実テーブル
または更新可能なビューである必要があります。テーブルまたはビューを参照す
るには、次の名前タイプのいずれかを使用します。 

• Guardian物理名 

• ANSI論理名 

• DEFINE名 
 

「データベースオブジェクト名」 (6-13) を参照してください。 
 

(target-col-list) 

値を挿入するテーブルまたはビューの列 target-col-list を指定します。タ
ーゲットの各列のデータタイプが、対応するソース値のデータタイプと互換性が
ある必要があります。リスト内での各ターゲット列の位置は、関連するソース値
と同じである必要があります。ソース値の位置は、クエリ式 (query-expr) の評
価から導出されたテーブルの列で決まります。 

target-col-list に table の一部の列しか指定されていない場合は、リスト
に指定されていない列に列のデフォルト値が挿入されます。「列のデフォルト設
定」 (6-8) を参照してください。 

target-col-list を指定しない場合は、ソーステーブルの行の値が tableのす
べての列 (SYSKEY 列を除く) に挿入されます。ソーステーブルの列値の順序は、
table に対して CREATE TABLEで指定した列の順序と同じである必要がありま
す。(この順序は、SELECT * FROM tableの結果テーブルに一覧表示される列の
順序と同じです。) 

 
insert-source 

table のすべての列 (オプションで指定した列) に挿入する値の行 insert-
source を指定します。 

 
query-expr 

target-col-listに指定されている列 (指定されている場合)、または table
のすべての列 (デフォルト) に挿入する値の行で構成されるソーステーブルを生成
する、クエリ式を指定します。insert-sourceで返される行がない場合、
table に行は挿入されません。query-expr が VALUES句ではない場合、
insert-source は、table または table に基づくビューも、実テーブルまた
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は tableの基になっているビューも参照できません。 

列リストの列数 (デフォルトでは table の列数) は、クエリ式の評価から導出さ
れたソーステーブル内の列数と等しくなければなりません。さらに、列リストの
各列 (デフォルトでは table の各列) のデータタイプは、ソーステーブルの対応
する列のデータタイプと互換性がある必要があります。 

VALUES 句内の単一の値には、値式、NULL、または DEFAULT を指定できます。
VALUES句内に DEFAULTを指定した場合、挿入される値はターゲット列に定義
されている DEFAULT値です。また、値式にオペランドとして DEFAULTを含め
ることもできます。この場合、挿入される値は DEFAULT 値で評価される式です。
たとえば、DEFAULT + 50を行値コンストラクター内の式に指定できます。 

値式での DEFAULTの使用は、SQL/MXで拡張された機能です。 

NOT NULL と定義されている列に NULL を挿入しようとしたり、NO DEFAULT
と定義されている列に DEFAULT を挿入しようとしたりすると、NonStop 
SQL/MXはエラーを返します。 

値式については、「式」 (6-41) を参照してください。query-expr の説明につ
いては、「SELECT文」を参照してください。 

 

 rowset-value-const 
行セット値コンストラクターには少なくとも 1 つの行セット式が必要です。行セ
ット値コンストラクターで長さが異なる行セットまたは行セットとスカラーが使
用されている場合の意味については、『SQL/MX Programming Manual for C and 
COBOL』を参照してください。 

 
FROM ROWSET rowset-size 

行セットから導出されたテーブルのサイズを指定されたサイズに制限します。指
定するサイズは、行セットに割り当てられているサイズ以下である必要がありま
す。サイズを指定する場合は、直後に ROWSET キーワードを指定します。サイ
ズは、unsigned integer または値が unsigned integer であるホスト変数です。サ
イズを指定しない場合、NonStop SQL/MXは SQL Declare Sectionに指定された
割り当て済みの行セットのサイズを使用します。 

 
:array-name [,:array-name]... 

一連のホスト変数配列を指定します。各 array-name は行セットから導出された
テーブルの列のように使用できます。各 array-name には、SQL データタイプに
対応するデータタイプの有効なホスト言語の識別子を指定できます。SQL 文内の
各 array-nameの前にコロン (:) を付けます。 

行セットおよびホスト変数配列の詳細は、『SQL/MX Programming Manual for C 
and COBOL』を参照してください。  

 

  ORDER BY {colname | colnum [ASC[ENDING] | 
DESC[ENDING]] [,{colname | colnum} [ASC[ENDING] | 
DESC[ENDING]]]... 

query-expr の評価から導出されたソーステーブルの行の順序と、その結果とし
ての table への挿入順序を決定します。ターゲットテーブルに行を挿入する前に、
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クエリ式が評価されてソーステーブルが順序付けられます。キー順の物理編成の
テーブルに挿入する場合、このオプションには効果がないことに注意してくださ
い。 

 
colname 
クエリ式で参照され、オプションでテーブル、ビュー、または相関名で修飾され
るテーブルまたはビューの列の名前 colname (たとえば、CUSTOMER.CITY) で
す。列に別の名前のエイリアスがある場合は、そのエイリアス名を使用する必要
があります。 

 
colnum 
クエリ式の選択リストの位置 colnum で列を指定します。colnum を使用して、
テーブルやビュー以外の、クエリ式から導出されたテーブルの列などの、名前の
ない列を参照します。 

 
ASC | DESC 

ソート順を指定します。デフォルトは ASCです。ヌルを含めることができる列
でソーステーブルを並べ替える場合、ヌルは、互いに等しくヌル以外より大きい
と見なされます。  

 
DEFAULT VALUES 

クエリ式を VALUES (DEFAULT, ...)の形式で指定します。各 DEFAULTの値は、
tableのテーブル記述子に含められている、colname の列記述子に定義されてい
るデフォルト値です。各デフォルト値がその列に挿入されて、新しい行を形成し
ます。 

DEFAULT VALUESを指定した場合、列リストは指定できません。DEFAULT 
VALUESを使用できるのは、tableのすべて列にデフォルト値がある場合のみで
す。 

 
[FOR] access-option ACCESS 

SELECT文であるクエリ式の評価から導出されたソーステーブル内の、アクセス
されて返されるデータに必要なアクセスオプションを指定します。「データ一貫
性とアクセスオプション」 (1-8) を参照してください。 

 
READ COMMITTED 

クエリ式の評価から導出されたソーステーブル内のアクセスされて返されるデー
タが、コミットされた行から取得される必要があることを指定します。 

 
SERIALIZABLE | REPEATABLE READ 

INSERT文と同時に実行される (同じデータにアクセスする) プロセスがある場合、
同時にではなく連続的に実行されるかのように INSERT文とその他のプロセスを
実行することを指定します。 

 
デフォルトのアクセスオプションは、含まれているトランザクションの分離レベ
ルであり、「分離レベル」 (10-55) に指定されたルールに従って決定されます。 
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IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE 

SELECT文によって、または SELECT文であるクエリ式の評価から導出された
FROM句のテーブル参照によって指定されたデータにアクセスする場合、および
インデックス (ある場合) へのアクセスによってテーブルへのアクセスが発生する
場合に、SHAREロックまたは EXCLUSIVEロックを使用するかどうかを指定し
ます。 

 
attribute 

SQL/MX属性名を表す文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの ATTRIBUTE
列に対応します。 

 
attr-value 

SQL/MX属性値を指定する文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの
ATTR_VALUE列に対応します。値は、数値であっても引用文字列として指定す
る必要があります。 

 
table-hint 

次のいずれかの値をとります。{ access-path-hint | cardinality-hint | selectivity-
hint } 

 
access-path-hint 

SQL文中のテーブル参照用パスへのアクセスを強制または排除するヒントです。
次のいずれかの値をとります。{ BASETABLE table| NO_BASETABLE table| 
INDEX table (index-list) | NO_INDEX table (index-list)| INDEXJOIN 
table (index-list)| NO_INDEXJOIN table (index-list) 

} 
 

BASETABLE 

SQL文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを強制します。実テー
ブルのアクセスパスを強制できない場合、オプティマイザーはヒントを無視し、
警告を発行します。 

 
NO_BASETABLE 

SQL文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを使用しないようにし
ます。実テーブルのアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザーはヒン
トを無視し、警告を発行します。 

 
INDEX table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデック
スアクセスパスを強制します。指定されたインデックスを使用したインデックス
アクセスパスが使用できない場合、オプティマイザーは警告を発行し、テーブル
への最適なアクセスパスを選択します。 

 
NO_INDEX table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照にインデックスアクセスパスを使用しないようにし
ます。インデックスアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザーは警告
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を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。NO_INDEXヒント
にインデックスのリストが指定されている場合、指定されたすべてのインデック
スのインデックスアクセスパスが排除されます。 

 
INDEXJOIN table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデック
ス結合アクセスパスを強制します。インデックス結合アクセスパスを使用できな
い場合、オプティマイザーは警告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを
選択します。INDEXJOIN ヒントにインデックスのリストが指定されている場合、
それらのうち最適なインデックス結合アクセスパスが選択されます。 

 
NO_INDEXJOIN table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデック
ス結合アクセスパスを使用しないようにします。指定されたインデックスを使用
したインデックス結合アクセスパスが排除できない場合、オプティマイザーは警
告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。NO_INDEXヒン
トにインデックスのリストが指定されている場合、指定されたすべてのインデッ
クスのインデックスアクセスパスが排除されます。 

 
Table 

次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照するMXまたは MPテーブル
の、部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能です。 

 
index-list 

ユーザー作成またはシステム作成のインデックスのリストです。存在しないイン
デックス、データがないインデックス、またはテーブル参照に関連しないインデ
ックスが指定された場合、オプティマイザーは警告を発行します。 

 
cardinality-hint 

オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した行のカー
ディナリティを使用するよう指示します。 

 
cardinality-value 

1～922337203685477580 の整数値です。この範囲外の値や、小数が指定された
場合、オプティマイザーは cardinality-hintを無視し、警告を発行します。 

 
selectivity-hint 

オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した選択性を
使用するよう指示します。 

 
selectivity-value 

0.0～1.0 の実数値です。0.0 より小さい値や 1.0 より大きい値が指定された場合、
オプティマイザーは selectivity-hintを無視し、警告を発行します。 

 
hint-list 

テーブルのリストと文のヒントです。 
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statement-hint 

{ join-type-hint }です。 
 

join-type-hint 

2つの行ソースを結合するときに使用する各種の結合タイプの実装を強制または
排除するヒントです。次のうちのいずれかです。{ USE_HASHJOIN| 
NO_HASHJOIN| USE_MERGEJOIN| NO_MERGEJOIN| USE_NESTEDJOIN | 
NO_NESTEDJOIN } 

 
USE_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用するように
指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定さ
れたテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されます。ヒントに、2つのテーブ
ル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されるか、
より大きな結合バックボーンとハッシュ結合されます。このとき、2つのテーブ
ルのうち 1つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなります。行ソースが
ハッシュ結合を使用して結合できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警
告を発行します。 

 

NO_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用しないよう
に指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定
されたテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されません。別の行ソースとは、
ネステッド結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブル参
照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されることはな
く、より大きな結合バックボーンとハッシュ結合されることもありません。ただ
し、これらは、ネステッド結合またはマージ結合で相互に結合される可能性があ
ります。行ソース間のハッシュ結合を排除できない場合、コンパイラーはヒント
を無視し、警告を発行します。 

 
USE_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、マージ結合を使用するよ
うに指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指
定されたテーブルは別の行ソースとマージ結合されます。ヒントに、2つのテー
ブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されるか、
より大きな結合バックボーンとマージ結合されます。このとき、2つのテーブル
のうち 1つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなります。行ソースがマ
ージ結合を使用して結合できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を
発行します。 

 
NO_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、マージ結合を使用しないように
指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指定さ
れたテーブルは別の行ソースとマージ結合されません。別の行ソースとは、ネス
テッド結合またはハッシュ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照
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が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されることはなく、
より大きな結合バックボーンとマージ結合されることもありません。ただし、こ
れらは、ネステッド結合またはハッシュ結合で相互に結合される可能性がありま
す。行ソース間のマージ結合を排除できない場合、コンパイラーはヒントを無視
し、警告を発行します。 

 
USE_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用す
るように指示します。ヒントに、1 つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルを内部テーブルとして、別の行ソースとネステッド結合され
ます。ヒントに、2つのテーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブ
ルは相互に直接結合されるか、より大きな結合バックボーンとネステッド結合さ
れます。このとき、2つのテーブルのうち 1つが内部テーブルに、その他が外部
テーブルとなります。行ソースがネステッド結合を使用して結合できない場合、
コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 

 
NO_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用しないよ
うに指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指
定されたテーブルは別の行ソースとネステッド結合されません。別の行ソースと
は、ハッシュ結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブル
参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されることは
なく、より大きな結合バックボーンとネステッド結合されることもありません。
ただし、これらは、ハッシュ結合またはマージ結合で相互に結合される可能性が
あります。行ソース間のネステッド結合を排除できない場合、コンパイラーはヒ
ントを無視し、警告を発行します。 

table-1, table-2 

次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照するMXまたは MPテーブル
の、部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能です。 
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ANSI名を使用したテーブルまたはインデックスの再ロード 
MODIFY を使用して、SQL/MX のテーブルまたはインデックスのすべてのパーティションに
対し、単一のコマンドで ANSI 名を使用し、FUR RELOAD と等価なコマンドを実行します。
これにより、ディスク使用量と CPU 使用率を管理するための各種の制御オプションも提供さ
れます。 

 
MODIFYの REORG形式は次のとおりです。 

 
MODIFY { TABLE | INDEX } ansi-name 
REORG [ reorg-command | reorg-options ] 
[ log-to-spec ] 

 
reorg-command is: 
STATUS | SUSPEND | ACTIVATE | CANCEL 

 
reorg-options is: 
reorg-option [, reorg-option ] ... 

 
 

reorg-option is: 
CONCURRENCY { OFF | number | MAX } 

| SLACK percentage 
| DSLACK percentage 
| ISLACK percentage 
| RATE percentage 
| PRIORITY number 

 
log-to-spec is: 
{[LOG TO] OUTFILE oss-file [CLEAR] | LOG TO HOMETERM } 

 
 

ansi-name 

テーブルまたはインデックスの SQL/MX ANSI名を識別します。通常のカタログと
スキーマのデフォルトが適用されます。 

 
reorg-command 

 
 

注記: reorg-command が指定されない場合、新規に REORG操作が開始されます。 

 

reorg-command は、以下のいずれかの形式です。 
 

STATUS 

実行中の REORG操作のステータスをレポートします。LOG TOオプションを指
定した場合、STATUSコマンドの出力は、指定に従い oss-file またはホームタ
ーミナルに書き込まれます。そうでない場合、出力はレポートされません。 

 
SUSPEND 

すでに開始された再ロード操作を一時停止する。 
 

ACTIVATE 

すでに一時停止された再ロード操作を再開する。 
 

CANCEL 

すでに開始または一時停止した REORG操作をキャンセルします。 
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reorg-options 

以下の reorg-options を 1つ以上指定できます。 
 

CONCURRENCY { OFF | number | MAX } 

並列再ロードの並行性レベル以下の引数のうち 1つを指定できます。 
 

OFF 

一度には 1つのパーティションを再ロードします。CONCURRENCY OFFは、
CONCURRENCY 1と等価です。デフォルト値は OFF です。 

 
number 

同時に再ロードするパーティションの数を指定します。値は、有効な正の数である
必要があります。指定された値が、パーティションより多い場合、値はテーブルや
インデックスのパーティションの数まで削減されます。 

 
MAX 

すべてのパーティションを同時に再ロードします。CONCURRENCY MAXは関係す
るパーティションの数と等価です。 

 
SLACK percentage 

インデックスブロックおよびデータブロック用の両方のスラックスペースのパーセ
ンテージ 

 
DSLACK percentage 

データブロック用のスラックスペースのパーセンテージ 
 

ISLACK percentage 

インデックスブロック用のスラックスペースのパーセンテージ 
 

RATE percentage 

CPU使用量を制御するレート SLACK、DSLACK、ISLACK、および RATEについて
の詳細は、『FUP Reference Manual』を参照してください。 

 
PRIORITY number 

number は 1～199の値で、ORSERVプロセスの優先度を指定します。デフォルト
の優先度は、ORSERVプロセスを産出するプロセスであるMXCMPと同じです。 

 
 

注記: reorg-options は、STATUS、ACTIVATE、および SUSPENDコマンドでは
適用されません。 
 

 

 
log-to-spec 

LOG TOオプションを指定した場合、コマンドによって進捗状況のログが指定した
oss-file またはホームターミナルに書き込まれます。CLEARオプションを使用し、
oss-file が既存のディスクファイルの場合、oss-file はロギングが開始される
前にクリアされます。それ以外の場合、出力は oss-file の既存のコンテンツの後
ろに追加されます。 
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レンジ分割されたテーブルとインデックスのパーティションの管理 
SQL/MXのテーブルとインデックスのレンジパーティションを管理するには、MODIFYを使用
します。テーブルとインデックスは、それらの関係にかかわらず、別々に管理する必要があり
ます。オフラインとオンラインの両方の操作がサポートされています。オンライン操作の詳細
と制限については、「MODIFYに関する留意事項」 (2-285) を参照してください。 

 

レンジ分割されたテーブルとインデックスに対するMODIFYの形式は次のとおりです。 
MODIFY { TABLE | INDEX } [[catalog.]schema.] object 
    { drop | add | move | repartition } 
 
drop is: 
    DROP [PARTITION] WHERE partition-identification 
 
add is: 
    ADD [PARTITION] WHERE add-move-boundary-range  
   [TO] LOCATION new-partition 
   [NAME new-partition-name]  
   [partition-size] 
   [RECLAIM [ optional-reclaim-option-list ] | NO RECLAIM]  
   [with-shared-access] 
 
move is one of: 
   MOVE [PARTITION] [WHERE partition-identification]  
   [TO] LOCATION new-partition 
   [NAME new-partition-name]  
   [partition-size] 
   [RECLAIM [ optional-reclaim-option-list ] | NO RECLAIM]  
   [with-shared-access] 
 
   MOVE [PARTITION] 
   WHERE {add-move-boundary-range | partition-identification}  
   [TO] {PREVIOUS | NEXT} PARTITION 
   [RECLAIM [ optional-reclaim-option-list ] | NO RECLAIM]  
   [with-shared-access] 
 
repartition is: 
   REPARTITION LIKE model-object 
  [with-shared-access] 
 
partition-identification is: 
      LOCATION [\node.]$volume[.subvolume.file-name] 
    | NAME partition-name 
    | [KEY=] {FIRST | LAST} PARTITION 
    | [KEY=] key-value 
 
add-move-boundary-range is: 
      [KEY=] FIRST KEY UPTO [KEY=] key-value 

    | [KEY=] key-value [THRU [KEY=] LAST KEY] 
key-value is: 
    VALUE (column-value [,column-value]...) 
 
partition-size is: 
    partition-extent-size [ MAXEXTENTS num-extents ] 
 
partition-extent-size is: 
    EXTENT { ext-size } 
           {(pri-ext-size, sec-ext-size) } 
 
optional-reclaim-option-list is: 
    ( reclaim-option [, reclaim-option ] ) 
 
reclaim-option is: 
    RATE percentage |  
    PRIORITY gpri 
 
 
with-shared-access is: 
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    WITH SHARED ACCESS [commit-options] 
 
commit-options is: 
    COMMIT [ WORK ] [ commit-option ] [ on-error ] 
 
commit-option is: 
    { WHEN READY } 
    { AFTER time } 
    { BEFORE time } 
on-error is: 
    ONCOMMITERROR { commit-options } 
                  { ROLLBACK [ WORK ] } 

 
[[catalog.]schema.]object 

レンジ分割されたオブジェクトの名前です。スキーマ名とカタログ名を指定しな
い場合、NonStop SQL/MXはMXCIセッションのデフォルトのカタログとスキー
マを使用します。object は、TABLE キーワードか INDEX キーワードかに応じて、
テーブルまたはインデックスです。 

 
DROP [PARTITION] WHERE partition-identification 

レンジパーティションを削除する要求です。指定されたパーティションは空であ
る必要があります。 

 
partition-identification 

パーティションを記述します。 
 

LOCATION [\node.]$volume [.subvolume.file-name ] | [KEY=] {FIRST 
| LAST} PARTITION | [KEY=] key-value 

移動または削除対象のパーティションの場所、またはパーティショニングキー (FIRST 
KEY) 値 key-valueです。 

パーティションを削除すると、最初のパーティションが削除される場合を除き、
そのキー範囲が前のパーティションにマージされます。最初のパーティションを
削除すると、そのキー範囲が次のパーティションにマージされます。 

 
[\node.]$volume | [\node.]$volume.subvolume.file-name 

パーティションの物理的な場所です。ファイル名を指定しない場合、指定されたデー
タソースに対して存在できるのは 1つのパーティションのみです。 

\node は、ローカルノードまたはリモートノードのいずれかにできます。\node
を指定しない場合、デフォルトは=_DEFAULTS定義に指定された Guardianシス
テムです。 

 
ADD [PARTITION] WHERE add-move-boundary-range [TO] LOCATION  
new-partition [NAME new-partition-name ] [partition-size ] 

既存のパーティションのデータの範囲 (最初の部分または最後の部分のいずれか) 
を分割してから、それを新しいパーティションに移動する要求を指定します。デ
ータは追加される範囲内に存在できます。 

データの範囲が既存のパーティションの先頭から始まる場合、操作は先頭部分の
分割です。範囲がパーティションの末尾で終わる場合、操作は末尾部分の分割で
す。 
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add-move-boundary-range 

境界範囲です。 
 

[KEY=] FIRST KEY UPTO [KEY=] key-value | [KEY=]  
key-value [THRU [KEY=] LAST KEY] 

分割してから新しいパーティションに追加するパーティションのパーティショニ
ング範囲 add-move-boundary-rangeを指定します。 

FIRST KEY (開始キー値) から現在のパーティションのキー値 key-value (この値
は含まない)、または現在のパーティションのキー値 key-valueから LAST KEY 
(終了キー値) を指定して既存のパーティションの最初または最後を分割すること
で、追加する新しいパーティションのパーティショニング範囲を指定できます。
THRU [KEY=] LAST KEYはオプションです。 

key-value を指定する場合は、指定する列値がパーティションを適切に特定でき
るのであれば、末尾の列の値を省略できます。column-value を省略すると、
MODIFYは、その列に含まれているデータが昇順か降順かに応じて、デフォルト
値 (対応するパーティショニングキー列の最低値か最高値のいずれか) を使用し
ます。 
 
[TO] LOCATION new-partition 

新しいパーティションの場所を指定します。 
 
new-partition 

新しいパーティションのディスクボリュームまたは Guardianファイルを指定しま
す。ディスクボリューム構文を使用する場合、MODIFYはファイル名の末尾部分
を生成します。新しいパーティションは、ローカルシステムまたはリモートシス
テムのどちらにも指定できます。 
 
new-partition-name 

パーティションの SQL識別子です。 
 

MOVE [PARTITION] [WHERE partition-identification ] [TO] LOCATION 
new-partition [NAME new-partition-name ] [partition-size ] 

既存のパーティションを新しい場所に移動する要求です。 
partition-identification は、テーブルまたはインデックスにパーティション
が 1つしかない場合のみのオプションです。 

 
MOVE [PARTITION] WHERE {partition-identification |  
add-move-boundary-range } [TO] {PREVIOUS | NEXT} PARTITION 

既存のパーティションの一部またはすべてを隣接する既存のパーティションにマージ
する要求です。partition-identification句を使用してパーティション全体を
指定できます。 

 
partition-identification 

パーティションを記述します。 
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LOCATION [\node.]$volume [.subvolume.file-name ] | NAME  
partition-name | [KEY=] {FIRST | LAST} PARTITION|  
[KEY=] key-value 

変更対象のパーティションの場所、またはパーティショニングキー (FIRST KEY) 値
key-valueです。 

パーティションがプライマリパーティションの場合は、FIRST PARTITION句を
使用してパーティションを指定することもできます。パーティションがテーブル
のパーティションのリストで一番右のパーティションの場合は、LAST 
PARTITION句を使用できます。オブジェクトの唯一のパーティションの場合は、
どちらかの句を使用してパーティションを指定できます。 

 
[\node.]$volume | [\node.]$volume.subvolume.file-name 

パーティションの物理的な場所です。ファイル名を指定しない場合、指定されたデー
タソースに対して存在できるのは 1つのパーティションのみです。 

\node は、ローカルノードまたはリモートノードのいずれかにできます。\node
を指定しない場合、デフォルトは=_DEFAULTS定義に指定された Guardianシス
テムです。 

add-move-boundary-range 句を使用すると、分割するパーティションのデ
ータの範囲 (最初の部分または最後の部分のいずれか) を指定してから、隣接す
る既存のパーティションにマージできます。 

データの範囲が既存のパーティションの先頭から始まる場合、操作は先頭部分の
マージです。先頭部分のマージ操作で指定できるのは TO PREVIOUS PARTITION
句のみです。分割されたパーティションをプライマリパーティションにすること
はできません。 

データの範囲がパーティションの末尾で終わる場合、操作は末尾部分のマージで
す。指定できるのは TO NEXT PARTITION句のみです。分割されたパーティショ
ンを最後のパーティション (リスト内の一番右のパーティション) にすることはで
きません。 

 
partition-size 

新しいパーティションのサイズです。 
 

partition-extent-size [ MAXEXTENTS num-extents ] 

新しいパーティションのエクステントサイズです。プライマリおよびセカンダ
リエクステントのサイズと、エクステントの最大数を指定できます。
MAXEXTENTSを指定しない場合、MODIFYはソースパーティションの値を使
用します。 

 
partition-extent-size 

新しいパーティションのエクステントサイズです。 
 

EXTENT { ext-size } { (pri-ext-size, sec-ext-size ) } 

ext-size は符号なしの整数値です。新しいパーティションのプライマリとセ
カンダリの両方のエクステントのサイズとして指定できます。プライマリエク
ステントとセカンダリエクステントのサイズは別々に指定できます。EXTENT
を指定しない場合、MODIFYはソースパーティションのエクステントサイズ値
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を使用します。 

「EXTENT」 (9-6) および「MAXEXTENTS」 (9-7) を参照してください。 
 

REPARTITION LIKE model-object 

テーブルやインデックスを完全にパーティショニングする要求です。この機能
は、スキーマバージョン 3400 以上のオブジェクトで使用できます。コミット
フェーズ中にすべてのオリジナルパーティションは削除されるため、パーティ
ショニング完了時に空き領域に再要求や再ロードは不要です。 

 
model-object 
望ましいパーティションレイアウトを持つモデルオブジェクトの ANSI 名です。
通常のカタログとスキーマ名のデフォルトが適用されます。 

REPARTITION 操作の後、操作対象だったオブジェクトはモデルオブジェクト
のパーティションのセットを持ちます。REPARTITION 操作の結果として、モ
デルオブジェクト自身は削除されます。 

 
RECLAIM [optional-reclaim-option-list] | NO RECLAIM 

SQL/MX が ORSERV プロセスを自動的に起動して、影響を受けるパーティシ
ョンの未使用の空き領域を再要求するかどうか (RECLAIM)、またはユーザーが
FUP RELOAD操作を手動で実行するかどうか (NO RECLAIM) を指定します。
未使用の空き領域が含まれているパーティションには、ファイルラベルに
UNRECLAIMEDSPACE (F)フラグが設定されています。このフラグは空き領域
が再要求されるまで設定されたままになり、オブジェクトに対して新しい
MODIFY、DUP、または BACKUP 操作の実行を試みると、エラー20290 (操作
が進行中) で失敗します。オブジェクトに対して DML 操作を実行することはで
きますが、他のすべての操作は失敗します。省略した場合、レンジ分割された
オブジェクトのデフォルトは RECLAIM です。このオプションは、MODIFY が
空き領域の再要求を必要としない場合は無視されます。 

 
optional-reclaim-option-list (reclaim-option [,reclaim-option]) 

RECLAIM オプションにより、オプションで reclaim-options の RATE と
PRIORITYを指定できます。 

これにより、再ロードのレートと優先度を制御できます。 
 

RATE percentage 

1～100の値。再要求動作の処理率を指定します。デフォルト値は 100です。 
 
PRIORITY gpri 

1～199の値。再要求動作が開始される NSK優先度を指定します。デフォルト
値はMODIFYコマンドが実行される優先度と同じです。 

 
WITH SHARED ACCESS [commit-options] 

操作がオンライン操作であることを指定します。commit-options を指定し
ない場合、デフォルトは COMMIT WHEN READY ONCOMMITERROR 
ROLLBACK WORKです。 

 
COMMIT [ WORK ] [ commit-option ] [ on-error ] 



52 
 

コミットフェーズを発生させる時刻を指定します。commit-option句は、次のオ
プションを指定します。 

 

WHEN 
 

コミットフェーズを可能な限り早い時刻に発生さ
 AFTER 

 
コミットフェーズを timeより後に発生させます。 

AFTER 
 

コミットフェーズを timeより前に発生させます。 

 

time は引用符で囲んだ日付時刻リテラルです。on-error 句は、コミットフ
ェーズが再試行できるエラーで失敗した場合に何が行われるかを指定します。
省略した場合の結果は、ONCOMMITERROR ROLLBACK WORKを指定した場
合と同じです。時刻がすでに過ぎている場合、MODIFYはエラーを返します。 

 
ROLLBACK [WORK] 

操作を終了する必要があることを指定します。結果は、CANCELオプションを
指定して別の RECOVERコマンドを発行した場合と同じです。ROLLBACK 
WORKは最後の<on-error>句にしか指定できない場合があります。 

 
ONCOMMITERROR commit-options 

コミットフェーズ中に再試行できるエラーが発生した場合に SQL/MXが取るべ
きアクションを指定します。再試行できるエラーには、ファイルが使用中、ロ
ック要求のタイムアウト、リソースが使用できない、および BEFOREまたは
AFTER時間枠がない、などが含まれます。 

再試行できないエラーの場合は常に、ONCOMMITERROR オプションでの指定
にかかわらず、SQL/MX はデータベースへの変更をキャンセルし、操作を終了
します。 

ONCOMMITERRORは COMMITオプション内に出現して別の COMMITオプシ
ョンを指定するため、再帰的です。1つの文に 3つまでの COMMITオプション
を指定でき、4つ以上指定するとエラーが発生します。 
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ハッシュ分割されたテーブルとインデックスのパーティションの管理 
SQL/MXのテーブルとインデックスのハッシュパーティションを管理するには、MODIFYを使
用します。削除できるのは最後のパーティションだけです。テーブルとインデックスは、それ
らの関係にかかわらず、別々に管理する必要があります。 

 

ハッシュ分割されたテーブルとインデックスに対するMODIFYの形式は次のとおりです。 

MODIFY {TABLE | INDEX} [[catalog.]schema.]object 
    {drop | move | add | repartition} 
 
drop is: 
DROP [PARTITION] WHERE partition-identification 
[RECLAIM [ optional-reclaim-option-list ] | NO RECLAIM]  
  [with-shared-access] 
 
move is: 
MOVE [PARTITION] [WHERE partition-identification]  
[TO] LOCATION new-partition 
[NAME new-partition-name]  
[partition-size] 
 [RECLAIM [ optional-reclaim-option-list ] | NO RECLAIM] 
  with-shared-access] 
 
add is: 
ADD [PARTITION] [TO] LOCATION new-partition 
[NAME new-partition-name]  
[partition-size] 
[RECLAIM [ optional-reclaim-option-list ] | NO RECLAIM]  
    [with-shared-access] 
 
repartition is: 
    REPARTITION LIKE model-object 
[with-shared-access] 
 
partition-identification is: 
    LOCATION [\node.]$volume[.subvolume.file-name] 
  | NAME partition-name 
  | {FIRST | LAST} PARTITION 
  | [KEY=] VALUE(partition-number) 
 
new-partition is: 
    [\node.]$volume[.subvolume.file-name] 
 
partition-size is: 
    partition-extent-size [ MAXEXTENTS num-extents ] 
 
partition-extent-size is: 

EXTENT { ext-size } 
{(pri-ext-size, sec-ext-size) } 

 
optional-reclaim-option-list is: 

