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免責事項 

下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯
一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、
機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらな
いで下さい。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時期について
は、弊社の裁量により決定されます。 
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概要：スキーマレス・アプリケーション開発 

今日のアプリケーション開発者の間では、スキーマレス開発手法が高く支持されるようになってき
ました。スキーマレス・アプリケーション開発は、アプリケーション・データが表内に行と列とし
て格納されるのではなく、自己完結型のドキュメント・セットとして格納されることをおもな特徴
としています。JavaScript Object Notation（JSON）は、アプリケーション・データをドキュメント
として表すのに最適な形式になっています。 

 

現在、スキーマレス開発を採り入れる開発者がアプリケーション・データを永続化するためによく
選択するのは、NoSQL 型ドキュメント・ストアです。通常、NoSQL 型ドキュメント・ストアを選
択すると、アプリケーション開発者は API を容易に使用でき、アプリケーションを開発するために
SQL を理解する必要がありません。 

 

このホワイト・ペーパーでは、Simple Oracle Document Access（SODA）という名前の新しい抽象
化 API の仕様について概要を説明します。SODA の目的は、スキーマレス・アプリケーション開発
手法を用いて、Oracle Database 12c を JSON ドキュメント・ストアとして使用するアプリケーショ
ンを作成できるようにすることです。SODA を使用すると、開発者は SQL を習得したりデータベー
ス管理者（DBA）に支援を依頼することなく Oracle データベースを操作できます。SODA の API
ファミリーは Oracle Database 12.1.0.2.0 以降で提供されています。SODA 仕様の 2 つの実装である
SODA for Java と SODA for REST について説明します。 

 

スキーマレス・アプリケーション開発が支持されるようになった要因は、十分に立証されています。
スキーマレス開発を使用すると、アプリケーション開発者の柔軟性が向上し、開発期間も短縮され
るというのが一般に認識されています。このホワイト・ペーパーでは、スキーマレス・アプローチ
が採用されているビジネス上の明確な理由があることを前提としており、アプリケーション・デー
タの管理に最適である Oracle Database 12c の機能に焦点を置いています。 

 

このホワイト・ペーパーでは、まずスキーマレス開発の特徴を概説してから、標準的な NoSQL 型ド
キュメント・ストアの機能について簡単に説明します。また、SODA について説明し、SODA を使
用すると、アプリケーション開発の要件を満たしながらアプリケーション・データの管理に引き続
き Oracle Database を使用できることを説明します。 
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ドキュメントベースの永続化 

従来のアプリケーション開発では、アプリケーションのデータはエンティティ-リレーションシップ
（E-R）モデルを使用して作成されています。E-R モデルは、リレーショナル・データベースによっ
て管理される行と列が含まれた一連の表にマッピングされます。アプリケーション・データ・モデ
ルを変更すると、エンティティ-リレーションシップ・モデルの改訂が必要となり、基盤となる表お
よび列の定義の変更も必要となります。データベース・スキーマを変更するには、ほとんどの場合、
そのアプリケーションをオフラインにする必要があり、場合によっては、他のアプリケーションも
オフラインにすることが必要になります。 

スキーマレス開発は、アプリケーション・データを表内の行と列としてではなくドキュメントとし
て格納することで、この問題を回避しようとするものです。一般にデータは eXtensible Markup 
Language（XML）か JavaScript Object Notation（JSON）として表されます。これらの両方の形式
とも、自己記述的であるため、個々のドキュメントに多様なデータを含めることができるというの
がおもな特徴になっています。アプリケーション・データをドキュメントとして表すと、アプリ
ケーション・データ・モデルの詳細がストレージ・スキーマから分離されるという利点があります。
アプリケーション・データ・モデルの複雑さはドキュメントによってカプセル化されます。スト
レージ・スキーマから参照されるのはドキュメントのみであり、その内部構造は把握する必要があ
りません。 

ドキュメントベースの永続性により、アプリケーション・データ・モデルに対する変更を反映させ
るのがはるかに容易になります。ストレージ・スキーマに認識されるのはドキュメントの存在のみ
で、ドキュメントの構造ではないため、ストレージ・スキーマに影響を与えずにドキュメントのコ
ンテンツを変更できます。そのため、基盤となるデータベースの構造を変更せずにアプリケーショ
ンの新しいバージョンをデプロイすることが可能になります。アプリケーション・データ・モデル
を変更するときにストレージ・スキーマを変更する必要がないため、アップグレードをいつでもデ
プロイでき、適切な承認テストが完了したらすぐに新しいバージョンのアプリケーションを本番環
境にデプロイできます。ストレージ・スキーマの変更を反映できる適切なメンテナンス時間枠にな
るまで、待つ必要がなくなります。 

つまり、アプリケーション・データにドキュメントベースの永続性モデルを選択すると、今日開発
者が必要としている非常に柔軟なデータ・ストレージ・メカニズムが得られます。 

