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各データベースで
チュート リアルを実行

NXJ チュート リアルは、 その機能において制限された埋込まれたデータベースで
すが、 Unify NXJ を紹介するには十分なものです。 Unify NXJの機能がどのように
開発ニーズに応じることができるのかについてより良い理解を得るために、 異な
るデータベースを使用したいと思うかもしれません。 このドキュ メン トは、 Unify 
NXJ での使用のためにリス ト された各データベースを準備するために必要なス
テップを提供しています。

タスク 1: データベーステーブルを定義して作成

このタスクは、 以下のデータベーステーブルを定義して作成するステップを提供
しています。

• IBM DB2

• IBM Informix

• MS SQL

• Oracle

• Sybase

• Unify DataServer

IBM DB2の場合

IBM DB2のためのチュート リアルテーブルを作成するには、 テーブルを追加した
い DB2 データベースで DBADMの特権を持っていなければなりません。 テーブル
を作成するステップは、 以下のとおりです。

1. データベースソフ トウェアにアクセスすることができるスクリプ ト を実行す
ることができるローカルホス トのディ レク ト リに、 テーブル作成スクリプ ト
をコピーします。



各データベースでチュート リアルを実行 17

スク リプ ト フ ァイルは以下の場所にあります。

<NXJWork>¥projects¥tutorials¥databases¥db2¥tables.sql 

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

2. スク リプ ト フ ァイルをコピーしたディ レク ト リに移動します。

3. 次のように新しいスキーマを作成したいデータベースに接続するためのスク
リプ トの最初の行を変更します。

既に、 DBADM ユーザと してログインしている場合は、 CONNECT コマンド
と一緒にユーザ名とパスワードをパスします。

CONNECT TO TUTORIAL USER db2admin USING db2admin.

4. スタート  > IBM DB2 > コマンドウィ ン ドウ を選択します。

コマンドウィ ンドウが表示されます。

5. “db2 < tables.sql” （引用符無し） を入力します。 

6. Enter キーを押下します。

スキーマとテーブルが作成され、 サンプルデータが挿入されます。

IBM Informixの場合

IBM Informixのためのチュート リアルテーブルを作成するには、 テーブルを追加
したい Informix データベースで DBADMの特権を持っていなければなりません。
テーブルを作成するステップは、 以下のとおりです。

1. データベースソフ トウェアにアクセスすることができるスクリプ ト を実行す
ることができるローカルホス トのディ レク ト リに、 テーブル作成スクリプ ト
をコピーします。

スク リプ ト フ ァイルは以下の場所にあります。

<NXJWork>¥projects¥tutorials¥databases¥nformix¥tables.sql 

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

2. データベース環境 （INFORMIXDIR, INFORMIXSERVER, PATH） を設定しま
す。

INFORMIXDIRは、 Informixがインス トールされたディ レク ト リです。
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INFORMIXSERVERは、 接続したいサーバです。

PATH環境変数に $INFORMIXDIR/bin を追加します。

詳細については、 Informixのドキュ メン ト を参照して く ださい。

3. スク リプ ト フ ァイルをコピーしたディ レク ト リに移動します。

4. “tables.sql” スクリプ ト を実行します。 例 :

dbaccess - tables.sql

データベース、 スキーマ、 テーブルが作成され、 サンプルデータに挿入され
ます。 

MS SQLの場合

MS SQLのためのチュート リアルテーブルを作成するには、 テーブルをデータ
ベースに追加するために、 MS SQL で DB管理者特権を持っていなければなりませ
ん。 テーブルを作成するステップは、 以下のとおりです。

1. データベースソフ トウェアにアクセスすることができるスクリプ ト を実行す
ることができるローカルホス トのディ レク ト リに、 テーブル作成スクリプ ト
をコピーします。

スク リプ ト フ ァイルは以下の場所にあります。

<NXJWork>¥projects¥tutorials¥databases¥MSSQL¥tables.sql 

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

2. スク リプ ト フ ァイルをコピーしたディ レク ト リに移動します。 

3. 以下の引数で isql を実行します。

isql -U<MSSQLadmin user> -P<MSSQLadmin password> -i tables.sql 

-o <output file name>

説明

<MSSQLadmin user>は、 管理ユーザの名前です。

<MSSQLadmin password>は、 管理ユーザのパスワードです。

<output file name>は、 スク リプ ト出力がリダイレク トするところの出力
ファイルの名称です。 
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4. Enter キーを押下します。