( reclaim-option [, reclaim-option ] ) 
 
reclaim-option is:RATE percentage | PRIORITY gpri 
 
 
<with-shared-access> is: 

WITH SHARED ACCESS [commit-options] 
 
commit-options is: 

COMMIT [ WORK ] [ commit-option ] [ on-error ] 
 
commit-option is: 

{ WHEN READY } 
{ AFTER time } 
{ BEFORE time } 

 
on-error is: 

ONCOMMITERROR { commit-options } 
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{ ROLLBACK [ WORK ] } 
 

[[catalog.]schema.]object 

オブジェクトの名前です。スキーマ名とカタログ名を指定しない場合、
MODIFYは MXCIセッションの現在のデフォルトのスキーマとカタログを使用
します。objectは、TABLEキーワードか INDEXキーワードかに応じて、テー
ブルまたはインデックスです。 

 
DROP [PARTITION] WHERE partition-identification 

ハッシュパーティションを削除します。指定するパーティションは最後のパー
ティション (パーティション配列の一番右のパーティション) である必要があり
ます。 
 
partition-identification 

パーティションを記述します。 
 
LOCATION [\node.]$volume [.subvolume.file-name ] | NAME  
partition-name | [KEY=] {FIRST | LAST} PARTITION |  
[KEY=] VALUE(partition-number ) 

削除するパーティションの場所、またはパーティションのパーティショニング
キー (FIRST KEY) 値 (key-value) です。 

LOCATION句を使用する場合は、テーブルまたはインデックスの最後のパーテ
ィションを特定する必要があります。 

partition-number を使用する場合は、0から n-1 (nはパーティションの数) 
の範囲の符号なし整数で指定する必要があります。VALUE(0)は最初のパーティ
ションで、VALUE(1)は最初のパーティションに隣接するパーティションという
ように続きます。 
VALUE(n-1)は最後のパーティションを表します。 

ハッシュパーティションを削除すると、そのパーティションのデータは残りの
パーティションに再分配されます。 
 
[\node.]$volume | [\node.]$volume.subvolume.file-name 

パーティションの物理的な場所です。ファイル名を指定しない場合、指定され
たデータソースに対して存在できるのは 1つのパーティションのみです。 

\node は、ローカルノードまたはリモートノードのいずれかにできます。
\node を指定しない場合、デフォルトは=_DEFAULTS定義に指定された
Guardianシステムです。 
 
MOVE [PARTITION] [WHERE partition-identification ]  
[TO] LOCATION new-partition [NAME new-partition-name ]  
[partition-size ] 

既存のハッシュパーティションを新しい場所に移動します。オプションの
partition-size句を使用して、新しいパーティションのサイズを定義できます。
それ以外の場合は、プライマリパーティションの値が適用されます。
partition-identificationは、オブジェクトのパーティションが 1つだけの場合の
みのオプションです。  
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partition-identification 

パーティションを記述します。 
 
LOCATION [\node.]$volume [.subvolume.file-name ] | NAME  
partition-name | [KEY=] {FIRST | LAST} PARTITION |  
[KEY=] VALUE(partition-number ) 

移動するパーティションの場所、またはパーティションのパーティショニング
キー (FIRST KEY) 値 (key-value) です。 

partition-numberを使用する場合は、0から n-1 (nはパーティションの数) の範
囲内で指定する必要があります。VALUE(0)は最初のパーティションで、
VALUE(1)は最初のパーティションに隣接するパーティションというように続き
ます。VALUE(n-1)は最後のパーティションを表します。 
 
[\node.]$volume | [\node.]$volume.subvolume.file-name 

パーティションの物理的な場所です。ファイル名を指定しない場合、指定され
たデータソースに対して存在できるのは 1つのパーティションのみです。 

\nodeは、ローカルノードまたはリモートノードのいずれかにできます。
\node を指定しない場合、デフォルトは=_DEFAULTS定義に指定された
Guardianシステムです。 
 
[TO] LOCATION new-partition 

新しいパーティションの場所を指定します。 
 
new-partition 

新しいパーティションのディスクボリュームまたは Guardianファイルです。デ
ィスクボリューム構文を使用する場合、MODIFYはファイル名の末尾部分を生
成します。新しいパーティションは、ローカルシステムまたはリモートシステ
ムのどちらにも指定できます。 
 
new-partition-name 

新しいパーティションの SQL識別子です。 
 
partition-size 

新しいパーティションのサイズです。 
 
partition-extent-size [ MAXEXTENTS num-extents ] 

新しいパーティションのサイズです。プライマリおよびセカンダリエクステン
トのサイズと、エクステントの最大数を指定できます。MAXEXTENTSを指定
しない場合、MODIFYはすべてのパーティションをチェックし、ソースパーテ
ィションの値を使用します。 
 
partition-extent-size 

新しいパーティションのエクステントサイズです。 

 
EXTENT { ext-size } { (pri-ext-size, sec-ext-size ) } 

ext-size は符号なしの整数値です。新しいパーティションのプライマリとセカ
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ンダリの両方のエクステントのサイズとして指定できます。プライマリエクス
テントとセカンダリエクステントのサイズは別々に指定できます。EXTENT を
指定しない場合、MODIFY はソースパーティションのエクステントサイズ値を
使用します。 
 
「EXTENT」 (9-6) および「MAXEXTENTS」 (9-7) を参照してください。 

 
ADD [PARTITION] [TO] LOCATION new-partition [partition-size ] 

テーブルまたはインデックスにハッシュパーティションを追加します。 
 
[TO] LOCATION new-partition 

新しいパーティションの場所を指定します。 
 
new-partition 

新しいパーティションのディスクボリュームまたは Guardianファイルです。デ
ィスクボリューム構文を使用する場合、MODIFYはファイル名の末尾部分を生
成します。新しいパーティションは、ローカルシステムまたはリモートシステ
ムのどちらにも指定できます。 

新しいパーティションはテーブルまたはインデックスの最後のパーティション
になります。 
 
new-partition-name 

新しいパーティションの SQL識別子です。 
 
partition-size 

新しいパーティションのサイズです。 
 
partition-extent-size [ MAXEXTENTS num-extents ] 

新しいパーティションのサイズです。プライマリおよびセカンダリエクステン
トのサイズと、エクステントの最大数を指定できます。MAXEXTENTSを指定
しない場合、MODIFYは、プライマリ、セカンダリ、および最大エクステント
の値の組み合わせを使用して、可能な最も大きい最大エクステントサイズを使
用します。 
 
partition-extent-size 

新しいパーティションのエクステントサイズです。 
 
EXTENT { ext-size } { (pri-ext-size, sec-ext-size ) } 

ext-sizeは符号なしの整数値です。新しいパーティションのプライマリとセカ
ンダリの両方のエクステントのサイズとして指定できます。プライマリエクス
テントとセカンダリエクステントのサイズは別々に指定できます。EXTENTを
指定しない場合、MODIFYは、プライマリ、セカンダリ、および最大エクステ
ントの値の組み合わせを使用して、可能な最も大きいエクステントサイズを使
用します。 

「EXTENT」 (9-6) および「MAXEXTENTS」 (9-7)を参照してください。 

ハッシュパーティションを追加すると、既存のパーティションのデータのサブ
セットが新しいパーティションに再分配されます。 
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REPARTITION LIKE model-object 

テーブルやインデックスを完全にパーティショニングする要求です。この機能
は、スキーマバージョン 3400以上のオブジェクトで使用できます。コミット
フェーズ中にすべてのオリジナルパーティションは削除されるため、パーティ
ショニング完了時に空き領域に再要求や再ロードは不要です。 
 
model-object 

望ましいパーティションレイアウトを持つモデルオブジェクトの ANSI 名です。
通常のカタログとスキーマ名のデフォルトが適用されます。 

REPARTITION操作の後、操作対象だったオブジェクトはモデルオブジェクト
のパーティションのセットを持ちます。REPARTITION操作の結果として、モ
デルオブジェクト自身は削除されます。 
 
RECLAIM [optional-reclaim-option-list]| NO RECLAIM 

SQL/MXが ORSERVプロセスを自動的に起動して、影響を受けるパーティシ
ョンの未使用の空き領域を再要求するかどうか (RECLAIM)、またはユーザーが
FUP RELOAD操作を手動で実行するかどうか (NO RECLAIM) を指定します。
未使用の空き領域が含まれているパーティションには、ファイルラベルに
UNRECLAIMEDSPACE (F)フラグが設定されています。このフラグは空き領域
が再要求されるまで設定されたままになり、オブジェクトに対して新しい
MODIFY、DUP、または BACKUP操作の実行を試みると、エラー20290 (操作
が進行中) で失敗します。オブジェクトに対して DML操作を実行することはで
きますが、他のすべての操作は失敗します。省略した場合、レンジ分割された
オブジェクトのデフォルトは RECLAIMです。このオプションは、MODIFYが
空き領域の再要求を必要としない場合は無視されます。 
 
optional-reclaim-option-list (reclaim-option [, 
reclaim-option]) 

RECLAIMオプションにより、オプションで reclaim-options の RATEと
PRIORITYを指定できます。これにより、再ロードのレートと優先度を制御で
きます。 
 
RATE percentage 

1～100の値。再要求動作の処理率を指定します。デフォルト値は 100です。 
 
PRIORITY gpri 

1～199の値。再要求動作が開始される NSK優先度を指定します。デフォルト
値はMODIFYコマンドが実行される優先度と同じです。 
 
WITH SHARED ACCESS [commit-options] 

操作がオンライン操作であることを指定します。commit-optionsを省略した場
合の結果は、COMMIT WHEN READY TIMEOUT DEFAULT 
ONCOMMITERROR ROLLBACK WORKを指定した場合と同じです。 
 
COMMIT [ WORK ] [ commit-option ] [ on-error ] 

コミットフェーズを発生させる時刻を指定します。commit-option 句は、次
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のオプションを指定します。 

• WHEN READYは、コミットフェーズを可能な限り早い時刻に発生させる
ことを指定します。 

• AFTER time は、コミットフェーズを指定された time より後に発生させ
ることを指定します。 

• BEFORE time は、コミットフェーズを指定された time より前に発生さ
せることを指定します 

on-error 句は、コミットフェーズが再試行できるエラーで失敗した場合に何
が行われるかを指定します。省略した場合の結果は、TIMEOUT DEFAULT 
ONCOMMITERROR ROLLBACK WORKを指定した場合と同じです。time は
日付時刻値です。time の例：'2005-02-16 14:00:00' 
 
ROLLBACK [WORK] 

操作を終了する必要があることを指定します。結果は、CANCELオプションを
指定して別の RECOVERコマンドを発行した場合と同じです。ROLLBACK 
WORKは最後の on-error 句にしか指定できません。 
 
ONCOMMITERROR commit-options 

コミットフェーズ中に再試行できるエラーが発生した場合に SQL/MXが取るべ
きアクションを指定します。再試行できるエラーには、ファイルが使用中、ロ
ック要求のタイムアウト、リソースが使用できない、および BEFORE/AFTER
時間枠がない、などが含まれます。 

再試行できないエラーの場合は常に、ONCOMMITERROR オプションでの指定
にかかわらず、SQL/MX はデータベースへの変更をキャンセルし、操作を終了
します。 

ONCOMMITERRORは COMMITオプション内に出現して別の COMMITオプシ
ョンを指定するため、再帰的です。1つの文に 3つまでの COMMITオプション
を指定でき、4つ以上指定するとエラーが発生します。 
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オンラインのパーティション管理 
MODIFYは、レンジ分割またはハッシュ分割されたテーブルやインデックスに対する以下の操
作について、オンラインのパーティション管理をサポートします。操作中でも、対象のテーブ
ルやインデックスに対するアプリケーションの読み取り、書き込みが可能です。 

• 追加 (レンジ分割およびハッシュ分割) — 新規のパーティションを追加し、1つ以上の既
存のパーティションから条件を満たす行を新しいパーティションへ移動します。 

• 移動 (レンジ分割およびハッシュ分割) — パーティション全体を新しい場所に移動します。 

• 削除 (ハッシュ分割のみ) — 削除するパーティションの行を、残るパーティションに
再分配してから、パーティションを削除します。最後のパーティションのみを削除で
きます。 

• 境界の移動 (レンジ分割のみ) — 隣接するパーティション間の first-key(開始キー)の境界を
移動します。操作の一部として条件を満たす行が移動されます。 

• マージ (レンジ分割のみ) — パーティション全体を隣のパーティションにマージします。
操作の一部として条件を満たす行が移動されます。 

• 再分割 (レンジ分割およびハッシュ分割) — テーブルやインデックス用のパーティション
セット全体を「モデルオブジェクト」を使用して述べたパーティションセットに置き換え
ます。操作の一部として、すべての行が移動されます。操作の結果としてモデルオブジェ
クトは削除されます。 

オンラインMODIFYは、ハッシュ分割およびレンジ分割両方のテーブルやインデックスに対
するすべてのタイプのパーティショニングキー (フルクラスタリングキー、クラスタリングキ
ーのプレフィックス、切り離されたキー) をサポートします。 

 

オフラインのパーティション管理 
MODIFYは、レンジ分割またはハッシュ分割されたテーブルやインデックスに対する以下の操
作について、オフラインのパーティション管理をサポートします。操作中でも、対象のテーブ
ルやインデックスに対するアプリケーションの読み取りが可能ですが、書き込みはできません。 

• 追加 (レンジ分割およびハッシュ分割) — 新規のパーティションを追加し、1つ以上の
既存のパーティションから条件を満たす行を新しいパーティションへ移動します。 

• 移動 (レンジ分割およびハッシュ分割) — パーティション全体を新しい場所に移動します。 

• 削除 (ハッシュ分割のみ) — 削除するパーティションの行を、残るパーティションに再
分配してから、パーティションを削除します。最後のパーティションのみを削除できま
す。 

• 削除 (レンジ分割のみ) - レンジ分割されたテーブルやインデックスから、空のパーティシ
ョンを削除します。 

• 境界の移動 (レンジ分割のみ) — 隣接するパーティション間の first-key(開始キー)の境界を
移動します。操作の一部として条件を満たす行が移動されます。 

• マージ (レンジ分割のみ) — パーティション全体を隣のパーティションにマージします。
操作の一部として条件を満たす行が移動されます。 

• 再分割 (レンジ分割およびハッシュ分割) — テーブルやインデックス用のパーティション
セット全体を「モデルオブジェクト」を使用して述べたパーティションセットに置き換
えます。操作の一部として、すべての行が移動されます。操作の結果としてモデルオブ
ジェクトは削除されます。 
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オフラインMODIFYは、ハッシュ分割およびレンジ分割両方のテーブルやインデックスに対
するすべてのタイプのパーティショニングキー (フルクラスタリングキー、クラスタリングキ
ーのプレフィックス、切り離されたキー) をサポートします。 

さらに、オフラインMODIFYは、以下の操作をサポートします。 

• システムによってクラスター化されたテーブルの新しい場所への移動 

• シーケンスジェネレーターの新しい場所への移動 
 
再分割操作のモデルオブジェクトに対する制限 

MODIFYユーティリティの REPARTITION句では、モデルテーブルオブジェクトまたはモデ
ルインデックスオブジェクトを使用してターゲットオブジェクトの望ましいパーティションレ
イアウトを指定することで、テーブルやインデックスの再分割ができます。
MODIFY...REPARTITIONの詳細は、『SQL/MX 3.4 Management Guide』を参照してくださ
い。 

 
以下の一般的な制約がモデルオブジェクトに適用されます。 

• ターゲットオブジェクトと同じカタログとスキーマである必要があります。 

• ターゲットオブジェクトそのものであってはなりません。 

• パーティショニング列のセットは、ターゲットオブジェクトのパーティショニング列のセ
ットと同じでなくてはなりません。 

• パーティショニングスキーマ (レンジ分割またはハッシュ分割) は、ターゲットオブジェ
クトのパーティショニングスキーマと同じでなくてはなりません。 

• 物理ブロックサイズは、ターゲットオブジェクトの物理ブロックサイズと同じでなければ
なりません。 

• 列の数は、ターゲットオブジェクトの列の数と同じでなければなりません。 
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MODIFYの例 
• 既存のレンジパーティションのすべてのレコードを新しい場所に移動します。 

MODIFY TABLE tab1 MOVE PARTITION 
WHERE LOCATION $data02 
TO LOCATION $data03; 

• キーが 10000から最後のキーまでに等しい既存のレンジパーティションのレコードを新し
い場所に移動します。 
MODIFY TABLE tab1 MOVE PARTITION 

WHERE KEY = VALUE (10000) THRU KEY = LAST KEY 
TO LOCATION $data02 EXTENT (512, 512) MAXEXTENTS 256; 
TO LOCATION $data03 EXTENT (1024, 1024) MAXEXTENTS 256; 

• ハッシュ分割されたテーブルの 2番目のパーティションを新しい場所に移動します。 
MODIFY TABLE tab1 MOVE PARTITION 

WHERE KEY = VALUE (2) 
TO LOCATION $DATA02; 

• ハッシュ分割されたテーブルを$data02から$data03に移動します。 
MODIFY TABLE tab1 MOVE PARTITION 

WHERE LOCATION $data02 
TO LOCATION $data03 
EXTENT (1024, 1024) MAXEXTENTS 256; 

• テーブルをオンライン操作で移動します。 
MODIFY TABLE MODT408A05 ADD PARTITION 

WHERE KEY= first key upto key= value (30000) 
TO LOCATION $data04 
WITH SHARED ACCESS 
COMMIT BEFORE '2007-04-05 16:25:40' 
ONCOMMITERROR COMMIT WORK AFTER '2007-04-05 25:19:00'; 

• 次の例は、テーブルの 1つの Guardianの場所の単純な名前変更を示しています。テー
ブル T1が$DATA01.ZSDABCDE.SPARTN00 という場所を持っているとします。 
MODIFY TABLE CAT.SCH.T1 RENAME WHERE LOCATION 
$DATA01.ZSDABCDE.SPARTN00 TO TPARTN00; 

場所 SPARTN00 が TPARTN00 にリネームされます。ボリュームとサブボリュームはリネー
ムされません。 

• 次の例は、テーブルの指定された場所のセットの名前変更を示しています。 
MODIFY TABLE CAT.SCH.T2 RENAME LOCATION ( $DATA01.ZSDABCDE.ABCDEF00 TO FEDCBA00 , $DATA02.ZSDABCDE.GHIJKL00 
TO LKJIHG00 ); 

キーワードWHEREはオプションです。 

• 次の例は、パターンが一致するすべてのテーブルの場所の名前変更を示しています。テ
ーブル T1が$DATA01.ZSDABCDE.SPARTX00および
$DATA02.ZSDABCDE.SPARTY00という場所を持っているとします。 
MODIFY TABLE CAT.SCH.T1 RENAME WHERE LOCATION $*.ZSDABCDE.S* MAP NAMES TO T???????; 

どちらの場所もパターンに一致するため、名前が変更されます。結果の場所の一番左には
文字"T"が含まれ、残りの位置の文字は元の場所と同じものになります。そのため、場所の
名前は$DATA01.ZSDABCDE.TPARTX00 および$DATA02.ZSDABCDE.TPARTY00 に変更
されます。 

• インデックスの指定された場所のセットの名前を変更します。 
MODIFY INDEX CAT.SCH.IDX2 
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RENAME LOCATION 
( $DATA01.ZSDABCDE.ABCDEF00 TO FEDCBA00 
, $DATA02.ZSDABCDE.GHIJKL00 TO LKJIHG00 ); 

• インデックスのファイル名のパターンに一致するすべての場所の名前を変更します。 
MODIFY INDEX CAT.SCH.MYIX 

RENAME WHERE LOCATION $DATA*.ZSDXYZZY.S* TO T?????00; 

この例のマッピング指定 T?????00 は、ソースファイル名の文字に関係なく、ターゲット
ファイル名の最初の文字が"T"である必要があることを示しています。後続の 5文字はソー
スファイル名の対応する位置からコピーされ、最後の 2文字は 00になります。 

• 次の例は、シーケンスジェネレーターのパーティションを移動しています。 
MODIFY SEQUENCE seq1 MOVE PARTITION TO LOCATION $data02; 

• 次の例は、シーケンスジェネレーターの Guardianの場所の名前を変更しています。 
MODIFY SEQUENCE seq1 RENAME WHERE LOCATION $DATA06.ZSDGQJL7.GGLP9700 to NEWLOC00; 

• 次の例は、パターンを使用してシーケンスジェネレーターの Guardianの場所の名前を変更
しています。 
MODIFY SEQUENCE seq1 RENAME WHERE LOCATION $*.*.*MAP NAMES TO NW????00; 

• インデックスの 1つの Guardianの場所の名前を変更します。 
MODIFY INDEX CAT.SCH.IDX1 
RENAME WHERE LOCATION 
$DATA01.ZSDABCDE.SPARTN00 TO TPARTN00; 

キーワードWHEREはオプションであることに注意してください。 

• テーブルを再ロードします。 
MODIFY TABLE t1 REORG; 

• テーブル t1を CONCURRENCY 2と RATE 40で再ロードします。 
MODIFY TABLE t1 REORG CONCURRENCY 2, RATE 40; 

• テーブル t1を再ロードし、進捗レポートを ossファイルに記録します。 
MODIFY TABLE t1 REORG LOG TO OUTFILE /home/usr/reorg.log; 

• モデルオブジェクトのレイアウトを使用してテーブルを再分割します。 
 

CREATE TABLE TARGET_OBJ 
( ...) 
LOCATION $DATA01.ZSDABCDE.HIJKLM00 
PARTITION BY (COL2) 
( 
ADD FIRST KEY (1000) LOCATION $DATA02.ZSDABCDE.OPQRST00, 
ADD FIRST KEY (2000) LOCATION $DATA03.ZSDABCDE.UVWXYZ00 
) 

対応するモデルパーティションレイアウトを以下のように仮定します。 
 

CREATE TABLE MODEL_OBJ 
( ...) 
LOCATION $DATA01.ZSDABCDE.ABCDEF00 
PARTITION BY (COL2) 
( 
ADD FIRST KEY (1500) LOCATION $DATA02.ZSDABCDE.GHIJKL00, 
ADD FIRST KEY (3000) LOCATION $DATA03.ZSDABCDE.MNOPQR00, 
ADD FIRST KEY (5000) LOCATION $DATA04.ZSDABCDE.STUVWX00 
) 



63 
 

次のコマンドを実行すると、 
 

MODIFY TABLE TARGET_OBJ 
REPARTITION LIKE MODEL_OBJ; 

ターゲットパーティションのレイアウトは次のようになります。 
 

CREATE TABLE TARGET_OBJ 
( ...) 
LOCATION $DATA01.ZSDABCDE.ABCDEF00 
PARTITION BY (COL2) 
( 
ADD FIRST KEY (1500) LOCATION $DATA02.ZSDABCDE.GHIJKL00, 
ADD FIRST KEY (3000) LOCATION $DATA03.ZSDABCDE.MNOPQR00, 
ADD FIRST KEY (5000) LOCATION $DATA04.ZSDABCDE.STUVWX00 
) 
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PURGEDATAユーティリティ 
「PURGEDATAに関する留意事項」 (2-304)  

「PURGEDATAの例」 (2-305) 

PURGEDATAはMXCIを使用して実行できる構文ベースのユーティリティです。
PURGEDATAユーティリティは、SQL/MXテーブルとそれに関連するインデックスから、ま
たはインデックスのないテーブルの指定されたパーティションから、すべてのデータを削除し
ます。PURGEDATAは、対象のテーブルに対する排他的アクセス権が必要です。 

 

PURGEDATA table-name [list-of-partitions] [IGNORE_TRIGGER] 
 
table-name is: 

[ [catalog.]schema.]name 
 
list-of-partitions is: 

[PARTITION] WHERE partition-map 
 
partition-map is: 

{guardian-name | first-key } 
 
guardian-name is: 

LOCATION [\node].$volume[.subvolume.file] 
 
first-key is: 

{[KEY=] partition-id 
|[KEY=] partition-id UPTO [KEY=] partition-id 
|[KEY=] partition-id THRU [KEY=] partition-id } 

 
partition-id is: 

{{FIRST | LAST} PARTITION 
| key-value } 

 
key-value is: 

VALUE (column-value [, column-value] ...) 
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RECOVERユーティリティ 
「RECOVERに関する留意事項」 (2-305) 

「RECOVERの例」 (2-307) 

RECOVERはMXCIを使用して実行できる構文ベースのユーティリティです。RECOVERユー
ティリティは失敗したユーティリティ操作の状態を判断して、そのリカバリ手順を実行します。
RECOVERは、操作全体をロールバックするか、操作を完了させることで、失敗したユーティリ
ティ操作を完了させます。RECOVERは、ほとんどの場合、操作が開始される前と同じ状態にす
ることでユーティリティ操作をロールバックします。 
 

RECOVER [INCOMPLETE SQLDDL OPERATION ON] object [ddl-lock ] [opt ] 
 
object is: 

{ TABLE | INDEX } object-name 
 
object-name is: 

[[catalog.]schema.]name 
 
ddl-lock is: 

WITH DDL_LOCKS ddl-lockname 
ddl-lockname is: 

catalog.schema.name  
opt is: 

{ CANCEL [ RECLAIM optional-reclaim-option-list ] | RESUME } 
optional-reclaim-option-list is: 

( reclaim-option [, reclaim-option ] ) 
reclaim-option is: 

RATE percentage | 
PRIORITY gpri 
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シーケンスジェネレーターに関する留意事項 

REVOKE SEQUENCEを RESTRICTおよび CASCADEオプションと共に使用する場合、以下
の留意事項があります。 

• シーケンスジェネレーターがどのトリガーからも参照されていない場合、RESTRICTお
よび CASCADEオプションは問題になりません。 

• USAGEは、シーケンスジェネレーターでサポートされる唯一の権限です。 

• シーケンスジェネレーターが 1つ以上のトリガーから参照されていて、少なくとも 1つの
トリガーのオーナーが REVOKE SEQUENCE...RESTRICTの結果としてすべての USAGE
権限を失った場合、REVOKE操作はエラーとなり、拒否されます。 

• シーケンスジェネレーターが 1つ以上のトリガーから参照されていて、すべてのトリガー
のオーナーが REVOKE SEQUENCE...RESTRICTの後でも USAGE権限を保持している
場合、REVOKE操作は、正常に USAGE権限を取り消します。トリガーは削除されませ
ん。 

• シーケンスジェネレーターが 1つ以上のトリガーから参照されていて、少なくとも 1つの
トリガーのオーナーが REVOKE SEQUENCE...CASCADEの結果としてすべての USAGE
権限を失った場合、REVOKE操作はシーケンスジェネレーターから権限を取り消し、オ
ーナーがすでに USAGE権限を保持していないトリガーのうち参照しているトリガーを削
除します。オーナーがまだ USAGE権限を保持しているトリガーは、REVOKE操作後も
削除されません。 
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SELECT文 
「SELECTに関する留意事項」 (2-339) 

「選択リストに関する留意事項」 (2-343) 

「SEQUENCE BYに関する留意事項」 (2-343) 

「GROUP BYに関する留意事項」 (2-344) 

「ORDER BYに関する留意事項」 (2-344) 

「UNIONに関する留意事項」 (2-344) 

「MXCIでの SELECTの例」 (2-348) 

「Cでの SELECTの例」 (2-353) 

「COBOLでの SELECTの例」 (2-354) 

「パブリッシュ/サブスクライブでの SELECTの例」 (2-354) 

「インライン CQDでの SELECTの例」 

SELECT文は、テーブル、ビュー、クエリ表現の評価によって判別される導出されたテー
ブル、または結合されたテーブルから値を取得する DML文です。 

SELECT INTO文は、クエリ表現の評価によって判別されるテーブル、ビュー、結
合されたテーブル、または導出されたテーブルから単一行の値を取得するために使用しま
す。取得した行の値をホスト変数に割り当てます。INTOバージョンの SELECTは、埋め
込み SQLプログラムでのみ使用します。  

 
 [ROWSET FOR size-and-index ] 

size-and-index is 
:| INPUT SIZE rowset-size-in 
| OUTPUT SIZE rowset-size-out 
| KEY BY row-id 
| INPUT SIZE rowset-size-in, OUTPUT SIZE rowset-size-out 
| INPUT SIZE rowset-size-in, KEY BY row-id 
| OUTPUT SIZE rowset-size-out, KEY BY row-id 
| INPUT SIZE rowset-size-in, OUTPUT SIZE rowset-size-out,  
  KEY BY row-id 
 
SELECT [[ANY N ] | [FIRST N ]] [ALL | DISTINCT] select-list 
 
    INTO variable-spec [,variable-spec]...  

 
   FROM table-ref [,table-ref]... 
   [WHERE search-condition | rowset-search-condition ]  
   [SAMPLE sampling-method] 
   [TRANSPOSE transpose-set [transpose-set]... 
       [KEY BY key-colname]]... 
   [SEQUENCE BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
       [,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
   [GROUP BY {colname | colnum} [,{colname | colnum}]...] 
 