NoSQLドキュメント・ストア 

この種類のアプリケーションによって生成されたドキュメントは、一般的になんらかのドキュメン
ト・ストア形態を使用して管理されます。ドキュメント・ストアでは、ドキュメントが 1 つ以上の
コレクションに編成されて管理されます。これらのコレクションは、ビジネス・オブジェクト、つ
まりアプリケーションを反映したものです。たとえば、システムには購入注文ドキュメントのコレ
クションと請求書のコレクションや、ユーザー・プリファレンスのコレクションとユーザー履歴の
コレクションが含まれます。 

通常、ドキュメント・ストアでは一意の ID を使用してコレクション内の各ドキュメントが識別され
ます。一意の ID を使用するため、ドキュメント・レベルの操作を非常に効率よく実行できます。ま
た、ほとんどのドキュメント・ストアでは、作成日、最終更新日、所有者、ドキュメント・バー
ジョンなど、各ドキュメントの基本メタデータも追跡されます。 
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ドキュメント・ストアで利用できる機能には、次のようなものがあります。 

» コレクションの作成、コレクションの削除 

» ドキュメントの ID に基づいた単一ドキュメントの作成、取得、更新、または削除 

» コレクションに含まれるドキュメントのリスト 

» コレクションの問合せ（通常は、なんらかの例示による問合せ（QBE）メタファを使用） 

»  索引の作成と削除 

ドキュメント・ストアで利用できるのは単純なレベルの機能であるため、特に JDBC などの従来の
SQL ベース API と比べて、付随するアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）も
非常に単純なものになる傾向があります。 

NoSQLドキュメント・ストアとしてのOracle Database 12c 

Oracle Database 9 以降、Oracle Database はドキュメント中心の開発をサポートしており、XML DB
機能によって XML ドキュメント向けの強力な格納、索引付け、および問合せ機能を提供しています。
Oracle Database 12c ではこの機能が JSON に拡張されており、Oracle Database に格納されている
JSON ドキュメントの格納、索引付け、および問合せが可能です。また、SODA インタフェースの最
初の 2 つの実装である SODA for REST と SODA for Java も導入されています。新しい JSON 機能を新
しい SODA API と組み合わせると、NoSQL 型ドキュメント・ストアを検討しているアプリケーショ
ン開発者にとって Oracle Database 12c が非常に効果的な選択肢となります。JSON のサポートと
SODA API は Oracle Database 12.1.0.2.0 以降の Oracle Database 12c で提供されています。 

オラクルの JSON 機能は、スキーマレス開発とドキュメントベースのストレージを完全にサポートす
ることのみを目的としています。したがって、所定の列に JSON ドキュメントが含まれることは
Oracle Database 側で把握しますが、ドキュメントの格納、索引付け、問合せは JSON ドキュメント
の構造を把握せずに実行します。JSON ドキュメントの構造は、開発者が必要に応じて自由に変更で
きるため、Oracle Database でも NoSQL ドキュメント・ストアと同じレベルの柔軟性が得られます。 

Oracle Database 12cにおけるJSONドキュメントの格納と管理 

Oracle Database 12 には、専用の JSON データ型はありません。JSON ドキュメントは、VARCHAR2、
CLOB、BLOB など、オラクルの標準的なデータ型を使用してデータベースに保存されます。
VARCHAR2 は、JSON ドキュメントのサイズが 4K（12c の VARCHAR 拡張サポートが有効な環境で
は 32K）を超えない場合に使用できます。それよりもサイズの大きいドキュメントを格納するには、
CLOB データ型または BLOB データ型を使用する必要があります。列のコンテンツが有効な JSON と
なるようにするためには、新しい制約"IS JSON"を使用します。こうすると、列が JSON ドキュメン
トのコンテナとして使用されていることをデータベース側で把握できます。この制約は、列のコン
テンツが適切な形式の JSON である場合は TRUE を返し、そうでない場合は FALSE を返します
（NULL 値でも TRUE を返します）。この制約を列に適用すると、表のその列には有効な JSON ド
キュメントのみ格納できます。 
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Oracle Database では、VARCHAR2 などの標準のデータ型を JSON ドキュメントに使用することで、
ディザスタ・リカバリ、レプリケーション、圧縮、暗号化をはじめとする高度な機能のすべてにつ
いて JSON を完全にサポートします。また、Oracle Golden Gate や Oracle Data Integrator といった
Oracle Database をサポートする製品でも（さらにはサード・パーティのツールでも）、データベー
スに格納された JSON ドキュメントがシームレスにサポートされます。 

SODA：Oracle JSONドキュメント・ストアの単純な 

プログラム・インタフェース 

Oracle を NoSQL ドキュメント・ストアとして使用するアプリケーション開発者は、従来のリレー
ショナル API と新しい SODA API ファミリーのいずれを使用するかを選択できます。SODA を選択す
ると、SQL の知識がなくても、Oracle Database 12c Release 2 で管理される JSON ドキュメントを操
作できます。SODA を選択した開発者は、Oracle DBA の支援がなくてもアプリケーションを自由に
作成、デプロイ、変更できます。 