スキーマとテーブルが作成され、 サンプルデータに挿入されます。 MS SQL
は、 以下のようなスキーマの列の名称を表示します。

<database_name>.<owner_name>.<object_name> 

例えば、 ROFIDA.ROFIDA.AGENT。 （このマニュアルのスクリーンシ ョ ッ ト
は MS SQL画面を示していません。）

Oracleの場合

Oracleのためのチュート リアルデータベースを作成するステップは、 以下のとお
りです。

1. データベースソフ トウェアにアクセスすることができるスクリプ ト を実行す
ることができるローカルホス トのディ レク ト リに、 テーブル作成スクリプ ト
をコピーします。

スク リプ ト フ ァイルは以下の場所にあります。

<NXJWork>¥projects¥tutorials¥databases¥oracle¥tables_oracle.sql 

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

2. スク リプ ト フ ァイルをコピーしたディ レク ト リに移動します。 

3. DBA と してデータベースにログインして、 “tables_oracle.sql” スク リプ ト を実
行します。 例 :

ORACLE> sqlplus system/manager

SQL*Plus: Release 8.1.7.0.0 - Production on Mon Jun 17 11:29:14 2002

(c) Copyright 2000 Oracle Corporation.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.0 - Production
With the Partitioning option
JServer Release 8.1.7.0.0 - Production

SQL> start tables_oracle.sql

Connected
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Sybaseの場合

Sybaseのためのチュート リアルテーブルを作成するには、 テーブルを追加したい
Sybase データベースで DBADMの特権を持っていなければなりません。 テーブル
を作成するステップは、 以下のとおりです。

1. データベースソフ トウェアにアクセスすることができるスクリプ ト を実行す
ることができるローカルホス トのディ レク ト リに、 テーブル作成スクリプ ト
をコピーします。

スク リプ ト フ ァイルは以下の場所にあります。

<NXJWork>¥projects¥tutorials¥databases¥sybase¥tables.sql 

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

2. スク リプ ト フ ァイルをコピーしたディ レク ト リに移動します。

3. 以下の引数で isql を実行します。

isql -U<sybaseadmin user> -P<sybaseadmin password> [-S<DSQUERY>] 

-i tables.sql -o<output file name>

説明

<sybaseadmin user>は、 管理ユーザの名前です。

<sybaseadmin password>は、 管理ユーザのパスワードです。

<DSQUERY>は、 SYBASEのインスタンスです。 -S オプシ ョ ンで渡す
か、 環境変数で設定するかのどちらかでできます。

<output file name>は、 isql出力がリダイレク トするところの出力ファイ
ルの名称です。

4. Enter キーを押下します。

スキーマとテーブルは作成されて、 サンプルデータに挿入されます。 Sybase
は、 以下のようなスキーマの列の名称を表示します。

<database_name>.<owner_name>.<object_name> 

例えば、 ROFIDA.ROFIDA.AGENT です。 （このマニュアルのスクリーン
シ ョ ッ トは Sybase画面を示していません。）
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Unify DataServerの場合

これらの説明は、 既に作成されたデータベースを持っていると仮定します。 Unify 
DataServerのためのチュート リアルテーブルを作成するステップは、 以下のとおり
です。

1. 地域による日付表示フォーマッ ト変化に対応するために DATEFMT環境変数
の設定を変更します。 例 :

SET DATEFMT "MM/DD/YYYY"

2. データベースソフ トウェアにアクセスすることができるスクリプ ト を実行す
ることができるローカルホス トのディ レク ト リに、 テーブル作成スクリプ ト
をコピーします。

スク リプ ト フ ァイルは以下の場所にあります。

<NXJWork>¥projects¥tutorials¥databases¥dataserver¥tables.sql 

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

3. データベース環境 （UNIFY, DBPATH, DBNAME） を設定します。

詳細については、 Unify DataServerのドキュ メン ト を参照して く ださい。

4. スク リプ ト フ ァイルをコピーしたディ レク ト リに移動します。

5. “tables.sql” スクリプ ト を実行します。 例 :