   [HAVING search-condition | rowset-search-condition ]  
    [ORDER BY {colname | colnum} [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
       [,{colname | colnum} [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
   [[FOR] access-option ACCESS]  
   [IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE] 
   [UNION [ALL] select-stmt] 
   WITH control-query-default control-list  
   [ statement-level-hint-list ]; 
 
select-list is: 
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   * | select-sublist [,select-sublist]... 
 
select-sublist is: 
   corr.*| [corr.]single-col [[AS]name] |  
     [col-expr [[AS]name] 
 
table-ref is: 
     table [[AS] corr [<<+ table-hint-list >>] [(col-expr-list)]] 
 
 
   | STREAM (table) [[AS] corr [(col-expr-list)]]  

        [AFTER LAST ROW]  
   | view [[AS] corr [(col-expr-list)]] 
 

   | STREAM (view) [[AS] corr [(col-expr-list)]]  

        [AFTER LAST ROW]  
   | (query-expr) [AS] corr [(col-expr-list)] 
 
   | (delete-statement [RETURN select-list])  
         [AS] corr [(col-expr-list)] 
   | (update-statement [RETURN select-list])  
         [AS] corr [(col-expr-list)]  

| joined-table 
 
table-hint-list is: 

table-hint [, table-hint-list] 
 
table-hint is: 
   access-path-hint 
|  cardinality-hint 
|  selectivity-hint 
 
access-path-hint is: 
BASETABLE table 
|  NO_BASETABLE table 
|  INDEX table( index-list ) 
|  NO_INDEX table( index-list ) 
|  INDEXJOIN table( index-list ) 
|  NO_INDEXJOIN table( index-list ) 
 
index-list is: 
index [, index]... 
 
cardinality-hint is: 
CARDINALITY table( cardinality-value ) 
 
selectivity-hint is: 
SELECTIVITY table( selectivity-value ) 
 
access-option is: 
   READ UNCOMMITTED 
 | READ COMMITTED 
 | SERIALIZABLE 
 | REPEATABLE READ 
 | SKIP CONFLICT 
 | STABLE 
 
query-expr is: 

non-join-query-expr | joined-table 
 
non-join-query-expr is: 

non-join-query-primary | query-expr UNION [ALL] query-term 
 
query-term is: 

non-join-query-primary | joined-table 
 
non-join-query-primary is: 

simple-table | (non-join-query-expr) 
 
joined-table is: 
table-ref [NATURAL] [join-type] JOIN table-ref [join-spec] 
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|table-ref CROSS JOIN table-ref 
 
join-type is: 
   INNER | LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER] 
 
join-spec is: 
   ON search-condition | rowset-search-condition  
 

simple-table is: 
     VALUES (row-value-const) [,(row-value-const)]... 
   | TABLE table 
   | SELECT [ALL | DISTINCT] select-list 
        FROM table-ref [,table-ref]... 
      | FROM ROWSET [rowset-size]  
         (:array-name [,:array-name]...) 
       [WHERE search-condition | rowset-search-condition ]  
       [SAMPLE sampling-method] 
       [TRANSPOSE transpose-set [transpose-set]... 
          [KEY BY key-colname]]... 
       [SEQUENCE BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] 
          [,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
       [GROUP BY {colname | colnum} [,{colname | colnum}]...] 
       [HAVING search-condition | rowset-search-condition ]]  
       [[FOR] access-option ACCESS] 
       [IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE] 
 
row-value-const is: 
     row-subquery 
   | {expression | NULL} [,{expression | NULL}]... 
 
sampling-method is: 
      RANDOM percent-size 
   | FIRST rows-size 
              [SORT BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
                [,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
   | PERIODIC rows-size EVERY number-rows ROWS 
              [SORT BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
                [,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
 
percent-size is: 
      percent-result PERCENT [ROWS 
        | {CLUSTERS OF number-blocks BLOCKS}] 
    | BALANCE WHEN condition 
        THEN percent-result PERCENT [ROWS] 
        [WHEN condition THEN percent-result PERCENT [ROWS]]... 
        [ELSE percent-result PERCENT [ROWS]] END 
 
rows-size is: 
      number-rows ROWS 
    | BALANCE WHEN condition THEN number-rows ROWS  
             [WHEN condition THEN number-rows ROWS]... 
             [ELSE number-rows ROWS] END 
 
transpose-set is: 
   transpose-item-list AS transpose-col-list 
 
transpose-item-list is: 
   expression-list |(expression-list)[,(expression-list)]... 
 
expression-list is: 
   expression [,expression]... 
 
transpose-col-list is: 
   colname | (colname-list) 
 
colname-list is: 
   colname [,colname].. 
 
control-query-default is: 
CONTROL QUERY DEFAULT 
 
control-list is: 
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  attribute 'attr-value' 
| attribute 'attr-value' [, control-list]... 
 
statement-level-hint-list is: 
USING <<+ hint-list >> 
 
hint-list is: 
hint [, hint-list] 
 
hint is: 
  statement-hint 
| table-hint 
 
statement-hint is: 
join-type-hint 
 
join-type-hint is: 
USE_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  NO_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  USE_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  NO_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  USE_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  NO_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 

 

ROWSET FOR size-and-index 

SELECT 文で行セットを使用する場合にのみ許可されます。 INPUT SIZE 
rowset-size-in お よ び KEY BY row-id は 、 where 句 に
rowset-search-condition を指定した場合にのみ許可されます。
OUTPUT SIZE rowset-size-out は、variable-spec が行セットタイプ
のホスト変数で構成されている SELECT … INTO文でのみ許可されます。 

 
INPUT SIZE rowset-size-in 

入力行セットのサイズを指定されたサイズに制限します。指定するサイズは、
行セットに割り当てられているサイズ以下である必要があります。サイズは、
タイプが Cの unsigned short、signed short、unsigned long、または signed 
longである整数リテラル (真数リテラル)、動的パラメーター、またはホスト
変数、および COBOLの対応する同等な整数リテラル、動的パラメーター、
またはホスト変数です。サイズを指定しない場合、NonStop SQL/MXは埋め
込み SQLプログラムの SQL Declare Sectionに指定された割り当て済みの行
セットのサイズを使用します。 

 
OUTPUT SIZE rowset-size-out 

出力行セットのサイズを指定されたサイズに制限します。指定するサイズは、
行セットに割り当てられているサイズ以下である必要があります。サイズは、
タイプが Cの signed longである整数リテラル (真数リテラル) またはホスト
変数、および COBOL の対応する同等な整数リテラルまたはホスト変数です。
サイズを指定しない場合、NonStop SQL/MXは埋め込み SQLプログラムの
SQL Declare Sectionに指定された割り当て済みの行セットのサイズを使用し
ます。このオプションはカーソル宣言ではサポートされません。OUTPUT 
SIZEは SELECT ...INTO文でのみサポートされます。 

 
KEY BY row-id 

ゼロから始まるインデックスです。これは、結果セットに行を含める原因と
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なったWHERE句の特定の search-condition に、SELECT文または
FETCH文の結果セットの各行を関連付けます。たとえば、結果セットの特定
の行の row-id値が 0 (ゼロ) の場合、この行はWHERE句のホスト変数配列の
最初の要素 (Cの配列インデックス 0、COBOLの配列インデックス 1) の
search-condition と一致します。 

行セットの詳細については、『SQL/MX Programming Manual for C and 
COBOL』 を参照してください。 

 
[ANY N ] | [FIRST N ] 

最初の N行 (ANY) またはソートされた行の FIRST N 行のどちらを選択する
かを指定します。ANY N または FIRST N は角カッコで囲む必要があります。 
[FIRST N]は、SELECT文の結果テーブルをソートするために、選択リスト
のいずれかの列に ORDER BYを使用した場合にのみ、[ANY N]と異なりま
す。N はスケールのない符号なしの数値リテラルです。N がテーブル内の行
数より大きい場合は、すべての行が返されます。[ANY N]および[FIRST N]
は、ネストした SELECT文および UNION操作の両側で許可されます。 

 
ALL | DISTINCT 

select-list に指定されている列のすべての行を取得する (ALL) か、重複
している行を除いた行のみを取得する (DISTINCT) かを指定します。ヌルは
重複を削除するために等しいと見なされます。デフォルトは ALLです。 

 
select-list 

FROM句のテーブル参照から選択する列または列の式を指定します。 
 

* 

FROM句に指定された、クエリ表現の評価によって判別されるテーブル、ビ
ュー、結合されたテーブル、または導出されたテーブルのすべての列を指定
します。 

 

corr.* 

FROM 句に指定されたテーブル参照の相関名 corr を使用して、特定のテーブ
ル参照のすべての列を指定します。「相関名」 (6-11) を参照してください。 

 

corr. 

FROM 句に指定されたテーブル参照の相関名 corr を使用して、特定のテーブ
ル参照のすべての列を指定します。 

 

single-col [[AS] name] 

列を指定します。 
 

col-expr [[AS]name] 

リスト内の SQL 値の式の評価によって判別される導出された列を指定します。
AS句を使用することによって、導出された列 col-exprを nameに関連付ける
ことができます。 
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「選択リストに関する留意事項」 (2-343) の制限に関する記述を参照してくだ
さい。 

 

INTO variable-spec [,variable-spec ]... 

SELECT文の結果行の値を返すホスト変数を指定します。select-listの
項目数は、指定したホスト変数の数と等しい必要があります。各ソース値の
データタイプは、ターゲットのホスト変数のデータタイプと互換性がある必
要があります。結果行の最初の値が最初のホスト変数に代入され、2番目の値
が 2番目の変数に代入されます (以下同様)。 

variable-spec には行セットホスト変数を指定できます。1つの行
セットホスト変数を指定した場合は、INTOリストに指定したすべてのホスト
変数が行セットである必要があります。行セットを使用した場合は、複数の
行を返すことができます。返された行数が行セットの長さより短い場合、エ
ラーは表示されません。ただし、返された行数が行セットの長さまたは指定
された rowset-size-outを超えた場合、NonStop SQL/MXはエラーを表示しま
す。  
 

INTO句は、UNION操作ではない操作、および 1つの行を返す操作にのみ使
用します。SELECT文が複数の行を返す場合は、INTOリストに行セットホス
ト変数を使用するか、カーソルを使用します。 
 

:variable-name [[INDICATOR]:indicator-
name 
] 

変数の指定です (ホスト変数とオプションのインジケーター変数)。変数名は

コロン (:) で始まります。SELECT文の結果行の値は、これらのホスト変数に

返されます。 

インジケーター変数のデータタイプはスケール 0の真数です。ホスト変数に
返されたデータがヌルの場合、インジケーター変数はゼロ未満の値に設定さ
れます。返された文字データが切り捨てられた場合、インジケーターパラメ
ーターにはデータベース内の文字列の長さが設定されます。  
 

『SQL/MX Programming Manual for C and COBOL』で単一行の SELECT文
について参照してください。  

 
FROM table-ref [,table-ref ]... 

NonStop SQL/MXが select-listに指定された列を返す中間結果テーブルの内
容が導出される、テーブル、ビュー、導出されたテーブル、または結合され
たテーブルのリストを指定します。テーブルまたはビューを参照するには、
次の名前タイプのいずれかを使用します。 

• Guardian物理名 

• ANSI論理名 
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• DEFINE名 

「データベースオブジェクト名」 (6-13) を参照してください。 

1つの table-refのみを指定した場合、中間結果テーブルはそのテーブル参照
から導出された行で構成されます。複数の table-refを指定した場合、中間結
果テーブルは個々のテーブル参照から導出された結果テーブルのクロス積と
なります。 

 
 

 table [[AS] corr [<<+table-hint-list>>] [(col-expr-list)]] 
 
| STREAM (table) [[AS] corr [(col-expr-list)]]  

     [AFTER LAST ROW]  
| view [[AS] corr [(col-expr-list)]] 
 
| STREAM (view) [[AS] corr [(col-expr-list)]]  

    [AFTER LAST ROW]  
| (query-expr) [AS] corr [(col-expr-list)] 
| (delete-statement [RETURN select-list]) [AS] 

corr [(col-expr-list)] 
 
 
 
| (update-statement [RETURN select-list]) 

[AS] corr [(col-expr-list)]  
| joined-table 
 

 

単一のテーブル、ビュー、クエリ表現の評価によって判別される導出された
テーブル、結合されたテーブル、テーブルまたはビューのストリーミング、
あるいは埋め込み更新文または削除文として table-ref を指定します。 

次のオプションの句はテーブルまたはビューに指定できます。次の句は導出
されたテーブルで必要となります。 
 
[AS] corr [<<+table-hint-list>>]  
[(col-expr-list)] 

FROM 句内の先行するテーブル参照 table-ref に相関名 corr を指定しま
す。「相関名」 (6-11) を参照してください。 
 
col-expr [[AS]name] [,col-expr [[AS]name]]... 

導出された列のリストである col-expr-listに項目を指定します。 

クエリ表現の指定については、「SELECT文」の query-expr の構文図を参
照してください。 

 

STREAM (table) [[AS] corr [(col-expr-list)]] 

テーブルから連続したデータストリームを返します。連続したデータストリ
ームに対して開いているカーソルは、データの終わりの状態を返すことはな
くブロック (待機) 状態になり、新しい行が使用可能になると実行を再開しま
す。 
 
[[AS] corr [(col-expr-list)]] 

FROM句内の先行するテーブル参照に、オプションの相関名 corrおよびオプ
ションの列リストを指定します。 
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[AFTER LAST ROW] 

テーブル内の既存のすべての行をストリームがスキップするようにして、ス
トリームのカーソルが開かれてから公開された行のみを返します。  

 

 STREAM (view) [[AS] corr [(col-expr-list)]] 

ビューから連続したデータストリームを返します。 
 

[AFTER LAST ROW] 

ビュー内の既存のすべての行をストリームがスキップするようにして、スト
リームのカーソルが開かれてから公開された行のみを返します。  

 

 (delete-statement [RETURN select-list]) [AS] corr  
[(col-expr-list)] 

アプリケーションが単一の操作で行を読み取って削除できます。delete-
statement の構文については、「DELETE文」を参照してください。 

 

RETURN select-list 

削除された行から返される列または列の式を指定します。select-listの項
目には、次の形式を使用できます。 
 
[OLD.]* 

埋め込み DELETEで提供される OLDテーブルの行を指定します。OLDテー
ブルは削除操作の前の列値を参照します。NEWは許可されません。 
RETURNリストを指定しない埋め込み削除操作では、暗黙的な OLD.*の
RETURNリストが想定されます。 
 
col-expr [[AS]name] 

リスト内の SQL 値の式の評価によって判別される導出された列を指定します。
値の式で参照される列は、埋め込み DELETEによって提供される OLDテーブ
ルの行の列です。OLDテーブルは削除操作の前の列値を参照します。 

AS句を使用することによって、導出された列 col‑exprを nameに関連付ける
ことができます。 
 
[AS] corr [(col-expr-list)] 

選択リスト RETURN select-list 内の先行する項目に、オプションの相関
名 corr およびオプションの列リストを指定します。  

 

 (update-statement [RETURN select-list]) [AS]  
corr [(col-expr-list)] 

アプリケーションが単一の操作で行を読み取って更新できます。update-
statement の構文については、「UPDATE文」を参照してください。 
 
RETURN select-list 
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更新された行から返される列または列の式を指定します。select-listの項
目には、次の形式を使用できます。 
 
[OLD.| NEW.]* 

埋め込み UPDATEで提供される OLDテーブルまたは NEWテーブルの行を指
定します。OLDテーブルは更新操作前の列値を参照し、NEWテーブルは更新
操作後の列値を参照します。列が更新されなかった場合、NEWの値は OLD
の値と同じです。 

RETURNリストを指定しない埋め込み更新操作では、暗黙的な NEW.*の
RETURNリストが想定されます。 
 
col-expr [[AS]name] 

リスト内の SQL 値の式の評価によって判別される導出された列を指定します。
値の式で参照される列は、埋め込み UPDATE によって提供される OLD テー
ブルまたは NEWテーブルの行の列として指定できます。 

次に例を示します。RETURN old.empno,old.salary,new.salary, 
(new.salary - old.salary) . 

AS句を使用することによって、導出された列 col-expr を名前 name に関連
付けることができます。 
 
[AS] corr [(col-expr-list)] 

選択リスト   RETURN  select-list内の先行する項目に、オプションの相関名
corrおよびオプションの列リストを指定します。 

次に例を示します。 
RETURN old.empno,old.salary,new.salary,  

(new.salary - old.salary) 

AS emp (empno, oldsalary, newsalary, increase).  
 
table-ref [NATURAL] [join-type] JOIN table-
ref [join-spec] 
join-type は次のとおりです。 

CROSS|INNER | LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER] 

結合されたテーブルです。join-type は、CROSS、INNER、OUTER、
LEFT、および RIGHTキーワードを使用して指定します。オプションの
OUTER キーワードを省略して、結合に LEFT または RIGHT を使用した場合、
NonStop SQL/MXは結合が外部結合であると想定します。 

join-type として CROSS JOINを指定した場合、NATURAL JOINまたは
join-spec は指定できません。 

join-type として INNER、LEFT、RIGHT結合を指定し、NATURAL JOIN
を指定しない場合は、次のように join-spec として ON句を使用する必要が
あります。 

 
ON search-condition 

結合に search-condition を指定します。search-condition の各列参
照は、JOINキーワードの左および右のテーブル参照から導出された 2つの結
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果テーブルのいずれかに存在する列である必要があります。結果テーブルの 2
つの行の結合は、それらの行が条件を満たす場合に行われます。 

 

  ON rowset-search-condition 

結合に rowset-search-condition を指定します。検索条件の配列は順番
に評価され、各条件について、結果テーブルの 2つの行が条件を満たす場合
に、それらの行が結合されます。rowset-search-condition の各列参照
は、JOINキーワードの左および右のテーブル参照から導出された 2つの結果
テーブルのいずれかに存在する列である必要があります。  
 

結合のタイプおよび結合の指定 (使用した場合) によって、次のように 2つの
テーブル参照から結合される行が判別されます。 

 
table-ref CROSS JOIN table-ref 

左の table-ref の各行を右の table-ref の各行と結合します。 
 

table-ref NATURAL JOIN table-ref 
両方のテーブルの同じ名前を持つすべての列の値が一致する行のみを結合し
ます。このオプションは NATURAL INNERと同等です。 

 

table-ref NATURAL LEFT JOIN table-ref 
両方のテーブルの同じ名前を持つすべての列の値が一致する行を結合し、こ
の条件を満たさない左の table-ref の行を加えます。 

 

table-ref NATURAL RIGHT JOIN table-ref 
両方のテーブルの同じ名前を持つすべての列の値が一致する行を結合し、こ
の条件を満たさない右の table-ref の行を加えます。 

 

table-ref JOIN table-ref ON 
ON句の条件を満たす行のみを結合します。このオプションは INNER JOIN... 
ONと同等です。 

 

table-ref LEFT JOIN table-ref ON 
ON句の条件を満たす行を結合し、この条件を満たさない左の table-refの

行を加えます。 
 

table-ref RIGHT JOIN table-ref ON 
ON句の条件を満たす行を結合し、この条件を満たさない右の table-refの
行を加えます。 

simple-table を指定する 3つの方法を次に示します。 
  VALUES (row-value-const) [,(row-value-const)]... 
| TABLE table 
| SELECT [ALL | DISTINCT] select-list  
      FROM table-ref [,table-ref]... 
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    | FROM ROWSET [rowset-size ] 
          (:array-name [,:array-name ]...) 
      [WHERE search-condition | rowset-search-condition ]  
      [SAMPLE sampling-method] 
      [TRANSPOSE transpose-set [transpose-set]... 
         [KEY BY key-colname]]... 
      [SEQUENCE BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
         [,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]...] 
      [GROUP BY {colname | colnum} [,{colname | colnum}]...] 
      [HAVING search-condition | rowset-search-condition ]  
      [[FOR] access-option ACCESS] 
      [IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE] 

 
simple-table には、テーブル値コンストラクターを指定できます。これは、
VALUESキーワードで始まり、一連の行値コンストラクター (それぞれをカッ
コで囲みます) が続きます。row-value-constは、式 (または NULL) のリス
ト、または行のサブクエリ (単一行の列値を返すサブクエリ) です。式のオペ
ランドは列を参照できません (オペランドが結果テーブルの単一の列値を返す
スカラーサブクエリである場合を除く)。 

row-value-const 要素としての NULLの使用は、SQL/MXで拡張された機
能です。 
simple-table は、TABLEキーワードを使用してテーブル名をそれに続ける
ことによって指定できます。これは、クエリの指定 SELECT * FROM table
と同等です。 

simple-table には、クエリの指定を指定できます。つまり、SELECT... 
FROM... およびオプションのWHERE、SAMPLE、TRANSPOSE、
SEQUENCE BY、GROUP BY、および HAVING句で構成される SELECT文
です。通常、この形式の単純なテーブルは、INSERT、CREATE VIEW、また
は DECLARE CURSOR文で使用されます。 

 

 FROM ROWSET rowset-size 

行セットから導出されたテーブルのサイズを指定されたサイズに制限します。
指定するサイズは、行セットに割り当てられているサイズ以下である必要が
あります。サイズを指定する場合は、直後に ROWSETキーワードを指定しま
す。サイズは、unsigned integerまたは値が unsigned integerであるホスト変
数です。 

 
:array-name [,:array-name]... 

一連のホスト変数配列を指定します。各 array-nameは行セットから導出され
たテーブルの列のように使用できます。各 array-nameには、SQLデータタイ
プに対応するデータタイプの有効なホスト言語の識別子を指定できます。
SQL文内の各 array-nameの前にコロン (:) を付けます。 

行セットおよびホスト変数配列の詳細は、『SQL/MX Programming Manual 
for C and COBOL』を参照してください。  

 
WHERE search-condition 

行を選択する search-condition を指定します。「検索条件」 (6-108) を参
照してください。WHERE 句には、集約 (set) 関数を含めることはできません。 

search-condition が適用されるのは、FROM 句のテーブル参照から導出
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された結果テーブルの各行、または複数のテーブル参照の場合、個々のテー
ブル参照から導出された結果テーブルのクロス積の各行です。 

通常、search-condition に指定する各列は、この中間結果テーブルの列で
す。比較値を求めるために使用されるネストしたサブクエリの場合は、列が
外部参照であることもできます。「サブクエリ」 (6-111) を参照してください。 

ANSI標準に準拠するために、NonStop SQL/MXは、集約述部をWHERE句か
ら HAVING句に移動せず、非集約述部を HAVING句からWHERE句に移動し
ません (NonStop SQL/MPでは移動されました)。 

 

 WHERE rowset-search-condition 

行を選択する rowset-search-conditionを指定します。「行セット検索条
件」 (6-110) を参照してください。WHERE句には、集約 (set) 関数を含める
ことはできません。rowset-search-condition の個々の検索条件は、
FROM句のテーブル参照から導出された結果テーブル、または複数のテーブ
ル参照の場合、個々のテーブル参照から導出された結果テーブルのクロス積
に順番に適用されます。個々の検索条件のいずれかに一致する行が選択され
ます。行が複数の検索条件に一致する場合は、一度だけ選択されます。 

通常、rowset-search-conditionに指定する各列は、この中間結果テーブルの列
です。比較値を求めるために使用されるネストしたサブクエリの場合は、列
が外部参照であることもできます。「サブクエリ」 (6-111) を参照してくださ
い。  

 
SAMPLE sampling-method 

SELECT文の中間結果テーブルのサブセットを選択するために使用されるサ
ンプリング方法を指定します。各方法ではサンプリングサイズが使用されま
す。3つのサンプリング方法 (RANDOM、FIRST、および PERIODIC) は次の
ように指定します。 

 
RANDOM percent-size 
結果テーブルから置き換えることなく、行をランダムに選択する (各行が無作
為に選択されます) ように NonStop SQL/MX に指示します。サンプリングサ
イズは、結果テーブルの割合を使用することによって判別されます。 

 
FIRST rows-size [SORT BY colname 
[,colname]...] 
ソートされた結果テーブルから最初の rows-size行を選択するように NonStop 
SQL/MXに指示します。サンプリングサイズは指定された行数を使用して判
断されます。 

 
PERIODIC rows-size EVERY number-rows ROWS [SORT  
BY colname [,colname]...] 

ソートされた連続する行の各ブロック (周期) から最初の行を選択するように
NonStop SQL/MXに指示します。サンプリングサイズは各ブロックから選択
するように指定された行数を使用して判断されます。 



79 
 

SAMPLEは SQL/MXで拡張された機能です。「SET CATALOG文」 (2-359) 
を参照してください。 

 

TRANSPOSE transpose-set [transpose-set]...[KEY BY  
key-colname] 

transpose-set およびオプションのキー句を TRANSPOSE句内に指定しま
す。SELECT文には複数の TRANSPOSE句を使用できます。 

 
transpose-item-list AS transpose-col-list 

transpose-set を指定します。TRANSPOSE句内には複数の transpose-set
を使用できます。TRANSPOSE句は、FROM句のテーブル参照から導出され
たソーステーブルの各行について、すべての transpose-setの各 transpose-
item-list の各項目の行を生成します。 

TRANSPOSE 句の結果テーブルには、ソーステーブルのすべての列に加えて、
すべての transpose-setの各 transpose-col-list に指定された値列、およ
びオプションのキー列 key-colname があります。 

 
KEY BY key-colname 

必要に応じて、オプションのキー列 key-colname を指定します。これは、
transpose-item-list の位置によって、transpose列リストの値に対応す
る式を識別します。key-colname は SQL識別子です。データタイプは真数
で値は NOT NULLです。 

TRANSPOSEは SQL/MXで拡張された機能です。「TRANSPOSE句」 (7-
26) を参照してください。 

 
SEQUENCE BY colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
[,colname [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]... 

シーケンス関数を計算するために、中間結果テーブルの行をソートする順序
を指定します。select-list にシーケンス関数を含める場合は、
SEQUENCE BY句を含める必要があります。そうでない場合、NonStop 
SQL/MXはエラーを返します。また、select-list にシーケンス関数がない
場合は、SEQUENCE BY句を含めることはできません。 

 
colname 
select-list の列、または SELECT文の FROM句のテーブル参照の列を指
定します。colname は、オプションでテーブル、ビュー、または相関名によ
って修飾できます (たとえば、CUSTOMER.CITY)。 
 
ASC | DESC 

ソート順を指定します。デフォルトは ASCです。NonStop SQL/MXがヌルが
含まれている可能性がある列で中間結果テーブルを並べ替える場合、ヌル同
士は等しく、ヌルはヌル以外の他のすべての値より大きいと見なされます。 

 
GROUP BY [col-expr] {colname | colnum} [,{colname |  
colnum}]...] 

SELECT文の結果テーブルの一連のグループを定義するグループ化列



80 
 

colname [,colname]... を指定します。これらの列は、SELECT文の
FROM句のテーブル参照の列のリストに指定されている必要があります。 

GROUP BY 句を含める場合、select-list で参照する列は、グループ化列、
または集約 (または set) 関数の引数である必要があります。 

グループ化列は一連のグループを定義し、各グループは指定された列の値が
同じ行で構成されます。列名は、テーブル、ビュー名、または相関名によっ
て修飾できます (たとえば、CUSTOMER.CITY)。 

たとえば、AGE を指定した場合、結果テーブルには AGEが 40 に等しい行の
1 つのグループ、および AGE が 50 に等しい 1 つのグループが含まれます。
AGEと JOBを指定した場合、結果テーブルには各年齢に 1つのグループ、お
よび各年齢のグループ内に各ジョブコードのサブグループが含まれます。 

GROUP BYは、SELECTリスト内の相対的な位置を指す順序を使用して指定
できます。たとえば、GROUP BY 3, 2, 1です。 

グループ化するために、すべてのヌルは互いに等しいと見なされます。
GROUP BY句の結果テーブルは、1つのヌルグループのみを持つことができ
ます。 

「GROUP BYに関する留意事項」 (2-344) を参照してください。 
 

HAVING search-condition 
SELECT文内の先行する GROUP BY句から生成されたグループ化テーブルの
各グループに search-condition を適用するように指定します。GROUP 
BY句が存在する場合は、SELECT文の HAVING句の前にある必要がありま
す。 

ANSI標準に準拠するために、NonStop SQL/MXは、集約述部をWHERE句か
ら HAVING句に移動せず、非集約述部を HAVING句からWHERE句に移動し
ません (NonStop SQL/MPでは移動されました)。 

GROUP BY句がない場合、search-condition はWHERE句 (または
WHERE句がない場合は FROM句) から生成されたテーブル全体 (1つのグル
ープで構成される) に適用されます。 

search-condition では、集約 (または set) 関数の引数として任意の列を指
定できます (たとえば、AVG (SALARY))。集約関数はグループ化されたテーブ
ルの各グループに適用されます。 

集約関数の引数ではない列は、グループ化列である必要があります。グルー
プ化列を参照する場合、グループ内の各行にはグループ化列と同じ値が含ま
れているため、単一の値を参照しています。 

「検索条件」 (6-108) を参照してください。 
 

HAVING rowset-search-condition 
 

 

 
SELECT文内の先行する GROUP BY句から生成されたグループ化テーブルの
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各グループに行セット検索条件を適用するように指定します。rowset-
search-condition 配列の個々の検索条件は、各グループに順番に適用され
ます。GROUP BY句が存在する場合は、SELECT文の HAVING句の前にある
必要があります。GROUP BY句がない場合、rowset-search-condition
はWHERE句 (またはWHERE句がない場合は FROM句) から生成されたテ
ーブル全体 (1つのグループで構成される) に適用されます。 

集約 (または set) 関数の引数には任意の列を指定できます (たとえば、AVG 
(SALARY))。集約関数はグループ化されたテーブルの各グループに適用されま
す。集約関数の引数ではない列は、グループ化列である必要があります。グ
ループ化列を参照する場合、グループ内の各行にはグループ化列と同じ値が
含まれているため、単一の値を参照しています。 

「行セット検索条件」 (6-110) を参照してください。  
 

[FOR] access-option ACCESS 

SELECT文によって、または SELECT文であるクエリ表現の評価から導出さ
れた FROM句のテーブル参照によって指定されたデータにアクセスする場合
の access-optionを指定します。「データ一貫性とアクセスオプション」 
(1-8) を参照してください。 
 
READ UNCOMMITTED 

アクセスするデータは、コミットされた行のデータである必要はないことを
指定します。READ UNCOMMITTEDの代わりに、SQL/MPの拡張された
BROWSEを指定できます。 
 
READ COMMITTED 

アクセスするデータは、コミットされた行のデータである必要があることを
指定します。 
 
SERIALIZABLE | REPEATABLE READ 

SELECT文および並行プロセス (同じデータにアクセスする) が並行ではなく
連続的に実行されているかのように実行することを指定します。 
 
SKIP CONFLICT 

別のトランザクションによって競合モードでロックされている行をトランザ
クションがスキップするようにします。SKIP CONFLICTは SET 
TRANSACTION文では使用できません。 
 
STABLE 

アクセスしている行が、行の処理中はロックされるもののデータベースの同
時使用は許可されることを指定します。 

デフォルトのアクセスオプションは、含まれているトランザクションの分離
レベルであり、「分離レベル」 (10-55) に指定されたルールに従って決定され
ます。 

 
IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE 

SELECT文によって、または SELECT文であるクエリ表現の評価から導出さ
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れた FROM 句のテーブル参照によって指定されたデータにアクセスする場合、
およびインデックス (ある場合) へのアクセスによってテーブルへのアクセス
が発生する場合に、SHAREロックまたは EXCLUSIVEロックを使用するかど
うかを指定します。 

 
UNION [ALL] select-stmt 

SELECT文の結果テーブルと別の SELECT文の結果テーブルの間に一連の
UNION操作を指定します。 

UNION操作の結果は、元となる 2つのテーブルのいずれかに属する行で構成
されたテーブルです。UNION ALLを指定した場合、テーブルには各 SELECT
文によって取得されたすべての行が含まれます。それ以外の場合、重複する
行は削除されます。 

UNION操作の 2つの SELECT文の選択リストには同じ数の列があり、リスト
内の対応する位置の列は互換性のあるデータタイプである必要があります。
選択リストの前に[ANY N]または[FIRST N]は指定できません。 
UNION操作の結果テーブルの列数は、各選択リストの列数と同じです。
UNIONの結果テーブルの列名は、左の SELECT文の選択リストの対応する名
前と同じです。式または定数の UNIONから生成された列の名前は(EXPR)で
す。 

「UNIONに関する留意事項」 (2-344) を参照してください。 
 

[WITH control-query-default control-list] 
Control-query-default は DML文用のインライン CQDコマンドを指定
します。CQDコマンドは CONTROL QUERY DEFAULT です。 

Control-list は、属性名とその値を含みます。 
 
attribute 

SQL/MX属性名を表す文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの
ATTRIBUTE列に対応します。 
 
attr-value 

SQL/MX属性値を指定する文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの
ATTR_VALUE列に対応します。 

 
[ statement-level-hint-list ] 

hint-list 

「テーブルのヒント」または「文のヒント」のリストです。 
 
statement-hint 

{ join-type-hint }です。 
 
join-type-hint 

2つの行ソースを結合するときに使用する各種の結合タイプの実装を強制また
は排除するヒントです。次のうちのいずれかです。{ USE_HASHJOIN| 
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NO_HASHJOIN| USE_MERGEJOIN| NO_MERGEJOIN| USE_NESTEDJOIN | 
NO_NESTEDJOIN } 
 
USE_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用するよ
うに指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されます。ヒントに、2つ
のテーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結
合されるか、より大きな結合バックボーンとハッシュ結合されます。このと
き、2つのテーブルのうち 1つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとな
ります。行ソースがハッシュ結合を使用して結合できない場合、コンパイラ
ーはヒントを無視し、警告を発行します。 
 
NO_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用しない
ように指示します。ヒントに、1 つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されません。別の行ソー
スとは、ネステッド結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つの
テーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合
されることはなく、より大きな結合バックボーンとハッシュ結合されること
もありません。ただし、これらは、ネステッド結合またはマージ結合で相互
に結合される可能性があります。行ソース間のハッシュ結合を排除できない
場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 
 
USE_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、マージ結合を使用する
ように指示します。ヒントに、1 つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとマージ結合されます。ヒントに、2つの
テーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合
されるか、より大きな結合バックボーンとマージ結合されます。このとき、2
つのテーブルのうち 1つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなりま
す。行ソースがマージ結合を使用して結合できない場合、コンパイラーはヒ
ントを無視し、警告を発行します。 
 
NO_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、マージ結合を使用しないよ
うに指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとマージ結合されません。別の行ソース
とは、ネステッド結合またはハッシュ結合で結合されます。ヒントに、2つの
テーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合
されることはなく、より大きな結合バックボーンとマージ結合されることも
ありません。ただし、これらは、ネステッド結合またはハッシュ結合で相互
に結合される可能性があります。行ソース間のマージ結合を排除できない場
合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 
 
USE_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用
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するように指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている
場合、指定されたテーブルを内部テーブルとして、別の行ソースとネステッ
ド結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照が指定されている場合、指定
されたテーブルは相互に直接結合されるか、より大きな結合バックボーンと
ネステッド結合されます。このとき、2つのテーブルのうち 1つが内部テーブ
ルに、その他が外部テーブルとなります。行ソースがネステッド結合を使用
して結合できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 
 
NO_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 
オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用しな
いように指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場
合、指定されたテーブルは別の行ソースとネステッド結合されません。別の
行ソースとは、ハッシュ結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2
つのテーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接
結合されることはなく、より大きな結合バックボーンとハッシュ結合される
こともありません。ただし、これらは、ハッシュ結合またはマージ結合で相
互に結合される可能性があります。行ソース間のネステッド結合を排除でき
ない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 
 
table-1, table-2 

次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照するMXまたは MPテー
ブルの、部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能で
す。 

 
[<<+ table-hint-list >>] 

table-hint 

次のいずれかの値をとります。 
{ access-path-hint | cardinality-hint | selectivity-hint } 
 
access-path-hint 

SQL文中のテーブル参照用パスへのアクセスを強制または排除するヒントで
す。次のいずれかの値をとります。{ BASETABLE table| NO_BASETABLE 
table| INDEX table (index-list) | NO_INDEX table (index-list)| INDEXJOIN 
table (index-list)| NO_INDEXJOIN table (index-list) 
} 
 
BASETABLE 

SQL文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを強制します。実
テーブルのアクセスパスを強制できない場合、オプティマイザーはヒントを
無視し、警告を発行します。 
 
NO_BASETABLE 

SQL 文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを使用しないよう
にします。実テーブルのアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザ
ーはヒントを無視し、警告を発行します。 
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INDEX table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデ
ックスアクセスパスを強制します。指定されたインデックスを使用したイン
デックスアクセスパスが使用できない場合、オプティマイザーは警告を発行
し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。 
 
NO_INDEX table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照にインデックスアクセスパスを使用しないよう
にします。インデックスアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザ
ーは警告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。
NO_INDEXヒントにインデックスのリストが指定されている場合、指定され
たすべてのインデックスのインデックスアクセスパスが排除されます。 
 
INDEXJOIN table(index-list) 
SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデ
ックス結合アクセスパスを強制します。インデックス結合アクセスパスを使
用できない場合、オプティマイザーは警告を発行し、テーブルへの最適なア
クセスパスを選択します。INDEXJOINヒントにインデックスのリストが指定
されている場合、それらのうち最適なインデックス結合アクセスパスが選択
されます。 
 

NO_INDEXJOIN table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデ
ックス結合アクセスパスを使用しないようにします。指定されたインデック
スを使用したインデックス結合アクセスパスが排除できない場合、オプティ
マイザーは警告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。
NO_INDEXJOINヒントにインデックスのリストが指定されている場合、指定
されたすべてのインデックスのインデックス結合アクセスパスが排除されま
す。 
 
Table 

次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照するMXまたは MPテー
ブルの、部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能で
す。 
 
index-list 

ユーザー作成またはシステム作成のインデックスのリストです。存在しない
インデックス、データがないインデックス、またはテーブル参照に関連しな
いインデックスが指定された場合、オプティマイザーは警告を発行します。 
 
cardinality-hint 

オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した行の
カーディナリティを使用するよう指示します。 
 
cardinality-value 

1～922337203685477580 の整数値です。この範囲外の値や、小数が指定され
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た場合、オプティマイザーは cardinality-hintを無視し、警告を発行します。 
 
selectivity-hint 

オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した選択
性を使用するよう指示します。 
 
selectivity-value 

0.0～1.0の実数値です。0.0より小さい値や 1.0より大きい値が指定された場
合、オプティマイザーは selectivity-hintを無視し、警告を発行します。 

 
ORDER BY {colname | colnum } [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
[,{colname | colnum } [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]]... 