SODA を使用すると、Oracle Database に格納されたドキュメントを非常に単純な API セットで操作
できます。コレクションとのやり取りに必要となるデータベース・オブジェクトは、Oracle の標準
の SQL API のいずれかを使用して取得するデータベース接続を使用してインスタンス化されます。
現在のバージョンの SODA ではコミット時ロック方式が採用されていますが、将来のリリースでは
即時ロックも検討されています。 

SODA 仕様では、次の機能を提供する一連のメソッドが定義されています。 

» Oracle Database ドキュメント・ストアへの接続を確立する 

» コレクションを作成および削除する 

» ドキュメントを作成、取得、更新、および削除する 

» コレクションのコンテンツをリストする 

» コレクションで例示による問合せ（QBE）式と一致するドキュメントを検索する 

» コレクションに対して一括挿入操作を実行する 

» 索引を作成および削除する 

当初は、2 つの SODA 実装の使用が可能です。 

» SODA for JAVA：Java でアプリケーションを作成する開発者向けに設計された従来型の API 

» SODA for REST：Representational State Transfer（REST）パラダイムを使用する開発者向けに
設計 

当初のいずれの SODA 実装も Java ベースです。Node.js や Microsoft .NET などの他の言語を使用し
た実装は、データベースの将来のリリースで検討されています。 

SODA for Java 

SODA for Java は、データベース、ドキュメント・コレクション、およびドキュメントを表す単純な
クラス群で構成されます。コレクションの管理と問合せ、Oracle Database に格納されている JSON
ドキュメントの操作に必要な機能はすべて、これらのクラス群のメソッドから提供されます。
SODA for Java では、標準の JDBC 接続と SQL*NET を使用してデータベースと通信します。つまり、
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SODA for Java はトランザクション系であり、一連の SODA 操作を 1 つのデータベース・トランザク
ション内で実行できます。SODA for Java では JDBC 接続が使用されるため、アプリケーション開発
者は SODA for Java のプログラミングを従来の JDBC プログラミングと併用できます。 

以下に、SODA for Java のおもなクラスを示します。 

クラス 説明 コメント 

OracleClient 汎用の SODA クライアント・クラス。SODA for JSON の

エントリ・ポイント。 
 

OracleRDBMSClient Oracle Database のクライアント・クラス。 OracleDatabase オブジェクトを取得する

ために使用。 
OracleDatabase ドキュメント・ストアを表す。ドキュメント・ストア

は 1 つ以上のコレクションで構成される。 
コレクションへのアクセスに使用。 

OracleDatabaseAdmin コレクションの作成および削除に使用。  

OracleCollection ドキュメント・ストア内のコレクションを表す。  

OracleCollectionAdmin 索引の作成および削除に使用。  

OracleDocument ドキュメント・ストアのドキュメントを表す。 指定された ID を持つドキュメントを更新

（または作成）。 

 

SODA for Java オブジェクトを使用するには、ドキュメント・ストアへの接続を確立する必要があり
ます。この接続を確立するには、OracleRDBMSClient クラスで getDatabase()メソッドを呼び出しま
す。getDatabase()メソッドに、ターゲットの Oracle Database への接続を提供する JDBC 接続オブ
ジェクトを指定する必要があります。 

SODA for REST 

Representational State Transfer（REST）ベースのサービスを使用した開発は、今日のアプリケー
ション開発者の間では高く支持されています。REST は標準の Web アーキテクチャに基づいており、
HTTP 動詞（PUT、POST、GET、DELETE など）は、Web サーバーによって管理されるリソースまた
はドキュメントに対する操作にマッピングされます。JSON の場合、対象となるリソースは JSON ド
キュメントです。システムによって管理される各リソースに一意の URL が割り当てられます。通常、
この URL にはコレクションの ID と、その後ろにドキュメントの一意の ID が含まれます。 

SODA for REST は、SODA 仕様に基づいてドキュメント・ストアのインタフェースを提供する REST
ベースのサービスであり、Oracle Rest Data Services（ORDS）3.0 の一部として提供されます。Java
サーブレットとして実装され、SODA for Java を使用してバックエンドのドキュメント・ストアと通
信します。アプリケーションは HTTP を使用して SODA for REST サーブレットと通信します。SODA 
for REST サーブレットは、ORDS 3.0 でサポートされている Java コンテナ内部から実行できます。ま
た、Oracle Database のネイティブ HTTP サーバーでも実行できます。SODA for REST は、HTTP コー
ルを発行できる任意のプログラミング言語またはスクリプト言語から起動できるため、最新のもの
であればどの開発環境や開発フレームワークでも使用できます。 