SQL tables.sql

スク リプ トは、 存在しないテーブルに関して無視することのできる警告を生
成する場合があります。

タスク  2: データベースコネクシ ョ ンの定義

NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナは、 フォームを作成する時に埋込み型データベー
スへ有効な接続を使います。 そのために、 フォーム上のフ ィールド コン ト ロール
は、 これらのプロパテ ィの設定を自動的に作成し、 例えばデータベーステーブル
の列に対応する正しいデータ型を持ちます。 しかし、 NXJ チュート リアルのレッ
スンで異なるデータベースを使用した く なるかもしれません。 データベースコネ
クシ ョ ンを定義するステップは、 以下のとおりです。
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1. ファイル > プロジェク ト を開 く  を選択してブラウズし、 
<NXJWork>¥projects¥tutorials¥<project name>¥<file name>.prj を選択しま
す。

NXJWork ディ レク ト リは、 Unify NXJ をインス トールしたときに指定されま
す。 デフォルトでは C:¥Unify¥NXJWork です。

プロジェク トは、 アプリケーシ ョ ンデザイナ ウィ ンドウで開きます。 プロ
ジェク ト コンポーネン トが、 ブラウザパネルに表示されます。

2. ブラウザパネルで、 “tutorial” をク リ ッ クして、 データベースコネクシ ョ ン
tutorial ダイアログを開きます。

‘+’記号をクリ ッ クして、 Connections フォルダを最初に開かなければならな
い場合があります。 “tutorial” コネクシ ョ ンのためのデータベースコネクシ ョ
ンダイアログが表示されます。

3. ダイアログで以下を行います。

a. タイプフ ィールドで、 チュート リアルテーブルを作成するために使用す
るデータベースのタイプを選択します。
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b. Jar/Zip ファイルフ ィールドで、 個々のデータベース用に提供される
JDBC ド ライバを含んでいるファイルの名前と場所を選択します。 

これは、 Unify NXJ （1 つある場合に） で含まれるド ライバのバージ ョ ン
にデフォルトです。

c. ユーザ名とパスワード フ ィールドで、 データベースにアクセスするため
に必要な名前とパスワードを入力します。

これらは、 ステップ f でデータベースにアクセスするために使用される
認証です。 

d. 実行時に使用するデータソースフ ィールドで、 ドロップダウンリス トか
ら  “NXJTutorial” を選択します。

リス トに “NXJTutorial”がない場合、 アプリケーシ ョ ンサーバに正確に
データソースを定義したことを確認して く ださい。 データソースを定義
するための詳細については、 『Unify NXJ管理者ガイ ド』 の付属 D 「デー
タソース定義の作成」 を参照して く ださい。 

e. 適切なデータベースプロパテ ィ を入力して下さい。

ホス トは、 データベースサーバの名前です。

ポートは、 データベースに接続するポート番号です。

SID (Oracle)、 DSN (DataServer)、 Database Name (DB2)は、 サーバ上に接
続するデータベースの名前です。 

Informixの場合、 サーバはデータベースサーバの名前で、 DBNameは
データベース名です。

f. データベースアクセスをテス トするために、 テス ト  ボタンをク リ ッ クし
ます。

“接続できました ”のメ ッセージが表示されれば、 アプリケーシ ョ ンデザ
イナはデータベースとの通信が可能となります。 

テス トが失敗の場合、 その理由を示したエラーメ ッセージが表示されま
す。 ダイアログに必要な訂正をして下さい。

g. メ ッセージを閉じるために了解 ボタンをク リ ッ クします。

h. データベースコネクシ ョ ンダイアログを終了するために OK ボタンをク
リ ッ クします。


	各データベースで チュートリアルを実行
	タスク1: データベーステーブルを定義して作成
	IBM DB2の場合
	IBM Informixの場合
	MS SQLの場合
	Oracleの場合
	Sybaseの場合
	Unify DataServerの場合

	タスク 2: データベースコネクションの定義