最終的な結果テーブルの行をソートする順序を指定します。 
 
colname 

select-list の列、または SELECT文の FROM句のテーブル参照の列を指
定します。colname は、オプションでテーブル、ビュー、または相関名によ
って修飾できます (たとえば、CUSTOMER.CITY)。列に別の名前のエイリア
スがある場合は、そのエイリアス名を使用する必要があります。 
 
colnum 
select-list 内の位置によって、列を指定します。colnum は、導出された
列などの名前のない列を参照するために使用します。 
 
ASC | DESC 

ソート順を指定します。デフォルトは ASC です。ヌルが含まれている可能性
がある列で結果テーブルを並べ替える場合、ヌル同士は等しく、ヌルはヌル
以外の他のすべての値より大きいと見なされます。 
 
access-path-hint 

SQL文中のテーブル参照用パスへのアクセスを強制または排除するヒントで
す。次のいずれかの値をとります。{ BASETABLE table| NO_BASETABLE 
table| INDEX table (index-list) | NO_INDEX table (index-list)| INDEXJOIN 
table (index-list)| NO_INDEXJOIN table (index-list)} 
 
「ORDER BYに関する留意事項」 (2-344) を参照してください。 

 
オプティマイザーのヒントについての詳細は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してくださ
い。 

 
  



87 
 

インライン CQDでの SELECTの例 

• インライン CQDの正しい使用例: 

SELECT col_1, col_2 FROM tmpTable WHERE col_3 = 4 ORDERBY col_1 
WITH CONTROL QUERY DEFAULT interactive_access 'on', 
AUTOMATIC_RECOMPILATION 'OFF'; 
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UPDATE文 
「UPDATEに関する留意事項」 (2-383) 

「MXCIの UPDATEの例」 (2-393)  

「Cの UPDATEの例」(2-393)  

「COBOLの UPDATEの例」 (2-393) 

「パブリッシュ/サブスクライブでの DELETEの例」 (2-394) 

UPDATE文は、テーブルまたは更新可能なビューで行 (複数可) のデータを更新する DML文で
す。ビューの行を更新すると、ビューが基にしているテーブルの行が更新されます。 

SQL/MXリリース 3.2以降では、自己参照更新がサポートされます。このサポートにより、ター
ゲットテーブルから、更新する行をサブクエリで選択できます。 

SQL/MXリリース 3.2以降では、プライマリキー列を更新できます。UPDATE
文の 2つの形式を次に示します。 
• 検索による UPDATE — 行を更新します (行の選択は検索条件によって異なります) 

• 位置指定による UPDATE — カーソルの位置によって判別される 1つの行を更新し
ます。  

検索による UPDATEの形式でWHERE句がない場合は、テーブルまたはビューのすべての行が
更新されます。 

位置指定による UPDATEの形式は、埋め込み SQLプログラムでのみ使用します。検索による
形式は、MXCIまたは埋め込み SQLプログラムで使用します。 
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 検索によるUPDATEを次に示します。 
 
[ ROWSET FOR INPUT SIZE rowset-size-in ]  
 
UPDATE table 
 

  | STREAM (table ) [AFTER LAST ROW]  
    SET set-clause [,set-clause ]... 
 

    [SET ON ROLLBACK set-roll-clause [,set-roll-clause]...]  
 
    [WHERE search-condition | rowset-search-condition ] 
    [[FOR] access-option ACCESS ] 
 
    WITH control-query-default control-list]  
    [ statement-level-hint-list ] 
 
set-roll-clause is: 

    column-name = expression  | rowset-expression  
 
access-option is: 
   READ COMMITTED 
 | SERIALIZABLE 
 | REPEATABLE READ 
 | SKIP CONFLICT 
 
control-query-default is: 
CONTROL QUERY DEFAULT 
 
control-list is: 
   attribute 'attr-value' 
 | attribute 'attr-value' [, control-list]... 
 
statement-level-hint-list is: 
USING <<+ hint-list >> 
 
hint-list is: 
hint [, hint-list] 
 
hint is: 
  statement-hint 
| table-hint 
 
statement-hint is: 
join-type-hint 
 
table-hint is: 
   access-path-hint 
|  cardinality-hint 
|  selectivity-hint 
 
join-type-hint is: 
   USE_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  NO_HASHJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  USE_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  NO_MERGEJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  USE_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 
|  NO_NESTEDJOIN (table-1 [,table-2]) 
 
access-path-hint is: 
   BASETABLE table 
|  NO_BASETABLE table 
|  INDEX table( index-list ) 
|  NO_INDEX table( index-list ) 
|  INDEXJOIN table( index-list ) 
|  NO_INDEXJOIN table( index-list ) 
 
index-list is: 
index [, index]... 
 
cardinality-hint is: 
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CARDINALITY table( cardinality-value ) 
 
selectivity-hint is: 
SELECTIVITY table( selectivity-value ) 
 
位置指定によるUPDATE を次に示します。 
 
UPDATE table 
    SET set-clause [,set-clause ]... 
 
    WHERE CURRENT OF {cursor-name | ext-cursor-name}  
 
 

set-clause is: 
    column-name = {expression |rowset-expression | NULL} 
 

 
 

  ROWSET FOR INPUT SIZE rowset-size-in 

WHERE句に rowset-search-condition を指定した場合にのみ許可されま
す。rowset-size-in は入力行セットのサイズを指定したサイズに制限しま
す。行セットに割り当てられているサイズと rowset-size-in が異なる場合、
NonStop SQL/MXは 2つのサイズの小さい方を使用し、大きい行セットの残り
のエントリーを無視します。 

rowset-size-in は、Cの unsigned short、signed short、unsigned long、ま
たは signed longタイプの正数リテラル、および COBOLの対応する同等な正
数リテラル (真数リテラル、動的パラメーター、またはホスト変数) である必要
があります。rowset-size-in を指定しない場合、NonStop SQL/MXは埋め
込み SQLプログラムの SQL Declare Sectionに指定された割り当て済みの行セ
ットのサイズを使用します。  

 
table 

更新するユーザーテーブルまたはビューを指定します。tableは実テーブルまた
は更新可能なビューである必要があります。テーブルまたはビューを参照する
には、次の名前タイプのいずれかを使用します。 

• Guardian物理名 

• ANSI論理名 

• DEFINE名 

「データベースオブジェクト名」 (6-13) を参照してください。 
 

  STREAM (table) 

指定したテーブルで連続したデータストリームを更新します。SELECT文のテ
ーブル参照として埋め込まれていない場合、UPDATE文に STREAMアクセス
を指定できません。「SELECT文」を参照してください。 

 
[AFTER LAST ROW] 

テーブル内の既存のすべての行をストリームがスキップするようにして、スト
リームのカーソルが開かれてから公開された行のみを更新します。  
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set-clause 

更新されているテーブル内の特定の列に値を関連付けます。各 set-clauseにつ
いて、指定したターゲットの column-nameの値が、更新ソースの expression
の値 (または NULL) に置き換えられます。ターゲットの各列のデータタイプが、
ソース値のデータタイプと互換性がある必要があります。 

WHERE句に行セットの検索条件を含める場合、set-clauseで行セット
式を使用できますが、必須ではありません。SETおよびWHERE句で行セット
のサイズが異なる場合、2つのサイズの小さい方が使用され、大きい行セット
の残りのエントリーは無視されます。行セットの検索条件の n番目の条件で選
択した行は、set-clauseの行セット式の n番目の式で更新されます。「行セッ
ト検索条件」 (6-110) を参照してください。  

 
column-name 

更新する tableの列を指定します。列名を修飾したり、繰り返したりすること
はできません。 

 
expression 

列の値を指定する SQL値の式です。expressionには、列に定義した集約関数
を含めることはできません。expression のデータタイプは、column-nameのデ
ータタイプと互換性がある必要があります。expression内のスカラーサブクエ
リは、更新されているテーブルを参照できません。 

expression が更新される列を参照している場合、NonStop SQL/MXは元の値を
使用して式を評価し、新しい値を判別します。 

「式」 (6-41) を参照してください。 
 

 rowset-expression 

列の値を指定する SQL値の式の配列です。rowset-expression が SET句に
現れるのは、rowset-search-condition がWHERE句に存在する場合のみ
です。rowset-search-condition を使用する場合、set-clause式には 2つ
の選択肢があります。 

• スカラーホスト変数のみ。この場合、結果テーブルのすべて行が、スカラ
ー式を評価することで取得された同一の値で更新されます。 

• 複数の配列ホスト変数。この場合、配列のサイズが、WHERE句の
search-condition で使用される配列のサイズに一致しないときには、
小さい方の値が使用されます。search-condition 配列の最初の要素の
結果として返されたすべての行は、set-clause配列の最初の要素を評価
して取得された値を使用して更新されます。search-condition 配列の
2番目の要素の結果として返される結果テーブル内のすべての行は、set-
clause 配列の 2 番目の要素を使用して更新され、3 番目以降も同様です。 

ホスト変数および行セットの詳細は、『SQL/MX Programming Manual for C 
and COBOL』を参照してください。  

NULL 
更新ソースの値も指定できます。 
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 SET ON ROLLBACK set-roll-clause [,set-roll-clause 
]... 

UPDATE文の実行によって、それに含まれているトランザクションがロールバ
ックされた場合、1つ以上の列が更新されます。 
 
set-roll-clause 

指定した列に特定の値を設定します。各 set-roll-clause について、指定
したターゲットの column-name の値が、更新ソースの expression の値に
置き換えられます。ターゲットの各列のデータタイプが、ソース値のデータタ
イプと互換性がある必要があります。 

WHERE句に行セットの検索条件を含める場合、set-roll-clause
で行セット式を使用できますが、必須ではありません。SETおよびWHERE句
で行セットのサイズが異なる場合、2つのサイズの小さい方が使用され、大き
い行セットの残りのエントリーは無視されます。行セット検索条件の n番目の
条件で選択した行は、set-roll-clauseの行セット式の n番目の式で更新さ
れます。  

 
column-name 

更新する tableの列を指定します。列名を修飾したり、繰り返したりすること
はできません。 

 
expression 

列の値を指定する SQL値の式です。expressionには、列に定義した集約関数
を含めることはできません。expression のデータタイプは、column-nameのデ
ータタイプと互換性がある必要があります。expression内のスカラーサブクエ
リは、更新されているテーブルを参照できません。 

expression が更新される列を参照している場合、NonStop SQL/MXは元の値を
使用して式を評価し、新しい値を判別します。 

「式」 (6-41) を参照してください。 
 

rowset-expression 

列の値を指定する SQL値の式の配列です。rowset-expressionが SET ON 
ROLLBACK句に現れるのは、rowset-search-conditionがWHERE句に存在す
る場合のみです。 

rowset-search-conditionの n番目の要素で返される行は、rowset-expressionの
n 番目の要素を使用して更新されます。式に関する上記のルールは、rowset-
expressionの各配列要素に適用されます。 

ホスト変数および行セットの詳細は、『SQL/MX Programming Manual for C 
and COBOL』を参照してください。  

 
WHERE search-condition 

更新する行を選択する search-condition を指定します。
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search-condition 内で、比較されている列は、テーブルまたはビュー内で
も更新されています。「検索条件」 (6-108) を参照してください。 

search-condition を指定しない場合は、テーブルまたはビューのすべての
行が更新されます。 

同じテーブルの SELECTを含むWHERE句とともに、UPDATE文を使用しな
いでください。同じテーブルに対して読み取りおよび挿入、更新、または削除
を行った場合、エラーが発生します。代わりに位置指定された (WHERE 
CURRENT OF)UPDATEを使用してください。 

 

  WHERErowset-search-condition 
削除する行を選択する検索条件の配列を指定します。検索条件は順番に適用さ
れ、各条件によって選択された行は、次の検索条件が適用される前に更新され
ます。したがって、単一の行が複数回更新される場合があります。行セット検
索条件が存在する場合にのみ、SET句で行セット式を使用できます。「行セッ
ト検索条件」 (6-110) を参照してください。  

 
[FOR] access-option ACCESS 

検索条件の評価に使用されるデータに必要な access-option を指定します。
「データ一貫性とアクセスオプション」 (1-8)を参照してください。 

 
READ COMMITTED 
検索条件の評価に使用されるデータが、コミット済みの行である必要があるこ
とを指定します。 

 
SERIALIZABLE | REPEATABLE READ 

UPDATE文と同時に実行される (同じデータにアクセスする) プロセスがある
場合、同時にではなく連続的に実行されるかのように UPDATE文とその他の
プロセスを実行することを指定します。 
 
SKIP CONFLICT 

別のトランザクションによって競合モードでロックされている行をトランザク
ションがスキップするようにします。対象となる行は、UPDATE文の検索条件
を評価した結果の行です。SKIP CONFLICTは SET TRANSACTION文では使
用できません。 

デフォルトのアクセスオプションは、含まれているトランザクションの分離レ
ベルであり、「分離レベル」 (10-55) に指定されたルールに従って決定されま
す。 
 

  WHERE CURRENT OF {cursor-name | ext-cursor-
name} 

更新する行に位置指定されたカーソル (または拡張カーソル) の名前を指定しま
す。オーディット対象テーブルまたはビューに cursor-name を指定する場合は、
行の FETCHも含むトランザクション内で UPDATEを実行する必要があります。
更新する各列は、カーソル宣言の FOR UPDATE句に現れている必要がありま
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す。  
 

[WITH control-query-default control-list] 
Control-query-default は DML文用のインライン CQDコマンドを指定し
ます。CQDコマンドは CONTROL QUERY DEFAULT です。 

Control-list は、属性名とその値を含みます。 
 
attribute 

SQL/MX属性名を表す文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの
ATTRIBUTE列に対応します。 
 
attr-value 

SQL/MX属性値を指定する文字列で、SYSTEM_DEFAULTSテーブルの
ATTR_VALUE列に対応します。 

 
[ statement-level-hint-list ] 

hint-list 

テーブルのリストと文のヒントです。 
 

statement-hint 

{ join-type-hint }です。 
 
join-type-hint 
2つの行ソースを結合するときに使用する各種の結合タイプの実装を強制また
は排除するヒントです。次のうちのいずれかです。{ USE_HASHJOIN| 
NO_HASHJOIN| USE_MERGEJOIN| NO_MERGEJOIN| USE_NESTEDJOIN | 
NO_NESTEDJOIN } 

 

USE_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用するよう
に指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指
定されたテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されます。ヒントに、2つの
テーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合さ
れるか、より大きな結合バックボーンとハッシュ結合されます。このとき、2
つのテーブルのうち 1 つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなります。
行ソースがハッシュ結合を使用して結合できない場合、コンパイラーはヒント
を無視し、警告を発行します。 

 
NO_HASHJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ハッシュ結合を使用しないよ
うに指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとハッシュ結合されません。別の行ソース
とは、ネステッド結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つのテ
ーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合され
ることはなく、より大きな結合バックボーンとハッシュ結合されることもあり
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ません。ただし、これらは、ネステッド結合またはマージ結合で相互に結合さ
れる可能性があります。行ソース間のハッシュ結合を排除できない場合、コン
パイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 

 
USE_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、マージ結合を使用する
ように指示します。ヒントに、1 つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとマージ結合されます。ヒントに、2つの
テーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合さ
れるか、より大きな結合バックボーンとマージ結合されます。このとき、2つ
のテーブルのうち 1つが内部テーブルに、その他が外部テーブルとなります。
行ソースがマージ結合を使用して結合できない場合、コンパイラーはヒントを
無視し、警告を発行します。 

 
NO_MERGEJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、マージ結合を使用しないよう
に指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている場合、指
定されたテーブルは別の行ソースとマージ結合されません。別の行ソースとは、
ネステッド結合またはハッシュ結合で結合されます。ヒントに、2つのテーブ
ル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合されるこ
とはなく、より大きな結合バックボーンとマージ結合されることもありません。
ただし、これらは、ネステッド結合またはハッシュ結合で相互に結合される可
能性があります。行ソース間のマージ結合を排除できない場合、コンパイラー
はヒントを無視し、警告を発行します。 

 
USE_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、2つの行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用
するように指示します。ヒントに、1つのテーブル参照のみが指定されている
場合、指定されたテーブルを内部テーブルとして、別の行ソースとネステッド
結合されます。ヒントに、2つのテーブル参照が指定されている場合、指定さ
れたテーブルは相互に直接結合されるか、より大きな結合バックボーンとネス
テッド結合されます。このとき、2 つのテーブルのうち 1 つが内部テーブルに、
その他が外部テーブルとなります。行ソースがネステッド結合を使用して結合
できない場合、コンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 

 

NO_NESTEDJOIN (table-1 [, table-2]) 

オプティマイザーに対し、行ソース間の結合に、ネステッド結合を使用しない
ように指示します。ヒントに、1 つのテーブル参照のみが指定されている場合、
指定されたテーブルは別の行ソースとネステッド結合されません。別の行ソー
スとは、ハッシュ結合またはマージ結合で結合されます。ヒントに、2つのテ
ーブル参照が指定されている場合、指定されたテーブルは相互に直接結合され
ることはなく、より大きな結合バックボーンとネステッド結合されることもあ
りません。ただし、これらは、ハッシュ結合またはマージ結合で相互に結合さ
れる可能性があります。行ソース間のネステッド結合を排除できない場合、コ
ンパイラーはヒントを無視し、警告を発行します。 
 
table-1, table-2 
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次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照するMXまたは MPテーブ
ルの、部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能です。 
 

table-hint 

次のいずれかの値をとります。{ access-path-hint | cardinality-hint | selectivity-
hint } 
 
access-path-hint 

SQL 文中のテーブル参照用パスへのアクセスを強制または排除するヒントです。
次のいずれかの値をとります。{ BASETABLE table| NO_BASETABLE 
table| INDEX table (index-list) | NO_INDEX table (index-list)| INDEXJOIN 
table (index-list)| NO_INDEXJOIN table (index-list) 
} 
 
BASETABLE 

SQL文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを強制します。実テ
ーブルのアクセスパスを強制できない場合、オプティマイザーはヒントを無視
し、警告を発行します。 
 
NO_BASETABLE 

SQL 文中の関連テーブル参照に実テーブルのアクセスパスを使用しないように
します。実テーブルのアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザーは
ヒントを無視し、警告を発行します。 
 
INDEX table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデッ
クスアクセスパスを強制します。指定されたインデックスを使用したインデッ
クスアクセスパスが使用できない場合、オプティマイザーは警告を発行し、テ
ーブルへの最適なアクセスパスを選択します。 
 
NO_INDEX table(index-list) 
SQL文中の関連テーブル参照にインデックスアクセスパスを使用しないように
します。インデックスアクセスパスを排除できない場合、オプティマイザーは
警告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。NO_INDEXヒ
ントにインデックスのリストが指定されている場合、指定されたすべてのイン
デックスのインデックスアクセスパスが排除されます。 

 

INDEXJOIN table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデッ
クス結合アクセスパスを強制します。インデックス結合アクセスパスを使用で
きない場合、オプティマイザーは警告を発行し、テーブルへの最適なアクセス
パスを選択します。INDEXJOINヒントにインデックスのリストが指定されて
いる場合、それらのうち最適なインデックス結合アクセスパスが選択されます。 

 
NO_INDEXJOIN table(index-list) 

SQL文中の関連テーブル参照に、指定されたインデックスを使用したインデッ
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クス結合アクセスパスを使用しないようにします。指定されたインデックスを
使用したインデックス結合アクセスパスが排除できない場合、オプティマイザ
ーは警告を発行し、テーブルへの最適なアクセスパスを選択します。
NO_INDEXJOINヒントにインデックスのリストが指定されている場合、指定
されたすべてのインデックスのインデックス結合アクセスパスが排除されます。 

 
Table 

次のうちの 1つ: ヒントが指定された SQL文で参照するMXまたは MPテーブ
ルの、部分修飾名、完全修飾名、または相関名MPエイリアス名も可能です。 

 
index-list 

ユーザー作成またはシステム作成のインデックスのリストです。存在しないイ
ンデックス、データがないインデックス、またはテーブル参照に関連しないイ
ンデックスが指定された場合、オプティマイザーは警告を発行します。 

 
cardinality-hint 

オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した行のカ
ーディナリティを使用するよう指示します。 

 
cardinality-value 

1～922337203685477580 の整数値です。この範囲外の値や、小数が指定され
た場合、オプティマイザーは cardinality-hintを無視し、警告を発行します。 

 
selectivity-hint 

オプティマイザーに、関連するテーブル参照のコスト計算で、指定した選択性
を使用するよう指示します。 

 
selectivity-value 

0.0～1.0の実数値です。0.0より小さい値や 1.0より大きい値が指定された場
合、オプティマイザーは selectivity-hintを無視し、警告を発行します。 

 
埋め込み SQLプログラムでの検索による UPDATE文および位置指定による UPDATE文に
ついて詳しくは、『SQL/MX Programming Manual for C and COBOL』を参照してください。 
オプティマイザーのヒントについての詳細は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してくださ
い。 
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UPDATE STATISTICS文 
「UPDATE STATISTICSに関する留意事項」 (2-399)  

「UPDATE STATISTICSの例」 (2-404)  

UPDATE STATISTICS文は、テーブル内の 1つまたは複数の列グループに関するヒストグラ
ム統計情報を更新します。これらの統計情報は、最適化されたアクセスプランの作成に使用
されます。 

UPDATE STATISTICSは、ヒストグラム統計情報に加え、SQL/MXテーブルのパーティショ
ンに関する物理統計情報 (インデックスレベル、空でないブロック数および EOF) を生成し
ます。 

UPDATE STATISTICSは SQL/MXで拡張された機能です。 
 

UPDATE STATISTICS FOR TABLE table [CLEAR | on-clause] 
 

on-clause is: 
ON column-group-list CLEAR 

| ON column-group-list [histogram-option]... 
 

column-group-list is: 
column-list [,column-list]... 

| EVERY COLUMN [,column-list]... 
| EVERY KEY [,column-list]... 
| EXISTING COLUMN[S] [,column-list]... 
| NECESSARY COLUMN[S] [,column-list]... 

 
column-list for a single-column group is: 

column-name | (column-name ) 
| column-name TO column-name 
| (column-name) TO (column-name) 

 
column-list for a multicolumn group is: 

(column-name, column-name [,column-name]...) 
 

histogram-option is: 
GENERATE n INTERVALS 

| SAMPLE [sample-option] [SET ROWCOUNT c ][sample-table-clause ] 
 

sample-option is: 
[r ROWS] 

| RANDOM percent PERCENT [CLUSTERS OF blocks BLOCKS] 
| PERIODIC size ROWS EVERY period ROWS 

 
sample-table-clause is: 
USING SAMPLE TABLE {WITH PARTITIONS | sample-table-name } 

 
 

table 

統計情報を更新するテーブルを指定します。テーブルを参照するには、次の
名前タイプのいずれかを使用します。 

• Guardian物理名 

• ANSI論理名 

• DEFINE名 
「データベースオブジェクト名」 (6-13) を参照してください。 
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CLEAR 

テーブル tableの一部またはすべてのヒストグラムを削除します。特定のヒス
トグラム統計情報が新しいアプリケーションで使用されなくなった場合に、こ
のオプションを使用します。 

column-group-list を指定しない場合、table のすべてのヒストグラムが
削除されます。column-group-list を指定した場合、グループリスト内の
列だけが削除されます。 

ON column-group-list 

ヒストグラム統計情報をクリアするオプションを付けてヒストグラム統計情報
を生成する 1つまたは複数の列グループ (column-group-list) を指定しま
す。ヒストグラムテーブルに格納された統計情報を生成するには、ON句を使
用する必要があります。これを省略した場合、SQL/MXテーブルの物理統計情
報が生成され、NonStop SQL/MXから警告メッセージが返されます。「統計情
報の使用」 (2-399) を参照してください。 

 
column-list | EVERY COLUMN [, column-list ]| 
EVERY KEY [, column-list ] | EXISTING 
COLUMN[S] [, column-list ] | NECESSARY 
COLUMN[S] [, column-list ] 
column-group-list を定義する方法を指定します。列リストには、単一列
グループと複数列グループの両方が示されます。 
 

単一列グループ： 
column-name | (column-name ) | column-name TO column-name | (column-name ) TO 
(column-name ) 

個々の列か、個々の列のグループを指定できる方法です。 

個々の列の統計情報を生成するには、各列をリストします。それぞれの単一の
列名をカッコで囲んで、またはカッコを付けずにリストするオプションがあり
ます。 
 

複数列グループ： 
(column-name, column-name [,column-name ]...) 