SODA for REST では、HTTP 動詞（PUT、POST、GET、DELETE など）は、JSON ドキュメントに対す
る CRUD 操作にマッピングされます。LIST、QBE、索引付けなどの操作は、POST 操作を使用して実
行されます。SODA for REST では、ドキュメント・ストアに含まれているドキュメントとコレク
ションが単純な 3 レベルの階層に一連のリソースとしてモデル化されます。特定のスキーマのド
キュメント・ストアがフォルダで表され、そのスキーマ内の各コレクションがサブフォルダで表さ

http://download.oracle.com/otndocs/java/javadocs/soda/soda6r/oracle/soda/OracleClient.html
http://download.oracle.com/otndocs/java/javadocs/soda/soda6r/oracle/soda/OracleDatabase.html
http://download.oracle.com/otndocs/java/javadocs/soda/soda6r/oracle/soda/OracleDatabaseAdmin.html
http://download.oracle.com/otndocs/java/javadocs/soda/soda6r/oracle/soda/OracleCollection.html
http://download.oracle.com/otndocs/java/javadocs/soda/soda6r/oracle/soda/OracleCollectionAdmin.html
http://download.oracle.com/otndocs/java/javadocs/soda/soda6r/oracle/soda/OracleDocument.html
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れ、コレクション内の各ドキュメントがファイルとして表されると考えると簡単です。サブフォル
ダの名前はコレクションの名前から取得され、ファイルの名前はドキュメントの ID から取得されま
す。ドキュメント・ストアによって管理される各オブジェクトは、一意の URL に関連付けられます。 

REST ベースのすべてのインタフェースと同様に、SODA for REST はステートレスです。つまり、
SODA for REST で実行される各操作は、それ自体でアトミック・トランザクションと見なされます。
SODA for REST は HTTP プロトコルに基づいているため、複数の SODA for REST 操作を同じトランザ
クションの一部と見なすことができるようなインフラストラクチャはありません。 

次の表は、SODA for REST で HTTP 動詞および URL が、Oracle Database で管理される JSON コレク
ションに対する操作にどのようにマッピングされているかを示しています。 

表内の URL および以降の例は、仮想パス'/DBJSON'を使用して SODA for REST サーブレットがデータ
ベース内で直接実行されると想定した場合のものです。 

Oracle Database の HTTP サーバーで実行する場合、URL の構成要素は次のようになります。 

»  “/DBJSON”は、データベースの xdbconfig.xml ドキュメントに追加されたときに SODA for 
REST サーブレットにマッピングされた仮想フォルダです。この値では大文字と小文字が区別
されます。 

»  “/SCHEMA”は、JSON コレクションの管理に使用されるデータベース・スキーマです。引用
識別子を用いてデータベース・スキーマを作成した場合を除き、スキーマは大文字で指定す
る必要があります。 

»  “/collection”は指定されたスキーマに含まれるコレクションの名前です。 

SODA for REST を ORDS 3.0 の一部として実行する場合、SODA for REST 機能にアクセスするために
必要な URL の形式は、“/ords/schema/dbjson/version/collection”です。ORDS 3.0 で実行する場合、
URL の構成要素は次のようになります。 

» “/ords”は、ORDS 3.0 サーブレットにマッピングされた仮想フォルダです。 

»  “/schema”は、ORDS でコレクション表を管理するデータベース・スキーマに割り当てられ
た ID です。 

»  “/dbjson”は、リクエストを ORDS の SODA for REST コンポーネントにルーティングする必
要があることを識別します。 

サービス 動詞 URL 操作 

List Collection GET /DBJSON/SCHEMA スキーマに含まれるすべてのコレクションをリ

ストする 

Create Collection PUT /DBJSON/SCHEMA/collection 必要に応じてコレクションを作成する 

Insert Document POST /DBJSON/SCHEMA/collection ドキュメントをコレクションに挿入する 

Get Document GET /DBJSON/SCHEMA/collection/id 指定された ID を持つドキュメントを取得する 

List Collection GET /DBJSON/SCHEMA/collection コレクションに含まれるすべてのドキュメント

を取得する 
Update Document PUT /DBJSON/SCHEMA/collection/id 指定された ID を持つドキュメントを更新（ま

たは作成）。 

Delete Document DELETE /DBJSON/SCHEMA/collection/id 指定された ID を持つドキュメントを削除する 

Query By Example POST /DBJSON/SCHEMA/collection?action=query 指定されたフィルタと一致するオブジェクトを

含むドキュメントを見つける 
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»  “/version”は、どのバージョンの SODA for REST コードを呼び出すのかを識別します。最新
バージョンの SODA for REST コードを常に使用するように、"latest"を使用できます。 

»  “/collection”は、指定されたスキーマに含まれるコレクションの名前です。 

SODAによるアプリケーション開発 

アプリケーション開発に SODA 機能を使用する場合の簡単な使用例をいくつか見てみましょう。こ
の項では、アプリケーションを構築する際に必要となる一般的な操作のほとんどを扱っており、
SODA for Java および SODA for REST でどのように操作を実行するかを例示しています。SODA for 
REST の例では、HTTP リクエストを発行するためのコマンドライン・ツール、cURL1を使用して必要
なサービスを呼び出す方法を示しています。 