複数列グループを指定します。 

複数列統計情報を生成するには、上記のように一連の列をカッコ内にまとめま
す。同じ列グループ内に複数回、1 つの列の名前を指定することはできません。 

一意の列グループごとに 1つのヒストグラムが生成されます。重複したグルー
プは無視され、処理が続行します。同じユーザーテーブルに対して UPDATE 
STATISTICSを再度実行すると、そのテーブルの新しいデータが、以前に生成
されテーブルのヒストグラムテーブルに格納されたデータに取って代わります。
ON句で指定されていない列グループのヒストグラムは、ヒストグラムテーブ
ルで変更されないままです。 

列の指定についての詳細は、「列の統計情報の生成とクリア」 (2-400) を参照
してください。 
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EVERY COLUMN 
EVERY COLUMNキーワードは、tableの個々の列と、プライマリキーおよび
インデックスを構成するすべての複数列についてヒストグラム統計情報が生成
されることを示します。たとえば、tableには列 A、B、C、Dが定義されてお
り、A、B、Cがプライマリキーを構成します。この場合、ON EVERY 
COLUMNオプションが、列 A、B、C、Dの単一列ヒストグラムと、 (A、B、
C) および (A、B) の 2つの複数列ヒストグラムを生成します。 
 

EVERY COLUMNオプションは、EVERY KEYが行う動作を行うほか、個々の

列に関する追加の統計情報を生成します。 
 

EVERY KEY 

EVERY KEYキーワードは、プライマリキーおよびインデックスを構成する列
についてヒストグラム統計情報が生成されることを示します。たとえば、table
には列 A、B、C、Dが定義されています。プライマリキーが列 A、Bから構成
されている場合、(A、B)、Aおよび Bの統計情報が生成されます。プライマリ
キーが列 A、B、Cから構成されている場合は、(A、B、C)、(A、B)、A、B、C
の統計情報が生成されます。プライマリキーが列 A、B、C、Dから構成されて
いる場合は、(A、B、C、D)、(A、B、C)、(A、B) および A、B、C、Dの統計
情報が生成されます。 

 
EXISTING COLUMN[S] 

EXISTING COLUMN[S]オプションは、現在統計が存在するすべての単一列グ
ループと複数列グループ用に、ヒストグラム統計が再生成されることを示しま
す。たとえば、tableに列 A、B、C、Dが定義されているとき、ヒストグラム
統計は列グループ A、B、C、D、(A、B)、および(B、C、D)用に生成されます。
これらの列グループ用に統計を再生成したい場合は、UPDATE STATISTICSコ
マンドを実行するときに EXISTING COLUMN[S]オプションを指定します。 

EXISTING COLUMN[S]オプションは、既存のヒストグラムデータに依存する
ので、ヒストグラムデータが利用できない場合にこのオプションを使用すると、
警告メッセージが返ります。 

 
NECESSARY COLUMN[S] 

NECESSARY COLUMN[S]オプションは、統計が「廃止」されたすべての単一
列グループと複数列グループ用に、ヒストグラム統計が再生成されることを示
します。データ変更の量が、指定された「しきい値」を超えた、テーブルの単
一列グループと複数列グループは、廃止されたと判断されます。このしきい値
のデフォルトは 15 (つまり 15パーセント) です。 

テーブルのヒストグラムデータが利用できない場合にこのオプションを使用す
ると、警告メッセージが返ります。SQL/MXが、テーブルの廃止に相当する列
グループを検出できない場合、更新の必要なヒストグラムがないという警告メ
ッセージを返します。 

NECESSARY COLUMN[S]オプションは、スキーマバージョン 3000以上のと
きのみ指定できます。このオプションは、SQL/MPテーブルではサポートされ
ません。 
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histogram-option 

GENERATE n INTERVALS 

ヒストグラムが約 n個の間隔で生成されるように指定するオプション句です。
生成される間隔の実際の数は、nの数よりも大きくなることも小さくなること
もあります。テーブルのサイズとデータ分配に応じて、各ヒストグラムには n
個の間隔が含まれます。NonStop SQL/MXは、間隔の数が与えられると、行を
均等に分配しようとします。 

n個の間隔は、1から 10000の間の整数(1 < n < 10000) にする必要があります
設定する間隔の数は、すべての列グループに使用されます。 
間隔の数を指定しない場合、テーブルサイズと他の要因に基づいてシステムの
デフォルト値が自動的に与えられます。最適な間隔数をシステムが決定できる
ようにすることをお勧めします。 
 

SAMPLE [sample-option ] [SET ROWCOUNT c 
][sample-table-clause ] 

テーブルからデータのサブセットを収集するためにサンプリングを使用するよ
うに指定するオプション句です。UPDATE STATISTICSは、一時テーブルを使
用してサンプル結果を格納し、ヒストグラムを生成します。詳細は、「ヒスト
グラムテーブルのプロパティ」 (10-85) を参照してください。 

追加オプションなしで SAMPLE 句を指定した場合、最大 200万行で、テーブル
内の行の 2パーセントを読み取るために行サンプルが使用されます。
ROWCOUNT オプションを指定した場合、NonStop SQL/MXは、最大 200万行で、
cの 2パーセントを読み取ります。 

SAMPLE 句を指定しない場合、table には指定よりも行が少なく、またはサン
プルサイズがシステム制限より大きくなります。NonStop SQL/MXは、table
からすべての行を読み取ります。 

「SAMPLE句」 (7-9) を参照してください。 
 
sample-option 

[r ROWS] 
行サンプルは、テーブルから r行を読み取るために使用されます。値 r は、ゼ
ロ以上の整数 (r ≥ 0) にする必要があります。 

ROWCOUNT句を指定した場合、r は、c 以下 (r ≤ c) にする必要があります。
パーセントは、r/c * 100の式で求められます。 

 
RANDOM percent PERCENT [CLUSTERS OF blocks BLOCKS] 

NonStop SQL/MXにテーブルからランダムに行を選択するように指示します。
値 percentは、0～100の値 (0 < percent ≤ 100) にする必要があります。さ
らに、小数点以下第 4位までだけが有意です。たとえば、値 0.00001は 0.0000
と見なされ、値 1.23456は 1.2345と見なされます。 

 
CLUSTERS OF blocks BLOCKS 
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クラスターを構成するブロック数を指定します。値 blockは、ゼロ以上の整
数 (blocks ≥ 0) にする必要があります。 

 
PERIODIC size ROWS EVERY period ROWS 

最初の size の行数を行の各期間から選択するように、NonStop SQL/MXに指
示します。値 size は、ゼロより大きく値 period 以下の整数にする必要があ
ります(0 < size ≤ period)。期間のサイズは、period に対して指定された
行数によって定義されます。値 period は、ゼロより大きな整数にする必要が
あります (period > 0)。 

 
SET ROWCOUNT c 

テーブルの行数を指定するオプション句です。値 c は、ゼロ以上の整数にする
必要があります (c ≥ 0)。 

ROWCOUNT 句が指定されていない場合、NonStop SQL/MXは、推定または
SELECT COUNT(*)によってテーブル内の行数を決定します。 
「SAMPLE句」 (7-9) を参照してください。 
 
sample-table-clause 

USING SAMPLE TABLE WITH PARTITIONS 

一時テーブルを分割するように SQL/MXに指示します。一時テーブルは、
UPDATE STATISTICSコマンドが実行される実テーブルと同じ方法で分割され
ます。 

 
USING SAMPLE TABLE sample-table-name 
一時テーブルとして sample-table-name で指定されたテーブルを使用する
ように SQL/MXに指示します。 

 

注記: sample-table-clause は SQL/MXテーブルでのみサポートされて
います。SQL/MPテーブルでは使用できません。 

 

 

  



103 
 

UPGRADEユーティリティ 
「UPGRADEに関する留意事項」 (2-409) 

「UPGRADEの例」 (2-409) 

UPGRADEはMXCIから実行できる構文ベースのユーティリティコマンドです。UPGRADE
は、SQL/MXソフトウェアバージョン (MXV) の既存のバージョンのメタデータを現在のスキ
ーマバージョンに変換します。REPORTONLYオプションを使用すると、操作を実際に実行
せずに、操作が実行可能かどうかをテストできます。 

 

UPGRADE ALL METADATA 
[ output-spec ] 

 
UPGRADE ALL METADATA IN CATALOG catalog 

[ RESTRICT | CASCADE ] 
[ output-spec ] 

 
output-spec is: 

[ log-to-spec ] [ REPORTONLY ] 
 
log-to-spec is: 

{ [ LOG TO ] OUTFILE oss-file [ CLEAR ] | LOG TO HOMETERM } 

 

catalog 

メタデータをアップグレードするカタログの ANSI名を指定します。catalogに
デフォルトはありません。 

 
RESTRICT 

指定したカタログのみのメタデータにアップグレードを制限します。 
 

CASCADE 

指定したカタログに直接、間接に関連する全カタログにアップグレードを拡張
します。デフォルトは RESTRICTです。 

 
output-spec 

出力オプションに対応します。 
 

注記: UPGRADEユーティリティは、Lシリーズ、J06.11以降の Jシリー
ズ RVU、および H06.22以降の Hシリーズ RVUを実行しているシステムでの
み使用できます。 
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MXCIコマンドの例 

• MXCIコマンドを使用して、コンソールバージョンのMXCIを開始します。 
/mxutil/sys 1>mxci 

 
Hewlett Packard Enterprise NonStop(TM) SQL/MX Conversational Interface 3.4 
(c) Copyright 2003-2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 
>> 

MXCIセッションは、EXITコマンドを使用して停止できます。「EXITコマンド」 (4-
29) を参照してください。 

• 以下のコマンドの場合、 
mxci -i input.sql 

input.sqlの内容は次のように記述できます。 
drop table tab; 
create table tab(a INT); 
insert into tab 
values(10); select * from 
tab; 

次のコマンドを使用して、入力ファイルの結果を別のファイルに格納できます。 
mxci -i inputfile >>outputfile 

次に例を示します。 
mxci -i input.sql >>result 

• MXCIコマンドラインオプション-sの例 
mxci -s inputfile.sql 

inputfile.sql の内容は次のように記述できます。 

Create catalog tempcat; 
Create schema tempcat.tempsch; 
Set schema tempcat.tempsch; 
Create table sampletab(a int); 
Insert into sampletab values(10); 
Select * from sampletab; 

コマンド実行後の結果は以下のようになります。 
Hewlett Packard Enterprise NonStop(TM) SQL/MX Conversational Interface 3.4 
(c) Copyright 2003-2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 
>>Create catalog tempcat; 
--- SQL operation complete. 

 
>>Create schema tempcat.tempsch; 
--- SQL operation complete. 

 
>>Set schema tempcat.tempsch; 
--- SQL operation complete. 

 
>>Create table sampletab(a int); 
--- SQL operation complete. 

 
>>Insert into sampletab values(10); 
--- 1 row(s) inserted. 
>>Select * from sampletab; 

A 

----------- 
 

10 
 



105 
 

--- 1 row(s) selected. 
 

>> 
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SET SESSION DEFAULT文 
「SET SESSION DEFAULTに関する留意事項」  

「SET SESSION DEFAULTの例」 

SET SESSION DEFAULT 文は現在のプロセスのセッションレベルのデフォルト設定を変更
します。各セッションには、実行時に設定できるセッション自身の属性があります。この属
性はセッションごとに設定できます。 

 
SET SESSION DEFAULT session-default-option  
session-default-option is: 
attribute {'attr-value'} 

 

attribute 

SQL/MX属性名を表す文字列です。 
 

attr-value 

SQL/MX属性の値を指定する文字列です。引用符付きの文字列で指定する必
要があります。 

 

SET SESSION DEFAULTの属性 

次の表に、セッションデフォルトでサポートされる属性を示します。 

表 27 SET SESSION DEFAULTの属性 
 

属性 説明 

ESP_IDLE_TIMEOUT ESP_IDLE_TIMEOUT属性は実行時に設定できます。
この属性を設定すると、指定したタイムアウト値
（秒）に達した後の一定時間アイドル状態になってい
た ESPが SQL/MXにより切断されます。 
ESPの最小のタイムアウト値は 60秒です。
ESP_IDLE_TIMEOUTのデフォルト値は 1800秒です。
この属性値をゼロに設定すると、ESPがタイムアウト
しなくなります。 

注記： SQL/MX 3.4より前のリリースでは、アイド
ル状態の ESPは文の割り当て解除から 1800秒後に切
断されます。SQL/MX 3.4から、ユーザがタイムアウト
値を制御できるようになりました。 
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START_ESP_TIMEOUT_TIMER START_ESP_TIMEOUT_TIMERは、
ESP_IDLE_TIMEOUTの動作を制御するために使わ
れる、セッションデフォルトの属性です。以下の値
を設定するのに使えます。 
• WHEN_STATEMENT_DEALLOCATED — 

START_ESP_TIMEOUT_TIMERをこの値に設定す
ると、文が割り当て解除された時点から ESPのタ
イムアウトタイマーが始動します。これがデフォ
ルト値です。 

• WHEN_STATEMENT_EXECUTED — 
START_ESP_TIMEOUT_TIMERをこの値に設定す
ると、文の実行後すぐに ESPのタイムアウトタイ
マーが始動します。 
組み込み型の C/C++アプリケーションまたは文キャ
ッシュ機能を使う JDBC/ODBCアプリケーションで
は、セッションデフォルトの属性
ESP_IDLE_TIMEOUTで指定したタイムアウト値の
経過後に ESPが切断されるようにするため、このオ
プションを使う必要があります。 

 

セッションデフォルトの属性に設定されている値を知るには、SHOWSETコマンドを使いま
す。SHOWSETコマンドの詳細は、「SHOWSETコマンド」（526ページ）を参照してくだ
さい。 

 
SET SESSION DEFAULTに関する留意事項 

アイドル状態のタイムアウト値は最小のタイムアウト値です。最小のタイムアウト値を経過
するまで、ESPは停止されません。ESPが停止されるまでに、このタイムアウト値より時
間がかかる場合があります。 

 

SET SESSION DEFAULTの例 
ESP_IDLE_TIMEOUT属性値を 60に設定するには、次のコマンドを使います。 

set session default esp_idle_timeout ‘60’; 

START_ESP_TIMEOUT_TIMERの値をWHEN_STATEMENT_DEALLOCATEDに設定する
には、次のコマンドを使います。 

set session default START_ESP_TIMEOUT_TIMER 

‘WHEN_STATEMENT_DEALLOCATED’; 
 

  



108 
 

SHOWSETコマンド 
SHOWSETコマンドは、「SET SESSION DEFAULT文」を使用して設定した、セッション
のデフォルト属性値を表示します。 

 

SHOWSET showset-option 
showset-option is: 
       DEFAULTS 
   |   DEFAULTS ALL 
   |   DEFAULT [attribute-name] 

 

DEFAULTS ALL 

すべてのセッションのデフォルト属性値を表示します。 
 

DEFAULT [attribute-name] 

すべてのセッションのデフォルト属性値を表示します。 
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SHOWSTATSコマンド 
SHOWSTATSコマンドは、テーブルの列から統計情報を取得します。MXCIまたは埋め込み
プログラムを使用してこのコマンドを実行できます。 

 
SHOWSTATS FOR TABLE tablename ON column-spec [DETAIL] 
 
column-spec is: 
            | EVERY KEY [columnname,columnname...] 
            | EVERY COLUMN 
            | EXISTING COLUMN[S] 
            | NECESSARY COLUMN[S] 
            | column1 TO column2 
            | column-set 
 
column-set is: 

column-set-member [, column-set-member...] 
 
column-set-member is: 

columnname | multi-column-group 
 
multi-column-group is:(columnname1, columnname2...) 

 
DETAIL 

ヒストグラム ID、間隔数、行の総数、合計 UEC、列名、各間隔の低い値と高
い値を含む詳細な統計情報を表示します。 

 
EVERY KEY 

キーまたはキーの一部となっている各列の統計情報を表示します。 
 

EVERY COLUMN 
統計情報を利用できるテーブルの各列の統計情報を表示します。 

 
EXISTING COLUMN[S] 

統計情報を利用できるテーブルの各列および複数列グループの統計情報を表示
します。 

 
NECESSARY COLUMN[S] 

統計情報が「廃止」された、テーブルの単一列および複数列グループの統計情
報を表示します。SQL/MXが、廃止されたテーブルの列グループを検出できな
い場合、行を返しません。そもそも、利用できるヒストグラムデータがない場
合、このオプションを使用すると、テーブルに利用できるヒストグラムがない
として、行を返しません。 

NECESSARY COLUMN[S]オプションは、スキーマバージョン 3000以上のと
きのみ指定できます。このオプションは、SQL/MPテーブルではサポートされ
ません。 

 
column1 TO column2 

テーブルの column1から column2までの利用可能な統計情報を表示します。 
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FIXUP操作 
「FIXUP操作に関する留意事項」 (5-11)  

「FIXUP操作の例」 (5-11)  

FIXUPは、mxtoolから実行する OSSコマンドラインユーティリティであり、通常の操作では
修復できない SQL/MXデータベース内の問題を修復します。 

 

mxtool utility-operation 
 
utility-operation is: 
FIXUP {guardian-option | object-option}  

guardian-option is 

LABEL guardian-file g-opts 
comment:| object-type object-name o-opts }End comment 

 
guardian-file is [\node.]$volume.subvolume.filename 
 
g-opts is: { -a= { on|off } | -rb | -rc | -rt | -ru } 
 
object-option is 
object-type object-name o-opts 

object-type is { TABLE | INDEX | SEQUENCE } 

object-name is catalog.schema.object  

o-opts is:{ -rc | -rt | -ru } [-d] 

 
guardian-file 

変更する Guardianファイルを指定します。ボリューム名およびサブボリュー
ム名で完全修飾する必要があります。 

名前に特殊文字 (“\”、“$”など) が含まれるので、それらの文字の前にバックスラ
ッシュ (\) を付けるか、4部構成の名前全体を単一引用符で囲む必要があります。
次に例を示します。 
\\node2.\$data3.sales.mytable or 
'\node2.$data3.sales.mytable' . 

 
g-opts 

Guardianファイルに利用できるオプションです。 

◦ AUDIT属性を切り替える 

◦ BROKEN属性をオフにする 

◦ CORRUPT属性をオフにする 

◦ 再定義タイムスタンプをリセットする 

◦ 不整合なラベルおよびメタデータオブジェクト UIDを修正する 
 

{ -a= { on | off } 

ラベルのオーディット属性を切り替えます。オーディット属性が ONであるの
に、オンにする要求を発行した場合、FIXUPはオーディット属性がすでにオン
であることを示す警告を返します。オーディット属性が OFFであるのに、オ
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フにする要求を発行した場合、FIXUPは警告を返します。 

この操作を実行するには、Super IDのオーナーであることが必要です。 

テーブルのオーディットをオフにした場合、オンラインダンプが無効になりま
す。FIXUP 操作の完了後、テーブルのすべてのパーティションに対して、新し
い TMFオンラインダンプを実行する必要があります。 

 
-rb 

ラベル上で BROKEN属性をオフにします。BROKEN属性がすでにリセットさ
れているのに、リセットする要求を発行した場合、FIXUPは警告を返します。 

 

 

注意: 
 

 

 
ラベル上の BROKEN属性をリセットする-rb操作は、リスクを伴う操作になる
可能性があります。ファイルが実際に壊れており、属性をリセットした場合、
データベースの整合性が問題になります。さらに、DP2は、壊れたファイルに
次回アクセスしようとしたときに、この属性をリセットします。 

 

 
-rc 

ラベル内の CORRUPT属性と、特定のパーティションに対する PARTITIONS
メタデータテーブル内の CORRUPT属性をオフにします。パーティションです
でに CORRUPT属性がオフになっているのに、オフにする要求を発行した場合、
FIXUPは警告を返します。 

 

注意: ラベル上の CORRUPT属性をオフにする-rc操作は、リスクを伴う
操作になる可能性があります。ファイルが実際に破損しており、属性をリセッ
トした場合、データベースの整合性が問題になります。 

 

 
-rt 

ラベルの再定義タイムスタンプをOBJECTSテーブルの値に設定します。パー
ティションに正しい再定義時間がすでにあるのに、リセットする要求を発行し
た場合、FIXUPは警告を返します。このオプションはまた、Record Control 
Blockのバージョンに矛盾があれば、これを修正します。 

この要求を実行するには、オブジェクトまたは Super IDのオーナーであること
が必要です。 

 
-ru 

メタデータのパーティション名に一致するように、リソースフォーク内のパー
ティション名を設定します。NonStop SQL/MXは、リソースフォーク内のカタ
ログ、スキーマ、オブジェクト UIDを、メタデータで見つかった値に置き換え
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ます。 
 

object-type 

関連付けられた Guardianファイルがある SQLテーブル、シーケンスジェネレ
ーターまたはインデックスです。 

 
object-name 

変更する SQLオブジェクトを指定します。カタログおよびスキーマ名で完全
修飾する必要があります。 

 
o-opts 

SQLオブジェクトで利用できるオプションです。 

• CORRUPT属性をオフにする 

• 再定義タイムスタンプをリセットする 
 

{ -rc [-d] } 

ラベル上および PARTITIONSメタデータテーブル内の CORRUPT属性をオフ
にします。 

FIXUPは、オブジェクトに関連付けられたローカルパーティションをすべてリ
セットしようとします。オブジェクトがリモートノード上にパーティションを
持つ場合、FIXUPは警告を表示し、続行します。 

ラベルまたはメタデータへの更新が失敗した場合、操作は失敗します。パーテ
ィションのいずれかですでに CORRUPT属性がオフになっている場合、FIXUP
はリセットする必要のあるパーティションをリセットします。 

-d オプションを指定した場合、FIXUPは、オブジェクトに関連付けられたす
べての依存関係の CORRUPT属性をリセットします。テーブル依存関係には、
インデックスとトリガー一時テーブルが含まれます。インデックスには依存関
係がないので、-dオプションは無視されます。 

この要求を実行するには、Super IDのオーナーであることが必要です。リモー
トおよびローカルの両方のパーティションで CORRUPT属性をリセットできま
す。 
メタデータとラベル属性が一致しない場合、FIXUP は両方の値をオフにします。 

 

注意: ラベル上の CORRUPT属性をオフにする-rc操作は、リスクを伴
う操作になる可能性があります。ファイルが実際に破損しており、属性をリセ
ットした場合、データベースの整合性が問題になります。 

 

 

{ -rt [-d] } 

オブジェクトのローカルパーティションのいずれかまたはすべての再定義タイ
ムスタンプを、OBJECTSメタデータテーブルに保存された値に設定します。
FIXUP がメタデータから再定義時間を抽出できない場合、エラーが返されます。 

FIXUPは、ローカルノード上の、オブジェクトを構成するすべてのパーティシ
ョンを更新します。 
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パーティションのタイムスタンプがメタデータと同じ場合、FIXUPは、更新す
る必要のあるパーティションのタイムスタンプの更新を続けます。ラベルへの
更新が失敗した場合、操作は失敗します。 

 
{ -ru [-d] } 

メタデータの UID値に一致するように、リソースフォーク内の UID値を設定し
ます。NonStop SQL/MXは、リソースフォーク内のカタログ、スキーマ、オブ
ジェクト UIDを、メタデータで見つかった値に置き換えます。 

-d オプションを要求した場合、FIXUPは、オブジェクトに関連付けられたす
べての依存関係のタイムスタンプを更新します。テーブル依存関係には、イン
デックスとトリガー一時テーブルが含まれます。各依存オブジェクトは独自の
再定義タイムスタンプがあるので、それぞれのオブジェクトはそれぞれ別々の
時間に設定されます。 

この要求を実行するには、Super IDのオーナーであることが必要です。 

メタデータとラベルのタイムスタンプが一致しない場合、警告は発行されませ
んが、ラベル値はメタデータ値に設定されます。 
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SQL/MXヘルスチェックツール 
この機能は SQL/MX 3.3以降で適用できます。 

SQL/MXヘルスチェックツールは、システムのアップグレードまたはフォールバックを試み
る前に、メタデータの不整合や正常な操作を妨げる状態を検証できる Javaベースのツール
です。これにより、システムのアップグレードまたはフォールバックを試みる前に、報告さ
れた問題に対処できます。このツールは/usr/tandem/sqlmx/binディレクトリにあります。 

このツールはローカルシステムのメタデータの整合性を検証します。リモートシステムのメ
タデータを検証するには、その (リモート) システムからこのツールを実行する必要がありま
す。 

SQL/MXヘルスチェックツールは SQL/MXリリース 3.3の一部として入手できます。リリー
ス 3.3より前の SQL/MXにインストールして実行することもできます。サポートされる最小
バージョンは SQL/MX 2.3.4です。このツールをインストールして実行する方法について詳
しくは、『SQL/MX Release 3.4 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。 

SQL/MXヘルスチェックツールのエラーメッセージおよび状態について詳しくは、
『SQL/MX Release 3.4 Messages Manual』を参照してください。 

 

SQL/MXヘルスチェックツールは、次の検証シナリオをサポートしています。 

• 一貫性のないシステムカタログ名 

◦ システムカタログは、INITIALIZE SQLコマンドによって
NONSTOP_SQLMX_<system>という名前で作成されます。たとえば、\FUNKYのシ
ステムカタログは NONSTOP_SQLMX_FUNKYとなります。その後、システムの名
前が変更された場合、システムカタログ名は元の名前のままであり、変更されたシス
テム名と対応しません。mxtool fixrcbおよび UGDGはこれを認識できません。シス
テムカタログ名に一貫性がなくても、検証は実行されません。 

• ローカルシステムとリモートシステムのカタログ登録の不整合 

◦ たとえば、ローカルシステムのカタログにはリモートシステムへの参照がありますが、
リモートシステムには対応するカタログ参照がありません。 

• 定義スキーマテーブルの欠落 

◦ たとえば、すべての定義スキーマテーブルが必要な場所に存在するかどうか。 

• Guardianの場所がないオブジェクト 

◦ たとえば、パーティションが欠落している。 

• システム内にオーナーがいないオブジェクト。 

• SQL/MXファイルのラベルの次のフラグが望ましい値であるかどうかをチェックしま
す。オーディット対象、破壊、クラッシュラベル、破損、クラッシュオープン、
REDOが必要、ロールフォワードが必要、UNDOが必要、および再利用されていない
空き領域。 

• メタデータテーブルを参照するビュー 

◦ たとえば、定義スキーマテーブルまたは特定のシステムカタログテーブルに対するビ
ュー。これは、UPGRADEコマンドおよび DOWNGRADEコマンドの正常な実行を
妨げる状態です。 

• DOWNGRADEのターゲットバージョンより高いオブジェクト機能バージョン (OFV) 
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を持つデータベースオブジェクト。これは、DOWNGRADEコマンドの正常な実行を
妨げる状態です。 

• リモートカタログのMXANCHORファイルのパーミッション。これにより、
MXANCHORファイルに対して不適切なパーミッションを持つリモートカタログのオ
ブジェクトを参照するクエリが予期しない動作となります。 

SQL/MXヘルスチェックツールは、OSSプロンプトから次のコマンドを使用して実行できま
す。 

 
SqlMxHealthCheck   [help-option] 
                   [version-option] 
                   [command-option-list] 
 
help-option:-help  
version-option:-version 
command-option-list : command-option [ command-option ...] 
 
command-option: 

{ { -all } | { -c | -catalog } <catalog-name> }  
[ { -t | -targetVersion } <version> ] 
[ log-option ]  

log-option: 
[ -logl { level } ] [ -log <logfile> ] 
 
level:{info | minor} 

 

help-option 

値は-help です。このツールのヘルプテキストを表示して終了します。 
 

version-option 

値は-version です。このツールのバージョンを表示して終了します。 
 

command-option-list 

コマンドラインに指定できるコマンドオプションのリストです。command-
option-listには、1つ以上の command-optionsを指定できます。次の
command-optionsを指定できます。これらのコマンドオプションでは、大文字
と小文字は区別されません。 

 
-targetVersion <version> 

システムのアップグレードまたはフォールバックが行われる SQL/MXのバージ
ョンを指定します。 

 
-all 

指定した場合、ヘルスチェックツールはすべてのカタログのメタデータを検証
します。 

 
-catalog <catalog-name> 

メタデータを検証するカタログ名を指定します。 
 

注記: -all オプションまたは-catalog オプションを指定する必要があり
ます。両方のオプションを一緒に指定することはできません。 
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区切られた識別子を使用するカタログを指定する場合は、カタログ名を二重引
用符で囲んで指定する必要があります。ただし、エスケープ文字 (\) を使用し
て引用符を指定する必要があります。たとえば、カタログ名“xcat”は、\”xcat\”
として OSSコマンドライン引数に指定する必要があります。「OSSコマンド
ライン引数での区切り付きの識別子の指定」 (6-56) を参照してください。 

 

 

-logl level 

指定した場合、表示される情報のレベルがヘルスチェックツールによって制御
されます。レベルには"info"または"minor"を指定できます。"info"の場合は、情
報メッセージ、軽微な状態および重大な状態などのすべての情報が報告されま
す。"minor"の場合は、軽微な状態および重大な状態のみが報告されます。ログ
レベルを指定しない場合、デフォルトのレベルは、“info”です。 

 
-log <logfile> 

指定した場合、SqlMxHealthCheckコマンドの出力が指定されたファイルに書
き込まれます。このオプションを省略した場合、出力はコンソールに送られま
す。指定された logfile が存在しない場合は、ファイルが作成され、出力が
そのファイルに書き込まれます。指定された logfile が存在する場合、出力
は既存のファイルの末尾に追加されます。logfile は有効な OSSパス名であ
る必要があります。 
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VERIFY操作 
「VERIFYに関する留意事項」 (5-85)  

「VERIFYの例」 (5-87) 

VERIFYは、mxtool から実行する OSSコマンドラインユーティリティであり、SQL/MXの
オブジェクトおよびプログラムがファイルラベル、リソースフォーク、およびメタデータで
一貫性を持って記述されているかどうかをレポートします。SQL/MX リリース 3.2 以降では、
VERIFY操作によって親のない Guardianファイルのリストを生成できるようになりました。
親のない Guardianファイルとは、メタデータ情報を SQLMXデータベースから取得できな
い既存の Guardianファイルです。 
 

mxtool VERIFY { object-option [o-opts] | file-option | orphan-file-option} 

object-option is:ANSI name of the object 

o-opts is:{ -sy } 
file option is:PART guardian-file-name 
 
guardian-file-name is:[\node.]$volume.subvol.filename 

orphan-file-option is:-oo wildcard-guardian-file-name output 

wildcard-guardian-file-name is: 
Guardian file name, which includes the wild card character,*. 
 
output is: -f=OSS-file-name 

 

object-option 

テーブルのすべてのパーティションおよび依存するインデックスに対して

VERIFYを実行するように指定します。 
 

catalog.schema.object 

テーブルの完全修飾 ANSI名です。名前の 3つの部分のいずれかが SQL/MXの

予約語である場合、それを二重引用符で囲んで区切る必要があります。 

そのような区切られた部分では大文字と小文字が区別されます。次に例を示し

ます。cat.sch."join".VERIFY は不整合を標準出力ファイルに書き込みま

す。 

-sy 

テーブルの行数とインデックスの数とに不整合があればレポートします。 
 

file-option 

VERIFYをファイルに対して実行するように指定します。指定できるのはテー

ブルオブジェクトのみです。 
 

orphan-file-option 

VERIFYが親のない Guardianファイルの名前をレポートする必要があることを
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指定します。 
 

guardian-file-name 

検証する単一の Guardian物理ファイル名です。Guardianファイル名の指定に
は、ノード、ボリューム、サブボリューム、およびファイル名を含めることが
できます。ノード名はオプションです。 

 
wildcard-guardian-file-name 

Guardianファイル名の一部としてワイルドカード文字“*”を指定できます。次に
例を示します。 

\dmr15.$*.*.* 

\dmr15.$data*.ZSDV1*.PART* 
 

OSS-file-name 
OSSファイルの名前です。-oo オプションを使用した場合、VERIFYは親のな
い Guardianファイルの名前をこのファイルに書き込みます (各行に 1つの親の
ないファイルの名前)。 
[\node.]$volume.subvol.filename 

クエリ対象のパーティションを記述する修飾された Guardian ファイル名です。
この 4部からなる名前で、\node は NonStopサーバーのノード名、 $volume
はディスクボリュームの名前、subvol はサブボリュームの名前、filename
は SQL/MXテーブルまたはビューの名前です。 

名前に特殊文字 (“\”、“$”など) が含まれている場合は、それらの文字の前にバッ
クスラッシュ (\) を付けるか、4部構成の名前全体を単一引用符で囲む必要があ
ります。次に例を示します。 
\\node2.\$data3.sales.mytable or 
'\node2.$data3.sales.mytable'. 

\node を指定しない場合、デフォルトは=_DEFAULTS定義に指定された
Guardianシステム名です。 

Guardian (物理) ファイル名は、SHOWLABELコマンドを使用して確認できま
す。次に例を示します。 
SHOWLABEL CAT.SCH.T1, DETAIL; 

 
詳細は、「SHOWLABELコマンド」 (4-102) を参照してください。 
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数値データタイプ 

概数データタイプの FLOAT、REAL、DOUBLE PRECISIONの値、真数データタイプの
NUMERIC、DECIMAL、INTEGER、SMALLINT、LARGEINTの値、はすべて数値であり、相
互に比較可能、相互に割り当て可能です。 

概数データタイプの値が、真数データタイプの列に割り当てられると、丸めが起きて小数部分
が切り捨てられます。真数データタイプの値が、概数データタイプの列に割り当てられると、
結果は元の数と同じにならないことがあります。 

2つの数値を比較する場合、定義された変換規則に則って、数値のうちの 1つの一次的なコ

ピーを作成して比較します。たとえば、1つの数値が INTEGERでもう 1つの数値が

DECIMALの場合、整数の一時的コピーを小数に変換して比較します。 
 

拡張 NUMERIC精度 

SQL/MXは、拡張 NUMERIC精度データタイプをサポートします。拡張 NUMERICは、精度

18を超える符号付数値かまたは、精度 9を超える符号なし数値のいずれかです。 
 

 

注記: 動的 SQLプログラムは、拡張 NUMERIC精度データタイプを、CHARのような

互換性のあるデータタイプに変換する必要があります。 
 

 

拡張 NUMERIC精度データタイプに関する留意事項 

• 通常の NUMERICデータタイプをサポートする、すべての DDLおよび DML文を
サポートします。 

◦ MXテーブルのみ 

• MXCI、ODBC、JDBC T2と T4、および埋め込みインターフェイス 

• CAST機能で、通常の NUMERICと拡張 NUMERIC精度データタイプとの変換を
します。 

符号付き拡張 NUMERIC データタイプを CHAR データタイプに変換するのに必要な
CHARホスト変数の長さは p+3です。ここでｐは拡張 NUMERICデータタイプの精度で
す。追加の 3バイトは、符号、小数点、ヌル終止符です。符号なし拡張 NUMERICデー
タタイプの場合、必要な長さは p+2です。 

• ソフトウェアで実現するので (ハードウェアで実現する通常の数値データタイプに
比べ) CPUを集中的に使用します。 

• 算術演算 (加算、減算、乗算、除算、累乗) でサポートされます。 

• 以下のスカラー関数のパラメーターとしてサポートされます。 
 

ABS ACOS ASIN 

ATAN ATAN2 AVG 

CEILING COS COSH 

COUNT DEGREES DIFF1 

DIFF2 EXP FLOOR 
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HASHPARTFUNC INSERT LASTNOTNULL 

LEFT LOG LOG10 

LPAD MAX MIN 

MOVINGAVG MOVINGCOUNT MOVINGMAX 

MOVINGMIN MOVINGSTDDEV MOVINGSUM 

MOVINGVARIANCE OFFSET POWER 

RADIANS REPEAT RIGHT 

ROWS SINCE RPAD RUNNINGAVG 

RUNNINGCOUNT RUNNINGMAX RUNNINGMIN 

RUNNINGSTDDEV RUNNINGSUM RUNNINGVARIANCE 

SIGN SIN SINH 

SPACE SQRT STDDEV 

SUBSTRING SUM TAN 

TANH THIS VARIANCE 
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数値データタイプ 
 

FLOAT [( precision )] 

概数の列を指定します。列は浮動小数点データを格納し、1～54ビットの精度
precision を指定します。 範囲は +/-2.2250738585072014e-308 から
+/-1.7976931348623157e+308 で 8 バイトに格納されます。 

An IEEE FLOAT precision データタイプは、IEEE DOUBLEとして格納さ
れ、指定精度で 8バイトに格納されます。 
デフォルトの精度 precision は 54ビットです。 
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パーティションの自動作成 

MXCSおよび JDBC/MXのユーザーは、CREATE TABLEおよび CREATE INDEX文の
Partition Overlay Specification (POS) 機能により、ハッシュ分割された SQL/MXテーブルお
よびインデックスを自動的に作成できます。NonStop SQL/MXは、レンジ分割されたテーブ
ルとインデックスの自動作成をサポートしていません。 

アプリケーションは、POSを有効にするかどうか、パーティションの数、およびパーティシ
ョンの物理的な場所を制御できます。 

CONTROL QUERY DEFAULT属性は、パーティションの数と場所を確定します。これらの
デフォルトの値と構文については、「パーティション管理」を参照してください。 
この機能の詳細は、「パーティションの自動作成」 (2-125) および「インデックス用パーテ

ィションの自動作成」を参照してください。 
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日付時刻関数 
これらの関数では、引数に日付時刻表現を使用するか、または、結果を日付時刻データタイ
プで返します。 

 

「CONVERTTIMESTAMP関数」 (8-36)  ユリウス暦のタイムスタンプを TIMESTAMP値に変換します。 

「CURRENT関数」 (8-40)  現在のタイムスタンプを返します。また、
「CURRENT_TIMESTAMP関数」 (8-43) を使用することもでき
ます。 

「CURRENT_DATE関数」 (8-41)  現在の日付を返します。 

「CURRENT_TIME関数」 (8-42)  現在の時刻を返します。 

「CURRENT_TIMESTAMP関数」 (8-43)  現在のタイムスタンプを返します。また、「CURRENT関数」 
(8-40) を使用することもできます。 

「DATE_ADD関数」 (8-44)  interval_expressionで指定された間隔を datetime_expressionに
加算します。 

「DATEADD関数」 (8-44)  日付部分と num_expressionで指定された時間間隔を
datetime_expressionに加算します。 

「DATE_SUB関数」 (8-44)  interval_expressionを datetime_expressionから減算します。 

「DATEDIFF関数」 (8-46)  startdateと enddateの間の時間の、日付部分の境界の数を整数で
返します。 

「DATEFORMAT関数」 (8-48) 日付時刻値を表示用にフォーマットします。 

「DAY関数」 (8-50) 1～31の範囲で、日付を表す整数を返します。DAYOFMONTHを
使用することもできます。 

「DAYNAME関数」 (8-51) 日付またはタイムスタンプ表現から曜日を返します。 

「DAYOFMONTH関数」 (8-52) 1～31の範囲で、日付を表す整数を返します。DAYを使用するこ
ともできます。 

「DAYOFWEEK関数」 (8-53) 1～7の範囲で、曜日を表す整数を返します。 

「DAYOFYEAR関数」 (8-54) 1～366の範囲で、日付を表す整数を返します。 

「EXTRACT関数」 (8-74) 日付時刻値表現または間隔値表現から、指定された日付時刻フィ
ールドを返します。 

「HOUR関数」 (8-82) 0～23の範囲で、時刻を表す整数を返します。 

「JULIANTIMESTAMP関数」 (8-84) 日付時刻値をユリウス歴のタイムスタンプに変換します。 

「LAST_DAY関数」 () 日付またはタイムスタンプ表現から先月の末日を返します。 

「MINUTE関数」 (8-108) 0～59の範囲で、時刻の分を表す整数を返します。 

「MONTH関数」 (8-105) 1～12の範囲で、月を表す整数を返します。 

「MONTHNAME関数」 (8-106) 月の名前を表す文字列 (January、February、など) を返します。 

「MONTHS_BETWEEN関数」  2つの日付の間の月の数を返します。 
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「QUARTER関数」 (8-131) 1～4の範囲で、四半期を表す整数を返します。 

「SECOND関数」 (8-164) 0～59の範囲で、時刻の秒を表す整数を返します。 

「TO_TIMESTAMP関数」 日付と時刻を含む文字列をタイムスタンプに変換します。 

「WEEK関数」 (8-209) 1～54の範囲で、週を表す整数を返します。 

「YEAR関数」 (8-210) 年を表す整数を返します。 

 

関数については各エントリーを参照してください。 

数学関数 
これらの数学関数は、SQL内の数値表現で使用してください。 

 

「ABS関数」 (8-10) 数値表現の絶対値を返します。 

「ACOS関数」 (8-10) 数値式のアークコサイン値をラジアンで表現した角度として返し
ます。 

「ASIN関数」 (8-12) 数値式のアークサイン値をラジアンで表現した角度として返しま
す。 

「ATAN関数」 (8-13) 数値式のアークタンジェント値をラジアンで表現した角度として
返します。 

「ATAN2関数」 (8-13) 2つの数値式で指定した X、Y座標のアークタンジェント値をラ
ジアンで表現した角度として返します。 

「CEILING関数」 (8-22) 数値式以上の最小整数を返します。 

「COS関数」 (8-37) 数値式のコサイン値を返します。ここで数値式はラジアンで表現
した角度です。 

「COSH関数」 (8-37) 数値式のコサイン値を返します。ここで数値式はラジアンで表現
した角度です。 

「CONVERTTOHEX」 式の値と等しい 16進表現の文字タイプまたは VARCHARタイプ
のバイト列を返します。 

「EXP関数」 (8-65) 数値式の(eを底とする)指数値を返します。 

「FLOOR関数」 (8-77) 数値式以下の最大整数を返します。 

「LOG関数」 (8-92) 数値式に対する自然対数を返します。 

「LOG10関数」 (8-92) 数値式に対する常用対数を返します。 

「MOD関数」 (8-104) 整数式を整数式で除算した余り (モジュロ)を返します。 

「PI関数」 (8-128) 定数値 Πを浮動小数値で返します。 

「POWER関数」 (8-130) 数値式の整数式の累乗の値を返します。指数演算子**を使用する
こともできます。 

「RADIANS関数」 (8-141) 度数を表す数値式をラジアンに変換します。 

「ROUND」 指定の長さに丸めた numeric_expressionを返します。 
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「SIGN関数」 (8-165) 数値式の符号のインジケーターを返します。値がゼロより小さい
場合、インジケーターとして-1を返します。値がゼロの場合、0
を返します。値がゼロより大きい場合、1を返します。 

「SIN関数」 (8-166) 数値式のサイン値を返します。ここで数値式はラジアンで表現し
た角度です。 

「SINH関数」 (8-166) 数値式の双曲サイン値を返します。ここで数値式はラジアンで表
現した角度です。 

「SQRT関数」 (8-167) 数値式に対する平方根を返します。 

「TAN関数」 (8-175) 数値式のタンジェント値を返します。ここで数値式はラジアンで
表現した角度です。 

「TANH関数」 (8-175) 数値式の双曲タンジェント値を返します。ここで数値式はラジア
ンで表現した角度です。 

 

関数については各エントリーを参照してください。 
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その他の関数と式 
これらの関数と式は SQL値の式で使用してください。 

 

「CASE（条件）式」 (8-16) 条件式です。CASE式には、2つの形式 (単純、検索) がありま
す。 

「CAST式」 (8-20) あるデータタイプの値を、指定した別のデータタイプの値に変
換します。 

「CURRENT_USER関数」 (8-43) 現在の認証 IDに対応する Guardianユーザーの名前を返しま
す。この関数は、SESSION_USERおよび USERと等価です。 

「COALESCE関数」 (8-27) リスト中の NULL でない最初の式の値を返します。リスト中の
すべての式が NULLの場合、NULLを返します。 

「DECODE関数」 (8-55) 与えられた式を、指定条件のセットと、指定の順序で一つずつ
比較します。一致した条件に対応する値を返します。 

「HASHPARTFUNC関数」 (8-78) 指定されたパーティショニングキーが属するパーティションの
番号を返します。 

「IFNULLまたは ISNULL」 check_expressionの値が NULLであれば replacement_value
を、そうでなければ check_expressionを返します。 

「SESSION_USER関数」 (8-165) 現在の認証 IDに対応する Guardianユーザーの名前を返しま
す。この関数は、CURRENT_USERおよび USERと等価で

 「USER関数」 (8-200) 現在の認証 IDに対応する Guardianユーザーの名前を返しま
す。この関数は、CURRENT_USERおよび SESSION_USER
と等価です  

「NULLIF」 式が等しい場合は NULLを、そうでなければ最初の式の値を返
します。 

「NULLIFZERO」 check_expressionの値がゼロであれば NULLを、そうでなけれ
ば check_expressionを返します。 

「NVL関数」 (8-121) 式が NULLの場合に指定された値を返します。 

「NVL2関数」 (8-123) 式が NULLの場合に指定された値を返します。式が NULLでは
ない場合は別の指定された値を返します。 

「LNNVL関数」 (8-88) 条件が FALSEまたは NULLの場合に TRUEを返します。条件
が TRUEの場合 FALSEを返します。 

「ZEROIFNULL」 check_expressionの値が NULLであればゼロを、そうでなけれ
ば check_expressionを返します。 

 

関数については各エントリーを参照してください。 
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CONVERTTOHEX 

構文 
CONVERTTOHEX(expression) 

説明 

CONVERTTOHEX 関数は、指定された式を表示用に 16進表現に変換します。式の値と等しい
16進表現の CHARACTERタイプまたは VARCHARタイプのバイト列を返します。 

expressionは数値、キャラクター、日付時刻、または間隔の式でなければなりません。
expression の値が nullの場合、SQL/MXがエラーを返します。 

CONVERTTOHEX 関数では SQL/MPテーブル列は使えません。 

パラメーター 
expression 

式の値です。 
 

留意事項 

• expression が動的パラメーターの場合、そのデータタイプは varchar(255)として定義
されます。 

• 動的パラメーターのキャスト演算子を使うことで、デフォルトのデータタイプ以外のデ
ータタイプにバインドすることもできます。 

• この関数は日付時刻式および間隔式とともに使えますが、表示される出力は内部値を
示しているためアプリケーションにはあまり役立ちません。 

• CONVERTTOHEX 関数に 10進値を指定すると、小数点以下の桁が無視されて整数桁の
16進値のみが返されます。 

 

使用法 
値の 16進表現を文字列として返します。クライアント端末でサポートされていないキャラ
クターセットからのキャラクターや、制御コードなどの表示できないキャラクターを一部使
う場合があるキャラクターの式に有用です。 

 
例 
次のテーブルは、下記のコマンド例の中で使われます。 
CREATE TABLE EG (S1 smallint, I1 int, L1 largeint); 

INSERT INTO EG VALUES(37, 2147483647, 2305843009213693951); 
 

コマンド例 
タイプとして smallint（S1）、int（I1）、および largeint（L1）を、それらに対応する値とし
てそれぞれ 37、2147483647、および 2305843009213693951 を持つテーブル EG を考えま
す。次の文は、指定した値の 16進値を返します。 
SELECT CONVERTTOHEX(S1), CONVERTTOHEX(I1), CONVERTTOHEX(L1) from EG; 
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出力例 
(EXPR) (EXPR) (EXPR) 
------ ------ ------–----– 
0025 7FFFFFFF 1FFFFFFFFFFFFFFF 

 

--- 1 row(s) selected. 
 

コマンド例 
タイプとして CHAR(4)（FC4）、VARCHAR(4)（VC4）、および CHAR(4)CHARACTER 
SET（FC4U）、およびそれらに対応する値としてそれぞれ ABC、abc、および_UCS2'abc'
を持つテーブル EG_CHを考えます。次の文は、指定した値の 16進値を返します。 
SELECT CONVERTTOHEX(FC4), CONVERTTOHEX(VC4), CONVERTTOHEX(FC4U) from EG_CH; 

 

出力例 
(EXPR) (EXPR) (EXPR) 
------ ------ ------–----– 
41424320 616263 0061006200630020 

 

--- 1 row(s) selected. 
 

コマンド例 
タイプとして日付（D1）、タイムスタンプ（TS1）、および年月の間隔（IV1）を、および
それらに対応する値としてそれぞれ current_date、current_timestamp、および年月の間隔
「05-05」を持つテーブル DT_IVを考えます。 
次の文は、指定した値の 16進値を返します。 
SELECT * from DT_IV; 

D1 TS1 IV1 
------ –----––----––----– ------ 
2015-07-26 2015-07-26 11:23:35.84 5-05 

 

--- 1 row(s) selected. 

SELECT CONVERTTOHEX(D1), CONVERTTOHEX(TS1), CONVERTTOHEX(IV1) from DT_IV; 
 

出力例 
(EXPR) (EXPR) (EXPR) 
------ ------–----––----– ------ 
07DF071B 07DF071B130E1400000017 0041 

 

--- 1 row(s) selected. 
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IFNULLまたは ISNULL 

構文 
IFNULL(check_expression, replacement_value) 

ISNULL(check_expression, replacement_value) 

説明 
関数 IFNULL または ISNULLは、check_expression が NULLの場合に、式の値を代替値
に置換します。そうでない場合、戻り値は check_expression の値になります。 
IFNULL 関数または ISNULL 関数では SQL/MPテーブル列は使えません。 

パラメーター 
check_expression 

式の値です。 
replacement_value 

代替値です。 
 

留意事項 
• 引数リスト内のすべての式が固定長の CHARACTERタイプの場合、戻り値は、すべて

の式の値のタイプの中で最大のサイズに等しい固定長の文字列になります。 

• 引数リスト内のいずれかの式が可変長の CHARACTERタイプの場合、戻り値は、すべ
ての式の値のタイプの中で最大のサイズを持つ可変長の文字列になります。 

• 引数リスト内のすべての式が整数タイプの場合、戻り値のデータタイプは、あらゆる戻
り値の整数タイプの中で最大の整数が含まれる整数タイプと同じになります。 

• 引数リスト内のすべての式が固定長の数値タイプの場合、戻り値は、すべての式の値
のタイプの中で最高の精度およびスケールを持つ数値タイプになります。 

• 引数リスト内のすべての式が数値タイプで、少なくとも 1つが REAL、FLOAT、または
DOUBLE PRECISIONの場合、戻り値のタイプは DOUBLE PRECISIONになります。 

• check_expressionと replacement_valueがともにリテラルの場合、戻り値のタイプは返
される入力と同じものになります。 

• check_expressionと replacement_valueがともに NULLの場合、戻り値も NULLにな
ります。 

• check_expressionと replacement_valueが、互換性があるデータタイプではない場合、
SQL/MXがエラーを返します。 

• check_expressionと replacement_valueが動的パラメーターの場合、入力データタイプ
は数値(18,6)として定義されます。 

• 一方の入力式が動的パラメーターで、他方の入力式が定義済みのデータタイプを持つ場
合、動的パラメーターのデータタイプには、定義済みの入力式のデータタイプが割り当
てられます。 

• 動的パラメーターのキャスト演算子を使うことで、デフォルトのデータタイプ以外のデ
ータタイプにバインドすることもできます。 
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使用法 
データベースには NULL値が含まれていますが、NULL値をそれ以外の値として処理したい
場合、またはクエリ内で連結を使っているときに、戻り値を NULLにしたくない場合に使え
ます。 

 
例 1 姓と名を連結する場合 

 
 

Select CONCAT (ISNULL ('ENTERPRISE', ‘ ‘), ISNULL('COMPANY’, ‘ ‘)) FROM 
(values(1)) t; 

 
 

 

例 
次のテーブルは、下記のコマンド例の中で使われます。 
CREATE TABLE tab1 (col1 int, col2 int, col3 CHAR(5), col4 VARCHAR(d0),col5 VARCHAR(10)); INSERT INTO tab1 values 
(1, NULL, NULL, NULL, 'FOUR'), (2, 2, NULL, 'THREE', 'THREE'); 

コマンド例 
SELECT isnull(col4, 'im a null')FROM tab1; 

 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 
im a null THREE 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 
この例では、両方のパラメーターに整数が使われています。 
SELECT isnull(col2, 20000) FROM tab1; 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 
20000 
2 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 

この例では、各パラメーターに整数と浮動小数が使われています。 

SELECT isnull(col2, 1.5)  FROM tab1; 
 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 
1.5 
2.0 
--- 2 row(s) selected. 
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コマンド例 

この例では、各パラメーターに整数とキャラクターが使われています。 

SELECT isnull(col2, 'im a null')  FROM tab1; 
 

出力例 
*** ERROR[4049] A CASE expression cannot have a result data type of both CHAR(9) and INTEGER. 

 
*** ERROR[8822] The statement was not prepared. 
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LAST_DAY関数 
LAST_DAY関数は、DATEまたは TIMESTAMPの式を月の末日を表す DATE値に変換しま
す。戻り値のタイプは DATEです。入力した日付が NULLの場合は、戻り値も NULLになり
ます。 

LAST_DAYは SQL/MXで拡張された機能です。 
 

 
 

date 
DATEタイプまたは TIMESTAMPタイプの日付時刻値として評価される式です。 
「日付時刻値式」 (6-43) を参照してください。. 

 

LAST_DAYに関する留意事
項 

•  LAST_DAY関数は DML文でのみ使ってください。 

•  入力した日付値が無効な場合は、エラーが返されます。 

•  ホスト変数や動的パラメーターを使って動的に入力した日付は、動的に検証されます。
無効な場合は、エラーが返されます。 

•  入力値は、SQL/MP列ではサポートされません。 
 
LAST_DAYの例 

例にある入力された日付値はすべてMM-DD-YYYYフォーマットで指定されています。 

• 月の末日を返します。この場合は 12月 31日です。 
LAST_DAY(date'12-12-2015') 
(EXPR) 
---------
- 2015-
12-31 

• うるう年の場合は、2月の末日を 29日として返します。 
LAST_DAY(date'02-12-2016') 
(EXPR) 
---------
- 2016-
02-29 

• 引数としてタイムスタンプタイプを示す例 
LAST_DAY(timestamp'12-12-2015 14:32:10') 
(EXPR) 
---------
- 2015-
12-31 

• 日付タイプとして評価される日付時刻式を示す例 
LAST_DAY(DATEADD(DAY, 7, date'02-28-2015')) (EXPR) 

• INSERT、UPDATE、および DELETEクエリでの LAST_DAYの使用法とWHERE句の
使用法を示す例 
insert into tab values (LAST_DAY(date'12-12-2015')); 

 
--- 1 row(s) inserted. 

LAST_DAY (date) 
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select * from tab; 

A 
---------
- 2015-
12-31 

 
--- 1 row(s) selected. 

 
update tab set a=LAST_DAY(date'12-02-2016') where a=LAST_DAY(date'12-12-2015'); 

delete from tab where a=LAST_DAY(date'12-02-2016'); 

--- 1 row(s) deleted. 
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MONTHS_BETWEEN関数 
MONTHS_BETWEEN関数は、2つの日付の間の月の数を 10進値として計算し返します。戻
り値のタイプは NUMERIC (18,9)です。入力した日付のどちらかが NULLの場合、戻り値も
NULLになります。 

2つの日付が同じ日または両方とも月の末日である場合、戻り値は小数部分がゼロの 10進数
になります。それ以外の場合、戻り値は日数でなく月数として解釈される 10進値になりま
す。この 10進値は、1か月を 31日とした場合の、date1と date2の差の概算値です。日数
の概算値を計算するには、10進値に 31を乗算します。 

MONTHS_BETWEENは SQL/MXで拡張された機能です。 
 

 
 

date1 と date2 

DATE タイプまたは TIMESTAMP タイプの日付時刻値として評価される式です。 
「日付時刻値式」 (6-43) を参照してください。. 

 

MONTHS_BETWEENに関する留意事項 

• MONTHS_BETWEENを DDLクエリ内で使うことはお勧めしませんが、DML文内では
使えます。 

• 戻り値は、date1が date2より後の場合は正、date1が date2より前の場合は負です。 

• 入力した日付値のいずれかが無効な場合は、エラーが返されます。 

• ホスト変数や動的パラメーターを使って動的に入力した日付は、動的に検証されます。
無効な場合は、エラーが返されます。 

• 入力値は、SQL/MP列ではサポートされません。 
 

MONTHS_BETWEENの例 

例にある入力された日付値はすべてMM-DD-YYYYフォーマットで指定されています。 

• 指定した日付が朔日（または同じ日付）で、1か月だけ違う場合は、小数点以下の桁が
すべてゼロの整数として値を返します。date1が date2より後のため、結果は正になり
ます。 
MONTHS_BETWEEN(date'02-01-2016', date'01-01-2016') 
(EXPR) 
---------- 
1.000000000 

• 指定した日付が月の末日で、1 か月だけ違う場合は、小数点以下の桁がすべてゼロの整
数として値を返します。date1が date2より前のため、結果は負になります。 
MONTHS_BETWEEN(date'03-31-2016', date'04-30-2016') 
(EXPR) 
---------- 
-1.000000000 

• 入力する日付の両方が、同じ日付でもなく月の末日でもない例 
MONTHS_BETWEEN(date'02-29-2016',date'01-30-2016') 
(EXPR) 

MONTHS_BETWEEN (date1, date2) 
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---------- 
.967741935 

この例の結果は、小数点以下が 9 桁に丸められています。小数部分では 1 か月が 31 日
として計算されるため、この結果は 967741935 か月、つまり 0.967741935*31 = 
29.999999985日と解釈されます。 

• INSERT、UPDATE、および DELETEクエリでのMONTHS_BETWEENの使用法と
WHERE句の使用法を示す例 
insert into tab1 values(MONTHS_BETWEEN (date'12-02-2016',date'12-01-2016')); 
--- 1 row(s) inserted. 
select * from tab1; 
A 
---------- 
.032258064 
--- 1 row(s) selected. 
update tab1 set a= MONTHS_BETWEEN(date'12-02-2016',date'12-02-2016') 
where a= MONTHS_BETWEEN(date'12-02-2016',date'12-01-2016'); 
--- 1 row(s) updated. 
select * from tab1; 
A 
---------- 
.000000000 
--- 1 row(s) selected. 
delete from tab1 where a= MONTHS_BETWEEN(date'12-02-2016',date'12-02-2016'); 
--- 1 row(s) deleted. 
select * from tab1; 
--- 0 row(s) selected. 
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NULLIF 

構文 
NULLIF (expr1, expr2) 

説明 
NULLIF関数は、2つの入力式 expr1と expr2の値を比べます。戻り値は、式が等しい場合に
は NULLに、そうでなければ最初の式の値になります。 

パラメーターとして NULLを指定すると、SQL/MXがエラー4099を返します。expr1と
expr2が比較可能なデータタイプではない場合、SQL/MXがエラー4041を返します。 

NULLIF関数では SQL/MPテーブル列は使えません。 
 

パラメーター 
expr1 

1番目の式の値です。 
expr2 

2番目の式の値です。 
 

留意事項 
• 戻り値のタイプは expr1のタイプと同じです。 

• 入力式が動的パラメーターの場合には、入力のタイプは数値(18, 6)になります。 

• 一方の入力式が正確な数値タイプで、他方が動的パラメーターの場合、動的パラメータ
ーのデータタイプは数値(18, 6)として定義されます。 

一方の入力式が不正確な数値タイプで、他方が動的パラメーターの場合、動的パラメー
ターのデータタイプは倍精度として定義されます。 

• expr1など、一方の入力式が非数値タイプで、他方が動的パラメーターの場合、動的パ
ラメーターのデータタイプは expr1のデータタイプとして定義されます。 

• 動的パラメーターのキャスト演算子を使うことで、デフォルトのデータタイプ以外のデ
ータタイプにバインドすることもできます。 
 

使用法 
データベースには NULLでない特殊な値が含まれていますが、それらを NULLとして処理し
たい場合に使えます。次に例を示します。 
 
例 2 ボーナス支給対象の従業員数の取得 
 

 

Select COUNT (NULLIF (Bonus, 0)) FROM Employees; 
 

 

 

例 
次のテーブルは、下記のコマンド例の中で使われます。 
CREATE TABLE tab1 (col1 int, col2 int, col3 CHAR(5), col4 VARCHAR(d0),col5 VARCHAR(10)); 

INSERT INTO tab1 values (1, 0, 'FOUR', 'THREE', 'FOUR'), (2, 2, 'FOUR', 'THREE', 'THREE'); 

コマンド例 
select NULLIF(col4, col5) from tab1; 
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出力例 
(EXPR) 
----------- 
 
THREE 
? 
--- 2 row(s) selected. 
 

コマンド例 
この例では、整数値が比べられています。 
select NULLIF(col1, col2) from tab1; 
 

出力例 
(EXPR) 
----------- 
 
1 
? 
--- 2 row(s) selected. 
 

コマンド例 
この例では、char値と varchar値が比べられています。 
select NULLIF(col3, col5) from tab1; 
 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 

? 
FOU
R 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 
この例では、数値と varchar値が比べられています。 
select NULLIF(col1, col5) from tab1; 

 

出力例 
*** ERROR[4041] Type INTEGER cannot be compared with type VARCHAR(10). 

 
*** ERROR[4062] The preceding error actually occurred in function NULLIF. 

 
*** ERROR[8822] The statement was not prepared. 
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NULLIFZERO 

構文 
NULLIFZERO(check_expression) 

説明 

check_expression の値がゼロの場合、NULLIFZERO 関数が式を NULLに置換します。そ
うでない場合は、式を check_expression の値に置換します。 

check_expression は、値式を指定し、数値データタイプでなければなりません。
check_expression が NULLまたは非数値の場合、SQL/MXがエラーを返します。 

NULLIFZERO 関数では SQL/MPテーブル列は使えません。 

パラメーター 
check_expression 

式の値です。 
 

留意事項 

• 戻り値のタイプは check_expressionのタイプと同じです。 

• 入力式 check_expressionが動的パラメーターの場合、そのデータタイプは数値(18, 6)
として定義されます。 

• 動的パラメーターのキャスト演算子を使うことで、デフォルトのデータタイプ以外のデ
ータタイプにバインドすることもできます。 

 

使用法 

ゼロによる除算を回避したり、レポートへのゼロの出力を抑制したりするために、0の値を
NULLに置き換えるのに使います。 

 
例 3 ゼロによる除算を回避する場合 

 
 

SELECT amount / NULLIFZERO(store_count) FROM sales; 
 

 

 

例 

次のテーブルは、下記のコマンド例の中で使われます。 
CREATE TABLE tab1 (col1 int, col2 int, col3 CHAR(5), col4 VARCHAR(d0),col5 VARCHAR(10)); 

INSERT INTO tab1 values (1, 0, 'FOUR', 'THREE', 'FOUR'), (2, 2, 'FOUR', 'THREE', 'THREE'); 

コマンド例 
select NULLIFZERO(col2) from tab1; 

 

出力例 
(EXPR) 
----------- 
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?
 
2 

 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 

この例では、NULLIFZEROは分母に記述されています。 
select col1/NULLIFZERO(col2) from tab1; 

 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 
? 
1.0000000
0 

 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 

この例では、NULLIFZEROが数値データタイプのみを受け入れることが示されています。 
select NULLIFZERO(col3) from tab1; 

 
*** ERROR[4045] The operand of function NULLIFZERO must be numeric. 

 
*** ERROR[8822] The statement was not prepared. 
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ROUND 
 

構文 
ROUND(numeric_expression [, length] ) 

説明 
ROUND 関数は指定の長さに丸めた numeric_expression を返します。ROUND 関数では
SQL/MPテーブル列は使えません。 

パラメーター 
numeric_expression 

数値データタイプの値式を指定します。値が数値でない場合、SQL/MX がエラーを返します。 
length 

オプションです。numeric_expression を丸める長さ、つまり精度を指定します。長さが
正の数値の場合、numeric_expression は小数部分に丸められます。長さが負の数値の場
合、numeric_expression は整数部分に丸められます。長さを指定しない場合、入力が 0
桁に丸められます。長さの範囲は-128～128です。値がこの範囲に含まれていない場合は、
エラーメッセージが表示されます。 

 

留意事項 

• 数値タイプなどの正確なタイプの場合、入力値はゼロ桁以外に丸められます。たとえ
ば、入力値は、x.5が正の場合は x+1に、x.5が負の場合は x-1に丸められます。 

• floatなどの概数タイプの場合、numeric_expressionは可能であれば最近傍の偶数値に
丸められます。 

• numeric_expressionと lengthが動的パラメーターの場合、numeric_expressionには数
値タイプ(18, 6)が割り当てられ、lengthには整数タイプが割り当てられます。 

• 動的パラメーターのキャスト演算子を使うことで、デフォルトのデータタイプ以外の
データタイプにバインドすることもできます。 

• 丸められた 10進数では、末尾のゼロが表示されます。動作は戻り値をキャストするこ
とで変更できます。 

 

例 

次のテーブルは、下記のコマンド例の中で使われます。 
create table rd(c1 int, c2 numeric(8,4), c3 float(4), c4 char(12)); 

insert into rd values(12, 4344.2660, 45.6, 'THREE'); 

insert into rd values(34, 777.4356, 546.8, 'FOUR'); 

この例では、c1、c2、c3がそれぞれ整数部分第 1位、3位、2位に丸められます。 
 

コマンド例 
select round(c1, 1), round(c2,3), round(c3,2) from RD; 

 

出力例 
(EXPR) (EXPR) (EXPR) 
------ ------ – ------ 
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12 4344.2660 4.56000000000000064E+001 
34 777.4360 5.46789999999999936E+002 

 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 

この例では、c1、c2、c3がそれぞれ小数部分第 1位、3位、2位に丸められます。 
select round(c1,-1), round(c2,-3), round(c3,-2) from RD; 

 

出力例 
 

(EXPR) (EXPR) (EXPR) 
------ ------ – ------ 
10 4000.0000 0.00000000000000000E+000 
30 1000.0000 5.00000000000000000E+002 

 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 

この例の丸め操作では、charタイプが使われています。 
select round(c4, 4) from RD; 

 

出力例 
 

*** ERROR[4059] The first operand of function ROUND must be numeric. 
 

*** ERROR[8822] The statement was not prepared. 
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TO_CHAR(<NUMERIC>) 関数 
TO_CHAR(<numeric>) 関数は、数値データを書式設定された文字列に変換します。結果の
文字列は VARCHARタイプです。 

関数の構文は以下のとおりです。 
 

 
 

numeric-expression 

SQLの数値式です。数値データタイプは、NUMERIC(P、S)、SMALLINT、INT[EGER]、
LARGEINT、DEC[IMAL]、REAL、FLOAT、または DOUBLE PRECISION です。numeric-
expression には NULLや動的パラメーターを使用できません。 
 
format-value 

出力形式を定義する定数文字列です。format-value には NULL、列名、式、または動的パ
ラメーターを使用できません。以下のテーブルに、数値の format-value を構成するのに
使用できるすべての数値エレメントをリストします。 

 

エレメント 説明 numeric-expression format-value 出力 

9 出力フォーマットの数字の桁数を指定します。 1234 9999 ‘1234’ 

0 先頭にゼロを付けた値を返します。 1 0999 ‘0001’ 

.(ピリオド) D 出力フォーマット中の小数点の位置を指定しま
す。 
制限:小数点は、format-value中に 1つだけで
す。 

12.34 99.99 

99D99 

‘ 12.34’ 

‘12.34’ 

,(カンマ) 
G 

指定位置に「,」を入れて返します。 

制限:このエレメントは、先頭や、小数点の後に
は指定できません。 

1234 9,999 

9G99 

‘ 1,234’ 

‘1,234’ 

$ 先頭にドル記号を付けて返します。 

制限:ドル記号を format-valueのどの位置に
指定しても、出力では先頭にドル記号を付けま
す。 

1234 $9999 ‘ $1234’ 

C ISO通貨記号(USD)を付けて返します。 
制限:ISO通貨記号は format-valueの最初ま
たは最後にのみ指定できます。 

12 C999 ‘ USD12’ 

L ローカル通貨記号を付けて返します。 

制限:ローカル通貨記号は format-valueの最
初または最後にのみ指定できます。サポートさ
れるローカル通貨記号は$ (ドル)のみです。 

1234 L9999 ‘ $1234’ 

MI 先頭または末尾のマイナス記号 (-) を返します。 

制限:マイナス記号は format-valueの最初または
最後にのみ指定できます。 

-1234 9999MI ‘1234-’ 

TO_CHAR(numeric-expression, format-value) 
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PR 負の値はブラケット (< >)に入れて、正の値は先
頭と末尾に空白を付加して返します。 
制限:PR記号は format-valueの最後にのみ
指定できます。 

-1234 9999PR ‘<1234>” 

RN 

rn 

numeric-expressionを、大文字または小文
字のローマ数字に変換します。 
制限:RNまたはmには、FMを除いて、その他
のエレメントを含めることはできません。 

485 RN 

rn 

‘CDLXXXV’ 

‘cdlxxxv’ 

S 先頭または末尾のプラス記号 (+) またはマイナ
ス記号 (-) を返します。 

制限:Sエレメントは format-valueの最初ま
たは最後にのみ指定できます。 

-1245 

1266 

S9999 
S9999 

‘-1245’ 

‘+1266’ 

U ユーロまたはその他の二重通貨記号を返しま
す。 

制限:この記号は format-valueの最後にのみ
指定できます。サポートされる通貨記号は$ (ド
ル)のみです。 

12 9999U ‘ $12’ 

V 指定された numeric-expressionに 10^n を乗じ
ます。ここで nは Vの後の 9の数です。 

12 99V999 ‘ 12000’ 

FM 空白の挿入を制御します。 12 FM99 ‘12’ 
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TO_TIMESTAMP関数 
この関数は、日付時刻を含む文字列をタイムスタンプデータタイプに変換します。
関数の構文は以下のとおりです。 

 

 
 

value_string 

日付時刻を含む文字列です。 
 

format-string 

value_string を解釈するフォーマットです。これはオプションの引数です。この関数は、
日付時刻値を yyyy-mm-dd hh24-mm-ss:ff のフォーマットで返します。format_string を指定
しない場合に採用されるデフォルトのフォーマットは、yyyy-mm-dd hh24-mm-ss:ffになりま
す。 

引数は次のタイプのいずれかになります。 
• string-literal 

• | column-reference 

• | host-variable 

• | dynamic parameter 

• | function 

次の表では、format-stringエレメントの SQL/MXでのサポート有無を示します。 
 

エレメント 説明 SQL/MXでのサポート有無 

AD, ad, A.D., a.d. 