コレクションの作成 

SODA により、アプリケーション開発者は SQL の知識がなくてもコレクション・オブジェクトを作
成できます。コレクションは、（関連する）ドキュメント・セットのコンテナにすぎません。コレ
クションは、内部的にはドキュメント・セットを包含するリレーショナル表にすぎません。コレク
ション表には、少なくとも 2 つの列が含まれます。最初の列には各ドキュメントの一意の ID が含ま
れ、2 番目の列にはドキュメントそのものが含まれます。コレクション表には、ドキュメントの作
成日、ドキュメントの最終更新日、ドキュメント所有者、ドキュメント・バージョンなどのメタ
データを管理するための列も含めることができます。 

開発者は、コレクション操作の作成に使用する"コレクション・プロパティ"ドキュメントを指定す
ることも可能です。このドキュメントは、コレクションの作成時に使用されるデフォルトのプロパ
ティ・セットをオーバーライドするために使用されます。コレクション・プロパティを指定すると、
以下のものを含め、開発者はコレクションのさまざまな側面を制御できます。 

» コレクションに含まれる各ドキュメントに一意の ID を割り当てるのに使用するメソッド。
開発者は、クライアントによって割り当てられるキーを選択するか、サーバーによって割り
当てられるキーに対応したさまざまなアルゴリズムのいずれかを選択できます。 

»  それぞれのドキュメントでどのメタデータを保持するのか。 

»  コレクションにどの索引を作成するのか。 

»  バージョニング管理にどのアルゴリズムを使用すべきか。 

» コレクションが含まれるリレーショナル表内の列の名前。 

» ドキュメントの列に IS JSON 制約を適用するかどうか。 

コレクション・プロパティを使用すると、既存のデータベース表の上部にコレクションを作成する
ことも可能です。次に示すのは、コレクション・プロパティ・ドキュメントの例です。 

*** Example Collection Properties Document 

*** Collection tables can be examined using the view 

                            
1 cURL について詳しくは、cURL の公式 Web サイト（http://curl.haxx.se/）を参照してください。 

http://curl.haxx.se/
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SODA for Javaを使用したコレクションの作成 

SODA for Java を使用してコレクションを作成するには、OracleDatabaseAdmin オブジェクトの
createCollection()メソッドを使用します。このオブジェクトを取得するには、OracleDatabase クラ
スで admin()メソッドを呼び出します。createCollection()メソッドでは、コレクションの名前およ
びコレクション・プロパティ・ドキュメント（任意）の 2 つのパラメータを指定します。次に示す
のは、SODA for JAVA を使用してコレクションを作成するのに必要なコード例です。 

 

 

 

 

 

このメソッドを呼び出すと、コレクションの OracleCollection オブジェクトが返されます。 

SODA for RESTを使用したコレクションの作成 

SODA for REST を使用してコレクションを作成するには、コレクションを表す URL に対して PUT 操
作を実行します。コレクション・プロパティを PUT のボディとして渡すことができます。次に示す
のは、SODA for REST の“Create Collection”サービスを使用してコレクションを作成する cURL コマ
ンドの例です。 

 

 

 

REST では、PUT 操作は冪(べき)等であり、何回呼び出されてもまったく同じ結果が返されます。し
たがって、コレクションがすでに存在する場合は、エラーは発生しません。コレクションがすでに
存在することを示す HTTP ステータス・コード 200 が返されるだけです。新しいコレクションが作
成された場合は、HTTP ステータス・コード 201 が返されます。 

コレクションの作成時に SODA for Java と SODA for REST のいずれを使用したかに関係なく、コレク
ション管理用のデフォルトの表は次のようなものになります。 

 

 

 

 

 

  

public OracleCollection createCollection(OracleConnection conn, String collectionName) 
throws OracleException { 
 

OracleRDBMSClient client = new OracleRDBMSClient();  
OracleDatabase database = client.getDatabase(conn); 
OracleCollection collection = database.admin().createCollection(collectionName); 
return collection; 

 
}; 

curl --digest -X PUT --write-out "%{http_code}\n" -u SCOTT:tiger 
http://localhost:8080/DBJSON/SCOTT/MyCollection 
 
201 

SQL> desc "MyCollection" 
 

Name Null? Type 
----------------------------------------- -------- ----------------------------  
ID NOT NULL VARCHAR2(255) 
CREATED_ON NOT NULL TIMESTAMP(6) 
LAST_MODIFIED NOT NULL TIMESTAMP(6) 
VERSION NOT NULL VARCHAR2(255) 
JSON_DOCUMENT BLOB 

 

SQL> 
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ドキュメントの作成 

SODA for Javaを使用したドキュメントの作成 

OracleDatabase クラスに用意されている一連のメソッドを使用すると、さまざまな Java オブジェ
クトから OracleDocument オブジェクトを作成できます。OracleDocument を作成したら、
OracleCollection クラスの insertAndGet()メソッドを使用してコレクションにドキュメントを追加し
ます。 

次に示すのは、コレクションにドキュメントを追加してドキュメントのキーを返すための SODA for 
Java のコード例です。このコード例では、パラメータ“is”は適切な形式の JSON ドキュメントの入力
ストリームで構成されています。 

 

 

 

 

 

insertAndGet()メソッドによって、新しいドキュメントのメタデータとコンテンツにアクセスする
ためのメソッドを提供する、更新された OracleDocument オブジェクトが返されます。 

SODA for RESTを使用したドキュメントの作成 

SODA for REST を使用してコレクションにドキュメントを追加するには、コレクションを表す URL
に対して POST 操作を実行します。追加するドキュメントは、POST のボディとして渡されます。次
に示すのは、SODA for REST の“Insert Document”サービスを使用してドキュメントをコレクション
に追加する cURL コマンドの例です。この例では、ファイル po.json には適切な形式の JSON ドキュ
メントが含まれているものとします。HTTP リクエストの Content-type ヘッダーが正しく設定され
るように、“-H”を使用しています。 

 

 

HTTP POST リクエストに対するレスポンスは、次のようになります。 

 

 

 

 

 

レスポンスは、呼出し側のアプリケーションを新しいドキュメントのメタデータにアクセスできる
ようにする、単純な JSON ドキュメントで構成されます。ドキュメントは、配列“items”とその他の
ハウスキーピング・データで構成されます。この配列には、POST 操作で作成されたドキュメント
ごとに 1 つのオブジェクトが含まれます各オブジェクトには次のキーが含まれます。 

public String createDocument(OracleConnection conn, String collectionName, InputStream is) 
throws OracleException { 

OracleRDBMSClient client = new OracleRDBMSClient();  
OracleDatabase database = client.getDatabase(conn); 
OracleCollection collection = database.openCollection(collectionName);  
OracleDocument document = database.createDocumentFromStream(is);  
document = collection.insertAndGet(document); 
return document.getKey(); 

}; 

curl --digest -u SCOTT:tiger -X POST -H "Accept: application/json" -H "Content-type: 
application/json" --upload- file po.json http://localhost:8080/DBJSON/SCOTT/MyCollection 

{ 
"items": [ 

{ 
"id":"A450557094D04957B36346F630CDDF9A", 
"etag":"C1354F27A5180FF7B828F01CBBC84022DCF5F7209DBF0E6DFFCC626E3B0400C3", 
"lastModified":"2015-02-09T01:03:48.291462", 
"created":"2015-02-09T01:03:48.291462" 

} 
], 
"hasMore": false, "count":1 

} 



 

13 | Simple Oracle Document Access APIを使用したスキーマレス・アプリケーション開発 

»  “id”：そのドキュメントの一意の ID を格納。 

»  “etag”：ドキュメントが更新されたかどうかを特定するのに使用できる値。 

»  “lastModified”：ドキュメントが最後に更新された日付と時刻。 

»  “created”：ドキュメントが作成された日付と時刻。 

レスポンス・オブジェクトに表示される実際のキーは、コレクション・プロパティのコンテンツに
よって異なります。レスポンスには、作成されたドキュメントの数も含まれます。 

“items”を配列にすると、同じレスポンス・オブジェクトを SODA for REST の“一括挿入”オプション
にも使用できます。一括挿入をトリガーするには、URL にパラメータ“action=insert”を追加して
JavaScript 配列を POST リクエストのボディとして渡します。一括挿入モードでは、SODA for REST
によって入力配列の各メンバーのドキュメントが作成され、レスポンスの items 配列には、作成さ
れたドキュメントごとに 1 つのオブジェクトが含まれます。 

上の例を見ると、ドキュメント・ストア・アプローチが従来の SQL ベースのアプリケーションによ
るアプローチとどのように違うかがわかります。SQL ベースのアプリケーションでは、開発者はま
ず、リレーショナル・スキーマにすべてのデータ要素を定義する必要があります。新しいレコード
を追加する場合は、新しいデータのすべての列を既存のリレーショナル・スキーマと一致させた
SQL INSERT 文を作成する必要があります。 

ドキュメント・ストア・アプローチを使用すると、新しいドキュメントは JSON オブジェクトとし
てコレクションに追加されます。新しいドキュメントに含まれるキーには、データベースによって
課される制約はありません。また、オブジェクト志向のプログラミング環境に慣れている開発者に
は API コールのほうが簡単です。 
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ドキュメントの取得 

ドキュメント・ストアベースのアプリケーション開発では、取得する必要があるドキュメントの一
意の ID をアプリケーション側で常に把握するということが、基本的な前提条件の 1 つになっていま
す。ドキュメント取得用の ID を指定するのは、非常に簡単です。 