BC, bc, B.C., b.c. 

西暦紀元後または西暦紀元前の表記（ピリオド
あり・なし） 

ADまたは A.D.のみ 

AM, am, A.M., a.m. 

PM, pm, P.M., p.m. 

午前または午後の表記（ピリオドあり・なし） あり 

CC 世紀（2桁）。21世紀は 2001年 1月 1日に始
まっています。 

AMがデフォルトです。 

D 曜日（1～7）を返します。日曜日=1 あり 

DAY 

day  
Day 

エレメントの大文字と小文字の区別に基づい
て、大文字、小文字、または先頭のみ大文字と
された曜日名（最長幅の曜日名を表示するた
め、9文字のブランクがある）。 

あり 

DD 月内の日（01～31） あり 

DDD 年内の日（001～366） あり 

DY 

dy  
Dy 

エレメントの大文字と小文字の区別に基づい
て、大文字、小文字、または先頭のみ大文字と
された短縮曜日名（3文字）。 

あり 

DL  
DS 

長い日付フォーマットと短い日付フォーマット あり 

TO_TIMESTAMP(value_string, format_string) 
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E  
EE 

短縮した元号名と正式の元号名を返します。 なし 

FF 小数秒 なし 

HH  
HH12 

日内の時間（01～12） あり（精度：6桁） 

HH24 日内の時間（00～23） あり 

J 決められた時点からの日数。J = 1の場合、
TO_TIMESTAMP関数はタイムスタンプ値
0001-01-02 00:00:00.000000（0001年 1月 2
日）を返します。 

あり 

MI 分（00～59） あり（ADでの日数マッピングのみがサ
ポートされる） 

MM 月（01～12。1月=01） あり 

MON 

mon 
Mon 

エレメントの大文字と小文字の区別に基づい
て、大文字、小文字、または先頭のみ大文字と
された短縮月名を返します。例、JUL、jul、ま
たは Jul。 

あり 

MONTH 

month  
Month 

エレメントの大文字と小文字の区別に基づい
て、大文字、小文字、または先頭のみ大文字と
された月名（最長幅の月名を表示するため、9
文字のブランクがある）。 

あり 

RM 

rm 

大文字または小文字のローマ数字で記述された
月名（I～XIIまたは i～xii。Iまたは i=1月）。 

あり 

RR  
RRRR 

年の末尾の 2桁または 4桁 なし 

SCC Sは紀元前の日付の前にマイナス記号付きで置
かれます。 

なし 

SS 秒（00～59） あり 

SSSSS 午前 0時から数えた秒数（0～86399） あり 

SYEAR  
SYYYY 

年を大文字でスペルアウトします。 
Sは紀元前の日付の前にマイナス記号付きで置
かれます。 

なし 

TS 短い時刻フォーマット なし 

TZD サマータイム情報 なし 

TZH  
TZM  
TZR 

タイムゾーンの時間、分、および地域 なし 

X ローカル基数文字「.」（ドット）は唯一サポー
トされるローカル基数文字です。 

なし 

Y,YYY 指定した位置にカンマが含まれる年 あり 

YYYY  
YYY  
YY 
Y 

年の末尾の 4、3、2、1桁 あり 
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th 数値を表す任意のフォーマットエレメントに追
加できるサフィックスです。フォーマットエレ
メントの「th」サフィックスは、対応する数値
に「20th」、「21st」、または「22nd」のよう
なサフィックスが含まれることを示すために使
います。 

31-MAR-11 05.02.31.123457 AM 

 
 
 

 

TO_TIMESTAMPに関する留意事項 

• この関数では、値およびフォーマットの入力文字列に対して ISO88591キャラクターセ
ットのみがサポートされます。 

• サポートされる精度は最大 6桁です。6桁を超える値は四捨五入されずに切り捨てられ
ます。 

• タイムゾーンはサポートされません。 

• SQL/MPテーブルはサポートされません。 

• Null値はサポートされません。 

• デフォルトの世紀は今世紀です。世紀はフォーマットエレメント YYYYにより上書きさ
れます。 

• 各フォーマットエレメントに該当する値を指定しないと、エラーメッセージが表示され
ます。 

• サポートされる年は 1～9999です。 

• サポートされるユリウス日数は 1～3652058です。 

• サポートされるセパレーターは、! 、 `、 ~、 @、 #、 $、 %、 ^、 *、 -、 _、 +、 
=、 : 、 、、 |、 /、 ? 、 . 、 >、 '、'、<、および「文字」です。 

 

 TO_TIMESTAMPの例 
 

式 結果 

TO_TIMESTAMP('10-SEP-2001 
10:13:18', 'DD-MON-YYYY HH:MI:SS'); 

2001-09-10 10:13:18.000000 
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ZEROIFNULL 
構文 
ZEROIFNULL(check_expression) 

説明 
check_expression の値が NULLの場合、ZEROIFNULL 関数が式をゼロに置換します。そ
うでない場合は、式を check_expression の値に置換します。 

check_expression のデータタイプは数値でなければなりません。check_expression
が数値でない場合、SQL/MXがエラーを返します。 

ZEROIFNULL 関数では SQL/MPテーブル列は使えません。 

パラメーター 
check_expression 

式の値です。 
 

留意事項 

• 戻り値のタイプは check_expressionのタイプと同じです。 

• 入力式 check_expressionが動的パラメーターの場合、そのデータタイプは数値(18, 6)
として定義されます。 

• 動的パラメーターのキャスト演算子を使うことで、デフォルトのデータタイプ以外のデ
ータタイプにバインドすることもできます。 

 

使用法 

計算の解析のために NULLを回避したい場合や、NULL以外の値が必要な場合に、NULL値
をゼロに変換します。 

 
例 4 給与列での NULLの有無チェックと 0への置換 

 
 

SELECT empno, ZEROIFNULL (salary) FROM employee; 
 

 

 

例 

次のテーブルは、下記のコマンド例の中で使われます。 
CREATE TABLE tab1 (col1 int, col2 int, col3 CHAR(5), col4 VARCHAR(d0),col5 VARCHAR(10)); 

INSERT INTO tab1 values (1, 0, 'FOUR', 'THREE', 'FOUR'), (2, 2, 'FOUR', 'THREE', 'THREE'); 

コマンド例 
select ZEROIFNULL(c1) from nulltest; 

 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 
1 
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1 
 

--- 2 row(s) selected. 
 

コマンド例 

この例では、NULL列になっている整数が使われています。 
select ZEROIFNULL(c2) from nulltest; 

 

出力例 
(EXPR) 
----------- 

 
0 
1 
--- 2 row(s) selected. 

 

コマンド例 

この例では、char列が使われています。 
select ZEROIFNULL(c5) from nulltest; 

 
*** ERROR[4045] The operand of function ZEROIFNULL must be numeric. 

 
*** ERROR[8822] The statement was not prepared. 
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ALL_UIDSテーブル 
ALL_UIDSは、NONSTOP_SQLMX_nodename.SYSTEM_SCHEMA内のメタデータテーブル
であり、ノード上でメタデータを持つすべてのオブジェクトの UIDをリストします。 

 

列名 データタイプ 説明 

*1 OBJECT_UID LARGEINT オブジェクトの UID 

2 SCHEMA_UID LARGEINT スキーマの UID。SCHEMATAにリン
ク 

3 OBJECT_NAME CHAR(128) 単純オブジェクト名 

4 OBJECT_NAME_SPACE CHAR(2) オブジェクトの名前空間: 
CN  制約 

DC  削除制約 (チェック、Nullでな
い、ユニーク、またはプライマリキ
ー) 
DT  削除した実テーブル 
DI  削除したインデックス 
IX  インデックス、  
LK  ロック 
MD  モジュール 

TA  テーブル値オブジェクト (テーブ
ル、ビュー、ストアドプロシージャ
ー、外部シーケンスジェネレーター、
SQL/MPエイリアス) 
TR  トリガー 
TT  トリガー一時テーブル 

* プライマリキーを示す 

 
 

注記: ALL_UIDSテーブルは、スキーマバージョン 3000以降のシステムスキーマには存
在しません。 

 

ALL_UIDSテーブルは、ローカルノード上の OBJECTSテーブルに存在する UIDごとに 1行
を用意します。通常の識別子であるオブジェクト名は大文字で保存されます。区切り付きの
識別子であるオブジェクト名は、引用符なしに、そのまま保存されます。 

その他のすべての文字列の列は大文字で保存されます。 
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SCHEMATAテーブル 
SCHEMATAは、NONSTOP_SQLMX_nodename.SYSTEM_SCHEMA内のメタデータテー
ブルであり、ノード上で参照可能なすべてのカタログのすべてのスキーマをリストします。 

 

列名 データタイプ 説明 

*1 CAT_UID LARGEINT スキーマ用カタログの UID。CATSYSにリンク 

*2 SCHEMA_NAME CHAR(128) スキーマ名 

3 SCHEMA_UID LARGEINT スキーマの UID。OBJECTSにリンク 

4 SCHEMA_OWNER INT オーナーのユーザーID 

5 SCHEMA_VERSION INT スキーマのバージョン R2.xは 1200 
R3.0は 3000 

R3.1は 3100 
R3.2は 3200 
R3.2.1は 3200 
R3.3は 3200 
R3.4は 3400 

6 SCHEMA_SUBVOLUME CHAR(8) スキーマからのオブジェクトが保存されるガーディアンサブ
ボリュームの名前 

7 CURRENT_OPERATION CHAR(2) スキーマレベルの操作がスキーマに対してアクティブかを指
定します。取り得る値は次のとおりです。 
スペース (操作なし) 
CO  所有権変更操作 
DC  DOWNGRADE ALL METADATA IN CATALOG操作 
DC  DOWNGRADE ALL METADATA操作 
UC  UPGRADE ALL METADATA IN CATALOG操作 
UG  UPGRADE ALL METADATA操作 

8 SOURCE_VERSION INT CURRENT_OPERATION列で指示した操作を実行する前の
スキーマのバージョン。取り得る値は次のとおりです。 
0 (仕掛かり中の操作がない場合)、 R2.0は 1200 
R3.0は 3000 
R3.1は 3100 
R3.2は 3200 

R3.2.1は 3200 
R3.3は 3200 
R3.4は 3400 
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9 TARGET_VERSION INT CURRENT_OPERATION列で指示した操作のターゲットの
バージョン取り得る値は次のとおりです。 
0 (仕掛かり中の操作がない場合)、 R2.0は 1200 
R3.0は 3000 
R3.1は 3100 
R3.2は 3200 
R3.2.1は 3200 
R3.3は 3200 
R3.4は 3400 

* プライマリキーを示す 

 

通常の識別子であるスキーマ名は大文字で保存されます。区切り付きの識別子であるスキー

マ名は、引用符なしに、そのまま保存されます。 
 
  



152 
 

COL_PRIVILEGESテーブル 
COL_PRIVILEGESは、DEFINITION_SCHEMA_VERSION_vernum内のメタデータテーブル
であり、カタログ内の列用の GRANT情報を保存します。 

 

列名 データタイプ 説明 

*1 TABLE_UID LARGEINT テーブルの UID 

*2 COLUMN_NUMBER INT テーブル内の位置 (最初の列は 0) 

*3 GRANTOR INT 付与者の (または、付与者がオーナーのために活動するスーパ
ーIDであるときは、オーナーの) セキュリティ ID 

*4 GRANTOR_TYPE CHAR(2) S  システム付与のとき、 
U  ユーザー付与のとき 
O スキーマのオーナーとして付与されたとき 

*5 GRANTEE INT GRANTEE_TYPEが Uの場合、付与対象者のセキュリティ ID
であり、TABLE_PRIVILEGESにリンクする。それ以外の場合
は意味を持たない 

*6 GRANTEE_TYPE CHAR(2) P  公共の付与のとき、 
U  ユーザー付与のとき 
O スキーマのオーナーとして付与されたとき 

* 7 PRIVILEGE_TYPE CHAR(2) 特権タイプ: 
S  SELECT 
I  INSERT 
D  DELETE 
U  UPDATE 
R  REFERENCES 

8 IS_GRANTABLE CHAR(2) Y  GRANTオプションで付与される 
N  そうではない 

* プライマリキーを示す 
 

すべてのテーブルの GRANT情報は、TBL_PRIVILEGESテーブルに別々に保存されます。 

 

注記: PRIVILEGE_TYPE列は、いずれの特権も (S SELECT / I INSERT/ D DELETE / U 
UPDATE/ R REFERENCES) 保存できます。ただし、現在は、特権タイプ「S」、「I」、
「D」は COL_PRIVILEGESテーブルに保存できません。 
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OBJECTSテーブル 

OBJECTS は、DEFINITION_SCHEMA_VERSION_vernum 内のメタデータテーブルであり、
テーブル、ビュー、インデックス、制約、トリガー、MPエイリアス、ストアドプロシージ
ャー、ロック、およびトリガー一時テーブルを説明します。 

 

列名 データタイプ 説明 

*1 SCHEMA_UID LARGEINT スキーマの UID。SCHEMATAに
リンク 

*2 OBJECT_NAME CHAR(128) 単純オブジェクト名 

*3 OBJECT_NAME_SPACE CHAR(2) オブジェクトの名前空間: 
CN  制約 
IX  インデックス 
LK  ロック 
SG  内部シーケンスジェネレータ
ー 
MD  モジュール 
TA  テーブル値オブジェクト (テーブ
ル、ビュー、ストアドプロシージャ
ー、外部シーケンスジェネレータ
ー、SQL/MPエイリアス) 
TR  トリガー 
TT  トリガー一時テーブル 

4 OBJECT_TYPE CHAR(2) オブジェクトタイプ: 

BT  実テーブル 
CC  制約のチェック 
IX  インデックス 

LK  ロック 
MP  SQL/MPエイリアス 
PV  MP保護ビューに対する
SQL/MPエイリアス 

SV  MP簡略ビューに対する
SQL/MPエイリアス 

SG  シーケンスジェネレーター 
NN  非 Null制約 
PK  プライマリキー制約 
RC  参照制約 
TR  トリガーオブジェクト 
UC  ユニーク制約 

UR  ユーザー定義ルーチン (たと
えば、ストアドプロシージャー) 

5 OBJECT_UID LARGEINT オブジェクトの UID 

6 CREATE_TIME LARGEINT 作成時刻のタイムスタンプ(ユリウ
ス暦) 

7 REDEF_TIME LARGEINT 再定義時刻のタイムスタンプ(ユリ
ウス暦) 

8 CACHE_TIME LARGEINT キャッシュ時刻のタイムスタンプ
(ユリウス暦) 

9 OBJECT_FEATURE_VERSION INT オブジェクトの機能バージョン 
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SQL/MXリリース 3.4から、この
リリースの機能を使用するすべ
てのオブジェクトについて、値
は 3400です。 

10 VALID_DEF CHAR(2) Y  定義が有効な場合、 N  有効で
ない場合 

11 OBJECT_SECURITY_CLASS CHAR(2) UM  ユーザーメタデータテーブ
ル 
UT  ユーザー定義テーブル 
M  システムメタデータテーブル 

12 OBJECT_OWNER INT オーナー認証 IDの整数表現 

13 RESERVED_FILLER_INT INT 今後使用するために予約されて
います。 

14 RESERVED_FILLER_CHAR CHAR(20) 今後使用するために予約されて
います。 

15 DROPPABLE CHAR(2) 今後使用するために予約されて
います。 

16 RCB_VERSION INT オブジェクトの Record Control 
Block (RCB)のバージョン 

* プライマリキーを示す 

 
 

注記: 定義スキーマバージョン 3000以降では、OBJIDXと呼ばれるユニークなインデック
スが OBJECT_UID列に定義されています。

 

通常の識別子であるオブジェクト名は大文字で保存されます。区切り付きの識別子であるオ
ブジェクト名は、引用符なしに、そのまま保存されます。 
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デフォルト属性 

デフォルト属性は、以下の作業を制御します。 

「文字セット」 (10-48) 

「制約の削除可能オプション」 (10-49) 

「データタイプ」 (10-50) 

「関数の制御」 (10-51) 

「ヒストグラム」 (10-51)  

「分離レベル」 (10-55)   

「ロック」 (10-56) 

「ローカルの自立性」 (10-57) 

「メタデータ管理」 

「モジュール管理」 (10-58) 

「非オーディット対象テーブル」 (10-59) 

「オブジェクトの命名」 (10-59) 

「パーティション管理」 

「クエリの最適化とパフォーマンス」 

「クエリプランのキャッシュ」 (10-72) 

「参照アクション」 (10-74) 

「行の保守」 (10-74) 

「スクラッチディスク管理」 (10-75) 

「シーケンス関数」 (10-76) 

「ステートメントの原子性」 (10-77) 

「ステートメントの再コンパイル」 (10-77) 

「Javaのストアドプロシージャー」 (10-79) 

「ストリームアクセス」(10-79) 

「テーブル管理」 (10-80) 

「トリガー管理」(10-82) 

このテーブルは、SYSTEM_DEFAULTSテーブルで設定または書き換え可能な属性のクイッ
クリファレンスです。 

 

属性 説明 カテゴリ 

ALLOW_DP2_ROW_SAMPLING サンプリングを DP2で実施する
か、SQL/MX Executorで実施するか
を決定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 
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ANSI_STRING_FUNCTIONALITY 
(10-51) 

LPADおよび RPAD関数の動作を決
定します。値がONのとき文字列を
指定された文字列で埋めます。値が
OFFのとき文字列を指定された文字
列に置き換えます。詳細は、
「LPADの例」 (8-98) および
「RPADの例」 (8-148) を参照して
ください。 

「関数の制御」 (10-51) 

ATTEMPT_ASYNCHRONOUS
_ACCESS 

パーティションへのノーウェイトア
クセスを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

ATTEMPT_ESP_PARALLELISM オプティマイザーが ESP並列性を
使用するプランを生成し、見積もる
かを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

AUTOMATIC_RECOMPILATION (10-
77) 

文のアクセスプランが実行時に有効
でない場合に再コンパイルをするか
を決定します。 

「ステートメントの再コンパイル」 
(10-77) 

CACHE_HISTOGRAMS (10-51) オプティマイザーがヒストグラムを
キャッシュするかを制御します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

CACHE_HISTOGRAMS_
REFRESH_INTERVAL 
(10-52) 

ヒストグラムをリフレッシュする間
隔を制御します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

CATALOG (10-59) デフォルトの ANSIカタログ名 「オブジェクトの命名」 (10-59) 

CHECK_CONSTRAINT_PRUNING チェック制約の刈り込み最適化を制
御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

CPU_LIST_FOR_ESP_PLACEMENT ユーザー定義の CPUセットへの
ESPの配置を制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

CREATE_DEFINITION
_SCHEMA_VERSIONS 

新規スキーマにスキーマバージョン
を割り当てます。 

「メタデータ管理」 

CROSS_PRODUCT_CONTROL 不要なクロス積を含むプランを除去
するかを決定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

DATA_FLOW_OPTIMIZATION クエリプランが、高いデータフロー
速度を持つと考えるかを制御しま
す。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

DDL_DEFAULT_LOCATIONS LOCATION句が指定されていない
CREATE文で作成されたプライマリ
キーパーティションの物理的位置を
指定します。 

「パーティション管理」 

DDL_VIEW_SIMILARITY_CHECK デフォルトのビューが、類似性チェ
ックが有効で作成されるか、無効で
作成されるかを指定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

DEF_MAX_HISTORY_ROWS (10-76) SEQUENCE BY演算子が履歴バッ
ファーに保持する行数のデフォルト
値。 

「シーケンス関数」 (10-76) 

DEFAULT_BLOCKSIZE (10-80) BLOCKSIZEを指定しないでデータ
ベースオブジェクトを作成したとき
のデフォルト動作を変更できます。 

「テーブル管理」 (10-80) 

DEFAULT_LENGTH_OF_STRING_FUNCTIONS REPEAT()関数の戻り値の長さを指
定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 
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DOOM_USERTRANSACTION (10-
77) 

トランザクションが回復不可能なエ
ラーに遭遇した場合に、NonStop 
SQL/MXがトランザクションを終結
させるかを制御します。 

「ステートメントの原子性」 (10-
77) 

DP2_CACHE_4096_BLOCKS ディスクキャッシュに割り当てるブ
ロック数を指定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

DYNAMIC_HISTOGRAM
_COMPRESSION (10-52) 

実テーブル列のヒストグラムがディ
スクから読み込まれる場合、ヒスト
グラム間隔の数を減らします。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

ENABLE_LAZY_CANCEL 実行中にキャンセルされた SELECT
文の DP2統計を取り出すか否かを
指定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

ENABLE_LEFT_LINEARIZATION_FOR_
LEFT_JOINS 

LEFT結合のための LEFT線形化の
有効化/無効化を制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

ENABLE_OPTIMIZER_HINTS SQL文でのオプティマイザーヒント
の有効化/無効化を制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

FFDC_DIALOUTS_FOR_MXCMP コンパイラーが異常終了したり、内
部エラーで終結したときに、FFDC
ダイアルアウトを発生させるかを制
御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

FLOATTYPE (10-50) FLOATデータタイプの出力が
Tandem FLOATまたは IEEE 
FLOATで処理されるべきかを制御
します。 

「データタイプ」 (10-50) 

GENERATE_EXPLAIN EXPLAINの出力を生成するかを制
御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

GEN_EIDR_BUFFER_SIZE パーティションアクセス用バッファ
ーサイズ。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

GEN_MAX_NUM_PART
_DISK_ENTRIES 

コンパイラーにより準備され、エク
ゼキューターが使用するパーティシ
ョンリストのサイズを制御します。 

「パーティション管理」 

GEN_MAX_NUM_PART
_NODE_ENTRIES 

コンパイラーにより準備され、エク
ゼキューターが使用するパーティシ
ョンリストのサイズを制御します。 

「パーティション管理」 

GEN_PA_BUFFER_SIZE パーティションアクセス用バッファ
ーサイズ。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

HIST_DEFAULT_SEL_FOR_
LIKE_WILDCARD (10-52) 

LIKE 述部でマッチパターンがワイ
ルドカードで始まる場合に、オプテ
ィマイザーが使用する推定選択率を
指定します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_DEFAULT_SEL_FOR_
PRED_RANGE (10-52) 

レンジ述部で現在のヒストグラム統
計が存在しない場合に、オプティマ
イザーが使用する推定選択率を指定
します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_JOIN_CARD_LOWBOUND 
(10-52) 

結合のカーディナリティを制御しま
す。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_NO_STATS_REFRESH_
INTERVAL (10-53) 

デフォルトの統計をリフレッシュす
る間隔を制御します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_NO_STATS_ROWCOUNT (10-
53) 

ヒストグラム統計が存在しない場合
の推定行カウント 

「ヒストグラム」 (10-51) 
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HIST_NO_STATS_UEC (10-53) ヒストグラム統計が存在しない場合
のユニークエントリーカウント 
(UEC)。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_PREFETCH (10-53) ヒストグラムをキャッシュ用にプリ
フェッチするかを決定します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_ROWCOUNT_REQUIRI
NG_STATS (10-54) 

統計を更新するよう警告を発行する
ための最小行カウント。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_SAME_TABLE_PRED_
REDUCTION (10-54) 

複数列の述部が使用される場合に述
部の選択要素の重複量を制御しま
す。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_SCRATCH_VOL (10-54) UPDATE STATISTICS一時テーブル
の物理量を設定します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

HIST_SECURITY_WARNINGS 
(10-55) 

ヒストグラムテーブルの警告を表示
するかを制御します。 

「ヒストグラム」 (10-51) 

INDEX_ELIMINATION_LEVEL オプティマイザーが考慮するインデ
ックスのヒューリスティックな削除
の程度を指示します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

INFER_CHARSET (10-48) ODBC 2.Xの文字セットインターフ
ェイスを有効にします。 

「文字セット」 (10-48) 

INSERT_VSBB (10-74) テーブルへの行の挿入方法を制御し
ます。 

「行の保守」 (10-74) 

INTERACTIVE_ACCESS (10-78) コンパイラーがインデックスベース
のアクセスプランを選択するかを決
定します。 

「ステートメントの再コンパイル」 
(10-77) 

ISOLATION_LEVEL (10-55) デフォルトのトランザクション分離
レベル。 

「分離レベル」 (10-55)  

IUD_NONAUDITED_ INDEX_MAINT 
(10-59) 

NonStop SQL/MXで、インデックス
の保守が必要な非オーディット対象
テーブルでの挿入/更新/削除操作が
できるかを制御します。 

「非オーディット対象テーブル」 
(10-59) 

JOIN_ORDER_BY_USER クエリの FROM句で指定した結合順
序を有効化または無効化します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MAX_ESPS_PER_CPU_PER_OP 特定のオペレーター用に、オプティ
マイザーが各 CPUで起動しようと
している ESPの最大数。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MAX_ROWS_LOCKED_FOR
_STABLE_ACCESS (10-56) 

STABLE ACCESSモードでロックさ
れる行の最大数。 

「ロック」 (10-56) 

MDAM_SCAN_METHOD MultiDimensional Access Method 
(MDAM) の有効化または無効化。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MEMORY_USAGE_SAFETY_NET MXCMPメモリしきい値をメガバイ
ト単位で指定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MERGE_MDAM_DISJUNCTS クエリの述部におけるレンジの重複
のマージを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MIN_MAX_OPTIMIZATION MIN-MAX最適化を有効化または無
効化します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MP_SUBVOLUME (10-60) NonStopオペレーティングシステム
のデフォルトのGuardianサブボリ
ューム 

「オブジェクトの命名」 (10-59) 
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MP_SYSTEM (10-60) NonStopオペレーティングシステム
のデフォルトのGuardianシステム
名。 

「オブジェクトの命名」 (10-59) 

MP_VOLUME (10-60) NonStopオペレーティングシステム
のデフォルトのGuardianボリュー
ム。 

「オブジェクトの命名」 (10-59) 

MSCF_ET_REMOTE_MSG_
TRANSFER 

リモートノードへの/からのメッセー
ジ転送コストの要因。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MULTIUNION MultiUnion演算子を制御します。 「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

MXCMP_PLACES_LOCAL_
MODULES (10-58) 

グローバルに配置されるモジュール
の生成場所を決定します。 

「モジュール管理」 

MXCMP_TIMEOUT アイドルのMXCMPコンパイラープ
ロセスを消滅させるタイムアウト期
間を指定します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

NAMETYPE (10-59) 3部構成の論理名(ANSI)または 4部
構成のGardian名(NSK)の使用の規
定値。 

「オブジェクトの命名」 (10-59) 

NATIONAL_CHARSET (10-59) NCHARの使用のためのデフォルト
文字セット。 

「文字セット」 (10-48) 

NOT_NULL_CONSTRAINT_ 
DROPPABLE_OPTION (10-
49) 

NOT NULL制約に対する
DROPPABLE (ON)または NOT 
DROPPABLEの規定値。 

「制約の削除可能オプション」 (10-
49) 

NUMBER_OF_USERS 大量のメモリを使用する同時クエリ
を実行できるユーザーの数。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

NUMERIC_PARAM_DEFAULT_
PRECISION (10-50) 

クエリのコンパイル中は NUMERIC
タイプとして扱ったタイプなしパラ
メーターの精度を制御します。 

「データタイプ」 (10-50) 

NUMERIC_PARAM_DEFAULT_ 
SCALE (10-50) 

クエリのコンパイル中は NUMERIC
タイプとして扱ったタイプなしパラ
メーターのスケールを制御します。 

「データタイプ」 (10-50) 

OLT_QUERY_OPT 特定の単純 SQLクエリ用のファース
トパス評価方式を有効にします。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

OPTIMIZATION_LEVEL クエリの最適化にむけて増加する工
数を制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

OPTIMIZER_HINTS_WARNING_LEVEL オプティマイザーのヒントが DML
文で無視されたことに対して発行さ
れる警告のタイプを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

OPTS_PUSH_DOWN_DAM NonStop SQL/MX でプッシュダウン
プランを考慮するかを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

PARALLEL_NUM_ESPS 特定のタイプの演算子(たとえば
JOIN)に効果がある並列 ESPの最大
値。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

PM_OFFLINE_TRANSACTION_
GRANULARITY 

オフラインのMODIFYトランザクシ
ョンでコピーされる行の数。 

「パーティション管理」 

PM_ONLINE_TRANSACTION_
GRANULARITY 

オンラインのMODIFYトランザクシ
ョンでコピーされる行の数。 

「パーティション管理」 

POS_FOR_INDEX インデックス用の POSの有効化ま
たは無効化を制御します。 

「パーティション管理」 
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POS_LOCATIONS 自動的に作成されるパーティション
の位置を制御します。 

「パーティション管理」 

POS_NUM_OF_PARTNS 自動的に作成されるパーティション
の数を制御します。 

「パーティション管理」 

POS_RAISE_ERROR エラーの表示可否を制御します。 「パーティション管理」 

PREFERRED_PROBING_OR
DER_FOR_NESTED_JOIN 

内部テーブルの行がアクセスパスの
キー順序で読み込まれる必要がある
かを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

PRESERVE_MIN_SCALE (10-51) 精度が 18を超えた場合に、結果か
ら保存する最小のスケール。 

「関数の制御」 (10-51) 

PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
_ DROPPABLE_OPTION (10-
49) 