SODA for Javaを使用したドキュメントの取得 

コレクションからドキュメントを取得するには、OracleCollection クラスの findOne()メソッドを呼
び出します。 

このメソッドを呼び出すと、ドキュメントのコンテンツをさまざまな Java オブジェクトとして取得
するためのメソッドを提供する、OracleDocument オブジェクトが返されます。 

SODA for RESTを使用したドキュメントの取得 

SODA for REST を使用してコレクションからドキュメントを取得するのは、ドキュメントの ID を表
す URL に対して GET 操作を実行するのと同じように簡単です。URL を特定するには、コレクション
の URL にドキュメントの一意の ID を追加します。次に示すのは、SODA for REST の“Get Document”
サービスを使用してコレクションからドキュメントを取得する cURL コマンドの例です。 

 

 

HTTP POST リクエストに対するレスポンスは、指定の ID を持つ JSON ドキュメントです。一致する
ドキュメントが見つかった場合、HTTP ステータス・コードは 200 で、レスポンスのボディはドキュ
メントのコンテンツです。ドキュメントが見つからなかった場合、HTTP ステータス・コードは 404
です。レスポンスの概略を下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

curl --digest -X GET --write-out "%{http_code}\n" -u SCOTT:tiger 
http://localhost:8080/DBJSON/SCOTT/Collection1/14E6656206114A12950ABF745C309CC5 

{ 
"PONumber":14, 
"Reference":"SVOLLMAN-20140525", 
"Requestor":"Shanta Vollman", " 
User":"SVOLLMAN", 
"CostCenter":"A50",  
"ShippingInstructions": { 

"name":"Shanta Vollman",  
"Address": { 

"street":"200 Sporting Green",  
"city":"South San Francisco", "state":"CA", 
"zipCode":99236, 
"country":"United States of America" 

}, 
"Phone": [ 

{ 
"type":"Office", 
"number":"823-555-9969" 

} 
] 

}, 
"Special Instructions":"Counter to Counter",  
"LineItems": […] 

} 

public String retrieveDocumentContent(OracleCollection collection, String ID) 
throws OracleException { 

OracleDocument doc = collection.findOne(ID); return 
doc.getContentAsString(); 

}; 
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コレクションの問合せ 

対象となるドキュメントの ID をアプリケーション側で把握していない場合は、検索する必要があり
ます。Oracle Database 12c では、コレクションに対する 2 種類の検索操作をサポートしています。
1 つ目は、コレクションに含まれるすべてのドキュメントをリストする操作です。2 つ目は、ドキュ
メントのコンテンツに基づいてドキュメントをフィルタする、例示による問合せ（QBE：query-by-
example）ベースの検索です。SODA では、サーバーが返す情報を管理者が制御できます。返せる
ものは、メタデータ、コンテンツ、またはその両方です。また、生成される結果のページ区切りの
方法も制御できます。 

リスト操作では、コレクションに含まれる全ドキュメントのリストがフィルタリングされずに生成
されます。 

例示による問合せでは、テンプレート・ドキュメントを使用して、指定された一連の問合せ条件に
一致するドキュメントのリストがフィルタリングされて生成されます。開発者がテンプレート・ド
キュメントを作成し、必要なキーと値の例をそこに指定します。次に示すのは、ごく基本的な QBE
テンプレートの例です。 

 

 

このドキュメントによって、値“TGATES”を持つ User というトップレベル・キーが指定されたドキュ
メントの検索がトリガーされます。 

Oracle Database 12c の QBE 機能を使用すると、配列の要素になっているキーも含め、ドキュメント
内の任意の深さで出現するキーに基づいて検索ができます。QBE の構文についての詳しい説明は、
ドキュメント 2を参照してください。QBE 問合せ条件を満たすドキュメントを検索する場合は、コ
レクションに作成されているすべての索引を最大限活用します。QBE 操作を実行すると、SODA に
よって QBE ドキュメントが取得されて、JSON_EXISTS 演算子で実行できる同等の Oracle JSON パス
式に変換されますが、このパス式はデータベースで最適化できます。 

SODA では、リスト操作と検索操作の結果に対するページ区切りがサポートされています。結果
セットに含めるドキュメントの数を制御するには、“limit”を使用します。limit を 4 に設定すると、
結果セットが最初の 4 つの一致ドキュメントに制限されます。結果セットの最初のエントリとなる
ドキュメントを制御するには、“offset”を使用します。offset を 5 に設定すると、最初の 5 つのド
キュメントが結果セットから省略されます。limit と offset を併用すると、大きな結果セットをペー
ジ区切りできます。 

SODA for Javaを使用したコレクションのリスト 

SODA for Java を使用してリスト操作を実行するには、OracleOperationBuilder クラスを使用します。
OracleOperationBuilder オブジェクトを取得するには、OracleCollection オブジェクトの find()メ
ソッドを呼び出します。結果セットのページ区切りを制御するには、OraceOperationBuilder クラス
の limit メソッドと skip メソッドを使用します。リスト操作の結果は、OracleOperationBuilder オオ
ブジェクトの getCursor メソッドを呼び出して取得される OracleCursor オブジェクトとして返され
ます。次に示すのは、コレクションから最初の 4 つのドキュメントを取得する方法の例です。 