PRIMARY KEY制約に対する
DROPPABLE (ON)または NOT 
DROPPABLEの規定値。 

「制約の削除可能オプション」 (10-
49) 

QUERY_CACHE (10-72) SQL/MXコンパイラーが、以前にコ
ンパイルされたクエリのキャッシュ
されたプランを保持するために使用
できる最大メモリ量を制御します。 

「クエリプランのキャッシュ」 (10-
72) 

QUERY_CACHE_MAX_VICTIMS 
(10-73) 

非常に大きなクエリプランをキャッ
シュから移動することを許すような
エントリーの数を制限します。 

「クエリプランのキャッシュ」 (10-
72) 

QUERY_CACHE_REQUIRED
_ PREFIX_KEYS (10-73) 

等価キーの述部がキャッシュ可能と
判断されるのに、複合プライマリキ
ーまたはパーティションキーのどの
列がいくつ必要であるかを決定しま
す。 

「クエリプランのキャッシュ」 (10-
72) 

QUERY_CACHE_STATEMENT_
PINNING (10-73) 

クエリキャッシュエントリーのピン
止め/ピン外しを制御します。 

「クエリプランのキャッシュ」 (10-
72) 

READONLY_CURSOR (10-74) 列を更新可能とするためのカーソル
宣言に FOR UPDATE が必要である
かを制御します。 

「行の保守」 (10-74) 

RECOMPILE_ON_ 
PLANVERSION_ERROR 
(10-78) 

文のアクセスプランが実行時にバー
ジョンエラーにより有効でない場合
に再コンパイルをするかを決定しま
す。 

「ステートメントの再コンパイル」 
(10-77) 

RECOMPILATION_ WARNINGS (10-
78) 

文が動的に再コンパイルされた場合
警告を返すかを決定します。 

「ステートメントの再コンパイル」 
(10-77) 

REF_CONSTRAINT_NO_ 
ACTION_LIKE_RESTRICT 
(10-74) 

ALTER TABLE 文および CREATE 
TABLE 文での参照アクションを、
NonStop SQL/MX がどのように処理
するかを決定します。 

「参照アクション」 (10-74) 

REMOTE_ESP_ALLOCATION アクティブシステムを決定するとき
にオプティマイザーが考慮するスコ
ープを識別します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

SAVE_DROPPED_TABLE _DDL (10-
81) 

削除されたテーブルやパーティショ
ンが回復可能となるように、その定
義が保存されるかを制御します。 

「テーブル管理」 (10-80) 

SCHEMA (10-60) デフォルトの ANSIスキーマ名。 「オブジェクトの命名」 (10-59) 
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SCRATCH_DISKS (10-75) ソート操作用のスクラッチディスク
のボリュームを指定値までに制限す
る。 

「スクラッチディスク管理」 (10-
75) 

SCRATCH_DISKS_ EXCLUDED (10-
75) 

一定のボリュームを、ソート操作用
に使用されるスクラッチディスクか
ら除外します。 

「スクラッチディスク管理」 (10-
75)  

SCRATCH_DISKS_ PREFERRED 
(10-75) 

ソート操作用のスクラッチディスク
として望ましいボリューム名。 

「スクラッチディスク管理」 (10-
75)  

SCRATCH_FREESPACE_THRES
HOLD_PERCENT (10-75) 

しきい値としてディスクに残すスク
ラッチスペースの量。 

「スクラッチディスク管理」 (10-
75)  

SIMILARITY_CHECK (10-78) アクセスプランを保存または再コ
ンパイルするために類似性チェッ
クをするか決定します。 

「ステートメントの再コンパイル」 
(10-77) 

SKIP_UNAVAILABLE_PARTITION 
(10-57) 

クエリのアクセスプランが要求す
るパーティションが利用できなく
なった場合に SQLがプロセスを継
続するかを制御します。 

「ローカルの自立性」 (10-57) 

SORT_MAX_HEAP_SIZE_MB ソート演算子に関係する操作用に
ヒープメモリにデフォルトのサイ
ズを割り当てます。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

STREAM_TIMEOUT (10-80) ストリームアクセスを使用して次
の行を待ち合わせるフェッチ動作
の、デフォルトのタイムアウト
値。 

「ストリームアクセス」 (10-79) 

TABLELOCK (10-56) テーブルロックを使用するときの
デフォルト。 

「ロック」 (10-56) 

TEMPORARY_TABLE_ 
HASH_PARTITIONS (10-82) 

トリガー一時テーブル用のパーテ
ィションを指定します。 

「トリガーの管理」 (10-82) 

TIMEOUT (10-56) NonStop SQL/MX がロックのタイ
ムアウトエラーを返すまでのデフ
ォルトの待ち時間。 

「ロック」 (10-56) 

UNION_TRANSITIVE_ PREDICATES UNIONの過渡的述部を制御しま
す。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

UDR_JAVA_OPTIONS (10-79) SPJの Java環境用の JVM起動オ
プションを指定します。 

「Javaのストアドプロシージャー」 
(10-79) 

UPD_ORDERED 行の挿入、更新、削除で、クラス
タリングキー順に実行する必要が
あるかを制御します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

UPD_ABORT_ON_ERROR (10-77) エラーの発生時に、更新、挿入、
または削除機能を中断するかを制
御します。 

「ステートメントの原子性」 (10-
77) 

UPD_SAVEPOINT_ON_ERROR (10-
77) 

DP2セーブポイントを使用する
か、エラーのときトランザクショ
ンを中断する必要があるかを制御
します。 

「ステートメントの原子性」 (10-
77) 

VARCHAR_PARAM_ DEFAULT_SIZE 
(10-50) 

クエリのコンパイル中に
VARCHARタイプとして扱ったタ
イプなしパラメーターの許容され
る長さを制御します。 

「データタイプ」 (10-50) 
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ZIG_ZAG_TREES 線形のツリーに加えてジグザグの
ツリーへの考慮を有効化または無
効化します。 

「クエリの最適化とパフォーマン
ス」 

 

詳細は、個々の属性の説明を参照してください。 
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メタデータ管理 
この属性により NonStop SQL/MXはメタデータの管理ができます。 

 

属性 設定 

CREATE_DEFINITION_SCHEM
A_VERSION 

スキーマの作成時に、新規のスキーマにスキーマバージョンを割り当てます。
SQL/MX 3.4では、有効なスキーマバージョンは、3200および 3400です。 

デフォルト値は SYSTEMです。 
以下のシナリオで、スキーマバージョンの割り当て方法を説明します。 

• CREATE_DEFINITION_SCHEMA_VERSIONが SYSTEMに設定された
場合: 

◦ 影響を受けるカタログにスキーマが存在しない場合、新規のスキーマは現
在のスキーマバージョンを使用します。 

◦ 影響を受けるカタログにスキーマが存在する場合、新規のスキーマは存
在するスキーマバージョンを使用します。 

• CREATE_DEFINITION_SCHEMA_VERSIONが SYSTEM以外の値に設定
された場合: 

◦ その値が、スキーマ作成時のカタログに存在するスキーマのバージョン
と異なる場合、エラー25221が生成されます。 

その値が有効なスキーマバージョンではない場合、スキーマ作成時にエラー
25222が生成されます。 
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パーティション管理 

これらの属性は、NonStop SQL/MXのパーティション管理に使用されます。 
 

属性 設定 

DDL_DEFAULT_LOCATIONS LOCATION句が指定されていない CREATE文で作成
されたプライマリレンジパーティションの物理的位置
で、[\node.]$volumeで指定されます。カンマで区切
って複数の位置を指定できます。 

このデフォルトを指定済みで、LOCATION句を指定しな
いで CREATE TABLE文、CREATE INDEX文または
CREATE PROCEDURE文を入力した場合、位置は指定
されたリストから 1つのボリュームを選択することで決
定されます。 
文に LOCATION句がなく、このデフォルトを指定して
いないか、スペース(" ")を設定している場合、NonStop 
SQL/MXは、パーティションの位置として
=_DEFAULTS環境変数の値 (デフォルトボリューム) を
使用します。このデフォルトを指定済みで、LOCATION
句を指定しないで CREATE CATALOG文を入力した場
合、カタログのメタデータの位置は指定されたリストか
ら 1つのボリュームを選択することで決定されます。 
デフォルトでは指定なしです。 
注記：この属性は、NonStop SQL/MX Release 2.1以
降を実行するシステムでのみ利用できます。 

GEN_MAX_NUM_PART_DISK_ENTRIES 静的にコンパイルされた文が分割オブジェクトを参照す
る場合、このデフォルトは、コンパイラーが準備したパ
ーティションリストのサイズを制御するのに使用されま
す。また、エクゼキューターが最初にオブジェクトを開
くときに使用され、ノードとディスクの自立性をサポー
トします。ノードとボリュームにまたがってオブジェク
トが分割され、これらがオフラインのとき、エクゼキュ
ーターは、パーティションリストのエントリーから別の
ノードとボリュームを開くことができます。このデフォ
ルトは特に、リストのエントリーにあるノードあたりの
ボリュームの最大数を制御します。このデフォルトを小
さい値にすることで、エクゼキューターが開こうとする
ノードあたりのパーティション数を制限することができ
ます。 
許容値:0～4294967295、SYSTEM。デフォルト値は 3
です。 

GEN_MAX_NUM_PART_NODE_ENTRIES 静的にコンパイルされた文が分割オブジェクトを参照す
る場合、このデフォルトは、コンパイラーが準備したパ
ーティションリストのサイズを制御するのに使用されま
す。また、エクゼキューターが最初にオブジェクトを開
くときに使用され、ノードとディスクの自立性をサポー
トします。ノードとボリュームにまたがってオブジェク
トが分割され、これらがオフラインのとき、エクゼキュ
ーターは、パーティションリストのエントリーから別の
ノードとボリュームを開くことができます。このデフォ
ルトは特に、リストに 1つ以上のエントリーがあるノー
ドの最大数を制御します。このデフォルトを小さい値に
することで、エクゼキューターが利用可能なパーティシ
ョンを検出しようとするノード数を制限することができ
ます。 
許容値:0～4294967295、SYSTEM。デフォルト値は
255です。 
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PM_OFFLINE_TRANSACTION_GRANULARITY オフラインのMODIFYトランザクションでコピーされ
る行の数この属性により、大量のデータを扱うパーテ
ィション操作を個別の小さなトランザクションで実行
することが可能になります。 
許容値:50～4194303 (両端を含む)デフォルト値は 5000
です。 

PM_ONLINE_TRANSACTION_GRANULARITY オンラインのMODIFYトランザクションでコピーされ
る行の数この属性により、大量のデータを扱うパーテ
ィション操作を個別の小さなトランザクションで実行
することが可能になります。 
許容値:50～4194303 (両端を含む)デフォルト値は 400
です。 

POS_FOR_INDEX インデックス用の POS を有効化または無効化します。
設定できる値は、ON または OFF です。OFF に設定す
ると、インデックス用 POS は使用できません。ON に
設定すると、インデックス用 POSが使用できます。 
「インデックス用パーティションの自動作成」を参照
してください。 
デフォルトは OFFです。 

POS_LOCATIONS 自動的に作成される非プライマリパーティションの物理
的位置で、 [\node.]$volume で指定されます。カンマで
区切って複数の位置を指定できます。スペース (“ “) を
入力すると、NonStop SQL/MXは、2番目から最後まで
のパーティション位置をランダムに選択します。
NonStop SQL/MXは、以下のようなタイプのディスクに
パーティションを作成しません。 
 オーディットトレールボリューム 
 非オーディット対象ディスク 
 光ディスク 
 ファントムディスク 
 SMS仮想ディスク 

「パーティションの自動作成」 (2-125) を参照してく
ださい。 
デフォルトでは指定なしです。 

POS_NUM_OF_PARTNS 自動的に作成されるパーティションの数値が 1より大
きいとき、NonStop SQL/MXは、プライマリパーティ
ションを含んで同数のパーティションを作成します。
値が 1または 0の場合、Partition Overlay Support 
(POS) は無効です。 
詳細は、「パーティションの自動作成」 (2-125) を参照
してください。 
許容値:0～4294967295、SYSTEM。 

POS_RAISE_ERROR 作成するパーティション用の位置の名前を POS機能で
生成できない場合、または POS機能が適用されていな
いことを示す警告を生成すべきとき、およびパーティシ
ョンのない単純なテーブルが作成されたときにエラーを
生成するかを決定します。OFF (デフォルト値) に設定
された場合、POSが適用されていないことを示す警告
が表示され、パーティションのない単純なテーブルが作
成されます。Onに設定された場合、された場合、位置
の名前が生成できなかったことを示すエラーが表示され
ます。 
デフォルトは OFFです。 
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クエリの最適化とパフォーマンス 
これらの属性は NonStop SQL/MXが、クエリの実行を最適化することを可能にします。 

 

属性 設定 

ALLOW_DP2_ROW_SAMPLING SYSTEM、ON、またはOFFに設定します。SQL/MXクエ
リが SAMPLE句を含む場合、この属性は、サンプリング動
作が DP2により実行されるかまたは、SQL/MX Executorに
より実行されるかを決定します。SYSTEMに設定された場
合、サンプリングはサンプル率最大 5パーセントで DP2に
より実行されます。ONに設定された場合、サンプリング
はサンプル率最大 50パーセントで DP2により実行されま
す。OFFに設定された場合、サンプリングは DP2ではな
く、SQL/MX Executorにより実行されます。この設定につ
いての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照し
てください。デフォルトは SYSTEMです。 

ATTEMPT_ASYNCHRONOUS_ACCESS ON、またはOFFに設定します。ONに設定された場合、
オプティマイザーは複数のパーティションを非同期にアク
セスするプランを生成します。非同期アクセスでは、オプ
ティマイザーはパーティションを並列にアクセスするのに
ESPを使用しません。この設定はパーティションを持つテ
ーブルへのストリートアクセスを許可するかにも影響しま
す。「ストリームアクセスの制限」 (2-341) を参照してく
ださい。この設定に関する追加の情報については、
『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してください。デフォ
ルトはONです。 

ATTEMPT_ESP_PARALLELISM ON、OFF、または SYSTEMに設定します。ONのとき、
オプティマイザーは、ESP並列性を使用できるすべての演
算子について ESP並列性を使用するプランを生成して考慮
します。OFFのとき、オプティマイザーは ESP並列性を
使用するプランを生成し考慮することはありません。
SYSTEMのとき、オプティマイザーは ESP並列性を使用
するプランをいつ生成して考慮するかを演算子ごとに決定
します。設定に関する追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。デフォルトは SYSTEMで
す。 

CHECK_CONSTRAINT_PRUNING ON、OFF、RESETまたは SYSTEMに設定します。デフォ
ルトはONです。OFFのとき、制約ベースのクエリ刈り込
み最適化は後続のクエリには試行されません。CQD値の
RESETまたは SYSTEMは、CQDの値をデフォルト値に戻
します。制約ベースの刈り込みでは、Constant Range 
Predicate Folding (CRPF) 機能を使用します。CRPFは、実
際の値を最大 15桁の精度の doubleデータタイプで保存す
るために EncodedValueオブジェクトを使用します。15桁
以上の精度を持つデータタイプ (たとえば largeint) では、
この変換でより精度の高い実際の値を doubleに変換すると
比較で誤りが生じます。したがって、比較の値が 15桁以上
の精度を持つ場合は制約刈り込みは適用しません。チェッ
ク制約刈り込み機能の詳細は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
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CPU_LIST_FOR_ESP_PLACEMENT クエリ実行中の 1つ以上のノード上のユーザー定義の CPU
セットへの ESPの配置を制御できます。属性にユーザー定
義の CPUセットを事前に定義された形式で設定することで
有効化します。機能を無効化するには、属性をリセットしま
す。 
デフォルト値は空の文字列で、これは、SQL/MXコンパイラ
ーがすべての利用可能な CPUを ESP配置の対象として考
慮することを意味します。 
ESPの CPUへの配置について詳しくは、『SQL/MX 3.4 
Query Guide』を参照してください。 

CROSS_PRODUCT_CONTROL ON、または OFFに設定します。Onのとき、不必要で負
荷の大きいクロス積 (結合術部のない結合) を含むクエリ
プランを除去することでコンパイル時間が削減されます。
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。デフォルトはONです。 

DATA_FLOW_OPTIMIZATION ON、または OFFに設定します。比較的に高いデータフロー
速度を持つクエリプランを考慮しないことでコンパイル時間
が削減されます。デフォルトは ONで、プランの品質に影響
を与えることなくコンパイル時間が改善されます。 

DDL_VIEW_SIMILARITY_CHECK デフォルトのビューが、類似性チェックが有効で作成され
るか、無効で作成されるかを指定します。指定されると
CREATE VIEW文および ALTER VIEW文の SIMILARITY 
CHECK句は、CQD設定より優先されます。ネストされた
ビューおよび VALUE句を持つビューには、類似性チェック
はサポートされません。これらのビューに対してエラーを
返すかは、CQDの設定により決定されます。この CQDの
設定とその動作を以下に示します。 
ENABLE/SYSTEMに設定された場合、サポートされたビ
ュー定義では類似性チェックが有効になり、それ以外では
無効になります。 
ON に設定された場合、サポートされたビュー定義では類
似性チェックが有効になり、それ以外では、ビューは作成
されずエラーが返ります。 
DISABLE/OFFのとき、類似性チェックは無効になります。 

DEFAULT_LENGTH_OF_STRING_FUNCTIONS REPEAT()関数の戻り値の長さを指定します。デフォルト値
は 32768です。 
許容値:1～32768 

DP2_CACHE_4096_BLOCKS ディスクキャッシュ用に割り当てる 4KBブロックの数を指
定します。この値は、コンパイラーが使用して、テーブル/
インデックスのスキャン演算子のコストを確定します。こ
の属性の値は、システム内のすべてのボリュームの４KBブ
ロックのディスクキャッシュ設定の平均値にする必要があ
ります。ディスクキャッシュに割り当てられている４KBブ
ロック数の現在の値は、SCFを使用して決定できます。こ
の製品の詳細は『SCF Reference Manual for G-Series 
RVUs』を参照してください。許容値:1～4294967295 
デフォルト値は 1024です。 
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ENABLE_LAZY_CANCEL 実行中にキャンセルされた SELECT 文の DP2 統計を取り
出すか否かを指定します。以下の条件のとき文はキャンセ
ルできます。 

 実行中にエラーが発生した。 

 FIRST N句を使用した SELECT文に対して必要な数の行が
取得された。 

ONに設定された場合、DP2統計が返されます。OFFに設定
された場合、返された統計は信頼できません。デフォルトは
OFFです。 
ATTEMPT_ASYNCHRONOUS_ACCESSデフォルトが
OFFに設定されている場合、パブリッシュ/サブスクライブ
クエリへの影響はありません。 

ENABLE_LEFT_LINEARIZATION_FOR
_ LEFT_JOINS 

LEFT結合のための LEFT線形化を有効化 (ON) または無効
化 (OFF) します。ONに設定された場合、オプティマイザ
ーは LEFT結合のための LEFT線形化プランを生成し考慮
します。この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 
Query Guide』を参照してください。 
デフォルトは OFFです。 

ENABLE_OPTIMIZER_HINTS ON、またはOFFに設定します。ONに設定された場合、
コンパイラーは SQL文に指定されたオプティマイザーのヒ
ントを継承しようとします。OFFに設定された場合、コン
パイラーは SQL文に指定されたすべてのオプティマイザー
ヒントを無視します。 
デフォルトは ONです。 

FFDC_DIALOUTS_FOR_MXCMP ON、またはOFFに設定します。コンパイラーが異常終了
したり、内部エラーで終結したときに、FFDCダイアルア
ウトを発生させるかを制御します。 
デフォルトは OFFです。ダイアルアウトは許可されませ
ん。 

GENERATE_EXPLAIN コンパイル時の EXPLAIN情報の生成を有効にします。 

MXCIでは、MXCIの起動時に発行されるONTROL 
QUERY DEFAULT GENERATE_EXPLAIN 'ON'コマンドに
よりデフォルトは自動的にONになります。MXCIのパフ
ォーマンステストでは、GENERATE_EXPLAINをオフにし
ておくことをお勧めします。 
MXCIから文を準備する間やMXCIのパフォーマンステストを
解析する間にEXPLAINの生成時間を含めたくない場合は、
GENERATE_EXPLAINを明示的にオフにする必要がありま
す。 
アクセスプランまたは EXPLAIN情報を表示したい場合は、
NonStop MXCS用GENERATE_EXPLAINおよびその他組み込
みの動的クエリを明示的にオンにする必要があります。 
デフォルト設定は、組み込みの統計クエリ用にON、動的
クエリ(組み込みプログラムまたはMXCS) 用にOFFです。 
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GEN_EIDR_BUFFER_SIZE GEN_PA_BUFFER_SIZEと組み合わせて、パーティション
アクセス操作用のバッファーサイズを決定します。2つの
デフォルト設定は同等である必要があります。各パーティ
ションは、1つのパーティションアクセス演算子を持ち、
デフォルトでは、各パーティションアクセス演算子は関連
する 7バッファーを持ちます。OLTPアプリケーション
で、バッファーサイズを４KBに削減すると、メモリ使用率
が減り、パフォーマンスが向上します。DSSアプリケーシ
ョンではデフォルトを使用してください。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
デフォルトのバッファーサイズは 31KBです。 

GEN_PA_BUFFER_SIZE GEN_EIDR_BUFFER_SIZEと組み合わせて、パーティショ
ンアクセス操作用のバッファーサイズを決定します。2つ
のデフォルト設定は同等である必要があります。OLTPア
プリケーションで、バッファーサイズを４KBに削減する
と、メモリ使用率が減り、パフォーマンスが向上します。
DSSアプリケーションではデフォルトを使用してくださ
い。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
デフォルトのバッファーサイズは 31KBです。 

INDEX_ELIMINATION_LEVEL MINIMUM、MEDIUM、またはMAXIMUMに設定し、オプ
ティマイザーが考慮するインデックスのヒューリスティッ
クな削除の程度を指示します。より見込みのないインデッ
クスの除去は、コンパイル時間の改善になります。
MINIMUMの値は除去がないことを示し、MAXIMUMは最
大の除去を示します。 
デフォルト値はMAXIMUMです。 

JOIN_ORDER_BY_USER クエリの FROM句で指定した結合順序を有効化 (ON) または
無効化 (OFF) します。ONが設定された場合、オプティマイ
ザーは指定した結合順序を持つ実行プランのみを考慮しま
す。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。デフォルトはOFFです。 

MAX_ESPS_PER_CPU_PER_OP 特定の演算子について、オプティマイザーが各 CPUに対し
て起動することを考慮する ESPの最大数を設定します。こ
の設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
デフォルトは 1で、特定の演算子について、オプティマイザ
ーが各 CPUに対して起動することを考慮する ESPの数は 1
つのみです。許容値:1、>1。 

MDAM_SCAN_METHOD MultiDimensional Access Method (MDAM) の有効化 (ON) ま
たは無効化 (OFF)ある種の状況では、オプティマイザーが不
適切にMDAMを選択し、パフォーマンスの低下を招く可能
性があります。SQL/MPの留意事項:SQL/MPユーザーは、
この属性を、CONTROL TABLE MDAM ENABLEと知ってい
ます。 
デフォルトは ONです。 
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MEMORY_USAGE_SAFETY_NET SQL/MXコンパイラーが最適なクエリプランを生成するため
に使用するメモリしきい値を、メガバイト単位 (MB) で指定
します。複合クエリでは、オプティマイザーのメモリがこの
値に達した場合、プランがメモリの増加を抑えるよう刈り込
みされます。この属性に小さすぎる値を設定すると、最適で
はないプランが生成されます。NonStopオペレーティングシ
ステム上のプロセスで利用できる実際のメモリは約 1.4GB
に制限されます。したがって、この値に 1.4GBより大きい
値を設定しても、プロセスがシステム制限より大きいメモリ
を持つことにはなりません。メモリサイズは、基礎となるオ
ペレーティングシステムの制限に制約されます。オプティマ
イザーが設定したしきい値に達した場合、警告 6020が表示
され、クエリは正常終了します。生成されたプランは最適で
はない可能性があり、実行速度が遅い可能性があります。 
この属性は、256～4096の範囲の値を持つことができます。
デフォルト値はOFFで、オプティマイザーは利用できる最
大のメモリを使用できます。 

MERGE_MDAM_DISJUNCTS ON、またはOFFに設定します。この属性は重複した範囲の
マージを制御し、INリストから重複部分を削除し、その結果
分裂の数を削減します。 
OFFに設定された場合、機能が無効になります。ONに設定
された場合、機能は有効になりますが、LIKE述部に対する
範囲のマージは適用できません。 
デフォルトは ONです。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 

MIN_MAX_OPTIMIZATION ON、またはOFFに設定します。このパフォーマンス最適化
により、コンパイラーは最小 (MIN) または最大 (MAX) 集約
式を回答するために、結果の行または選択した数の行のみを
読み込みできます。コンパイラーがこのタイプの最適化を実
行できるのは、MIN-MAX列の行が自然な順序である場合の
みです。OFFのとき、このタイプの最適化は無効です。 
デフォルトは ONです。 

MSCF_ET_REMOTE_MSG_TRANSFER このデフォルトの値は、リモートノードへの/からのメッセ
ージ転送コストの要因として使用されます。これは、物理
的通信リンクの帯域幅に反映されます。この値は、ローカ
ルノードへの/からのメッセージ転送コストの要因 
(0.000046) より大きく設定する必要があります。 
許容値:1.175494351e-38～3.402823466e+038。
デフォルト値は 0.00005です。 

MXCMP_TIMEOUT アイドルのMXCMPコンパイラープロセスのタイムアウト
時間を秒単位で指定します。値が設定されると、MXCMP
アイドルコンパイラープロセスが何時までアクティブでい
られるか、および指定秒数後にプロセスが自動終了するこ
とが確定します。デフォルト値は-1です。 
許容値:-1、300～2147483647 

MULTIUNION ON、OFF、RESETまたは SYSTEMに設定します。デフォ
ルトはONです。ONに設定された場合、NonStop SQL/MX
はMultiUnionノードを生成します。OFFに設定された場
合、NonStop SQL/MXはMultiUnionノードを生成しませ
ん。RESETまたは SYSTEMに設定された場合、デフォル
ト値がリセットされます。 
MultiUnion演算子の詳細は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』
を参照してください。 
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NJ_DEEP_NESTING_LIMIT ネステッド結合の内側で許容されるスキャンの回数を決定
します。 
デフォルト値は 3です。 

NUMBER_OF_USERS 大量のメモリを使用する同時クエリを実行できるユーザー
の数を設定します。これらのクエリでは、オプティマイザ
ーがこの数値を使用して 1人のユーザーが使用できるメモ
リ量を制限します。数値が大きくなるほど、大量のメモリ
を使用する演算子(たとえばハッシュ結合) が使用できるメ
モリは少なくなります。 
許容値:1～4294967295デフォルト設定は 1で、利用できる
すべてのメモリは 1 つのクエリに割り当てできることを意
味します。 

OLT_QUERY_OPT ON、またはOFFに設定します。ONに設定された場合、
NonStop SQL/MXで、単一テーブルのユニーク SELECTの
ような、単純な SQLｌクエリに対するファーストパス評価
方式が有効になります。この設定についての追加情報は、
『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してください。 
デフォルトは ONです。 

OPTIMIZATION_LEVEL 0、2、3、5を設定して、SQLクエリの最適化に対して増加
する活動を示します。値の 1と 4は将来の使用に備えて予
約されています。この設定についての追加情報は、
『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してください。 
デフォルト値は 3です。 

OPTIMIZER_HINTS_WARNING_LEVEL 0～5の値を設定します。無視されたヒントに対して
SQL/MXコンパイラーが発行する警告のタイプを示しま
す。 
値の意味は、以下のとおりです。 
• 0 - 警告の発行なし。 
• 1 - 重複したヒントに対して警告を発行します。 
• 2 - 重複および競合したヒントに対して警告を発行しま
す。 

• 3 - 重複、競合、および無効なヒントに対して警告を発行
します。 

• 4 - 今後使用するために予約されています。SQL/MX R3.4
のレベル 5と同じです。 

• 5 - 重複、競合、無効、および無視されたヒントに対して
警告を発行します。 

この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 

OPTS_PUSH_DOWN_DAM ON (1)または OFF (0) に設定します。ONに設定された場
合、システムは複合文またはネステッド結合に対してプラ
ンを DAMにプッシュダウンすることを考慮します。OFF
に設定された場合、システムはこのオプションを考慮しま
せん。プランを DAMにプッシュダウンすることが可能な場
合 (値がON) でも、NonStop SQL/MXが、コストが理由で
プッシュダウンを選択しないこともあります。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
デフォルトは OFFです。 
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PARALLEL_NUM_ESPS キーワード SYSTEMを設定するか、特定の演算子用に使
用する EPSの最大数 (符号なしの正の整数) を設定しま
す。 
SYSTEMに設定された場合、NonStop SQL/MXが値を計算
します。 
数値に設定された場合、数値はクラスター内の CPUの数よ
り少ない必要があります。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
許容値:1～2147483647デフォルトは
SYSTEM (上限なし) です。 

PREFERRED_PROBING_ORDER_FOR_NESTED
_JOIN 

ON、またはOFFに設定します。ONのとき、オプティマイ
ザーがプランを生成し、考慮します。このプランでは、内
部テーブルの行はアクセスパスのキー順に読み込む必要が
あります。OFFのとき、オプティマイザーは、内部テーブ
ルの行をアクセスパスのキー順に読み出す必要のあるプラ
ンを生成しません。 
デフォルトは OFFです。 

REMOTE_ESP_ALLOCATION ON、OFF、または SYSTEMに設定します。ONのとき、
NonStop SQL/MXは、特定のクエリの対象範囲のすべての
システムで ESPを起動することを強制されます。すべての
ターゲットシステムはアクティブなシステムになります。
OFFのとき、NonStop SQL/MXは、すべての ESPをローカ
ルシステム上のみで起動するよう強制されます。SYSTEM
のとき、NonStop SQL/MXは、どのターゲットシステムで
ESPを起動するかを決定します。この場合、アクティブと
して選択されたシステムは、ターゲットシステムのサブセ
ットです。SYSTEMの設定は、
REMOTE_ESP_ALLOCATION用に推奨される設定です。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
デフォルトは SYSTEMです。 

SORT_MAX_HEAP_SIZE_MB ソート演算子に関係する操作用のヒープメモリサイズの割
り当てにデフォルト値を使用します。最小値と最大値は、
それぞれ 0と 1024です。 
デフォルト値は 20です。 

UNION_TRANSITIVE_PREDICATES ON、OFF、RESETまたは SYSTEMに設定します。ONに
設定した場合、NonStop SQL/MXは、UNIONの結合に対す
る過渡的述部を生成します。OFFに設定した場合、
NonStop SQL/MXは、UNIONの結合に対する過渡的述部を
生成しません。デフォルトはONです。 

UPD_ORDERED ON、またはOFFに設定します。ONのとき、オプティマイ
ザーはプランを生成し、考慮します。このプランでは行の
挿入、更新、削除で、クラスタリングキー順に実行する必
要があります。OFFのとき、オプティマイザーは、行の挿
入、更新、削除で、クラスタリングキー順に実行する必要
のあるプランを生成しません。 
デフォルトは ONです。 
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ZIG_ZAG_TREES ON、またはOFFに設定します。線形のツリーに加えてジ
グザグのツリーへの考慮を有効化 (ON) または無効化 (OFF) 
します。 
この設定についての追加情報は、『SQL/MX 3.4 Query 
Guide』を参照してください。 
デフォルトは OFFです。 

 
 

注記: CHECK_CONSTRAINT_PRUNING、MULTIUNION、および
UNION_TRANSITIVE_PREDICATESの CQDは、J06.08以降の Jシリーズ RVUおよび
H06.19以降の Hシリーズ RVUを実行しているシステムでのみ使用できます。 

 

 
クエリの最適化についての詳細は、『SQL/MX 3.4 Query Guide』を参照してください。 
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