  

                            
2 https://docs.oracle.com/cd/E56351_01/doc.30/e58123/rest.htm#ADRST256 

{ "User" :"TGATES" } 

https://docs.oracle.com/cd/E56351_01/doc.30/e58123/rest.htm%23ADRST256
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OracleCursor オブジェクトには、結果セットをナビゲートするためのメソッドや一致ドキュメント
を返すためのメソッドが用意されています。 

SODA for RESTを使用したコレクションのリスト 

SODA for REST を使用して“List Collection”操作を実行するには、コレクションを表す URL に対して
GET 操作を実行します。ページ区切りをサポートするには、URL にパラメータ“limit”および“offset”
を追加します。次に示すのは、SODA for REST の“List Collection”サービスを使用してコレクションか
ら最初の 4 つのドキュメントを返す cURL コマンドの例です。 

 

 

SODA for Javaを使用した例示による問合せ 

SODA for Java を使用して例示による問合せ（QBE）操作を実行するには、OracleOperationBuilder
クラスで filter メソッドを呼び出します。OracleOperationBuilder オブジェクトを取得するには、
OracleCollection オ ブ ジ ェ ク ト の find() メ ソ ッ ド を 呼 び 出 し ま す 。 QBE を 実 行 す る に は 、
OracleOperationBuilder オブジェクトの filter()メソッドを呼び出して QBE 仕様を OracleDocument
のインスタンスとして渡します。filter メソッドによって、QBE ドキュメントに指定されている条件
がコレクションに適用された、OracleOperationBuilder クラスの新しいインスタンスが返されます。
結果セットのページ区切りを制御するには、OraceOperationBuilder クラスの limit メソッドと skip
メソッドを使用します。QBE 操作の結果は、OracleOperationBuilder オブジェクトの getCursor メ
ソッドを呼び出して取得される OracleCursor オブジェクトとして返されます。次に示すのは、値
“TGATES”を持つトップレベル・キー"User"が含まれたドキュメントを取得する方法の例です。 

 

 

 

 

 

 

OracleCursor オブジェクトには、結果セットをナビゲートするためのメソッドや一致ドキュメント
を返すためのメソッドが用意されています。 

  

public void listDocuments(OracleCollection collection)  
throws OracleException { 

OracleCursor results = collection.find().limit(4).getCursor();  
while (results.hasNext()) { 

OracleDocument doc = results.next();  
System.out.println(doc.getKey()); 

} 
}; 

curl --digest -X GET --write-out "%{http_code}\n" -u SCOTT:tiger 
http://localhost:8080/DBJSON/SCOTT/Collection1?fields=id\&limit=4 

public void listDocuments(OracleConnection conn, String collectionName)  

throws OracleException { 
OracleRDBMSClient client = new OracleRDBMSClient(); 
OracleDatabase database = client.getDatabase(conn); 
OracleDocument qbeSpec = database.createDocumentFromString("{ \"User\" : \"TGATES\" }"); 
OracleCollection collection = database.openCollection(collectionName); 
OracleCursor results = collection.find().filter(qbeSpec).getCursor();  
while (results.hasNext()) { 

OracleDocument doc = results.next();  
System.out.println(doc.getKey()); 

} 
}; 
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SODA for RESTを使用した例示による問合せ 

SODA for REST を使用して“例示による問合せ”操作を実行するには、コレクションを表す URL に対し
て POST 操作を実行します。QBE リクエストが POST に含まれていることを、パラメータ
“action=query”を使用して示します。リクエストのボディは、問合せ仕様を含む JSON ドキュメント
です。ページ区切りをサポートするには、URL にパラメータ“limit”および“offset”を追加します。次
に示すのは、キー“User”が値“TGATES”を持つ最初の 4 つのドキュメントを返す、SODA for REST の
“Query by Example”サービスを使用する cURL コマンドの例です。QBE を指定するために、cURL の-
-data パラメータを使用しています。 

 

 

SODA for REST を使用すると、“List Collection”操作および“Query by Example”操作によってメタデー
タ、コンテンツ、またはその両方を返すかどうかを開発者が制御できます。パラメータ“fields”を使
用し、いずれを返すかを制御します。“fields=id”を指定すると、一致するドキュメントの ID のみに
結果が制限されます。“fields=value”を指定すると、一致するドキュメントのコンテンツが返されま
す。“fields=all”を指定すると、一致するドキュメントの ID とコンテンツの両方が返されます。 

SODA for REST では、“List Collection”操作と“Query By Example”操作に対するレスポンスは、配列
“items”を含む JSON ドキュメントで構成されます。この配列には、操作によって返されたドキュメ
ントごとに 1 つのエントリが含まれ、見つかったドキュメントの数および他の結果が利用可能かど
うかを示すメタデータも含まれます。 

HTTP リクエストに対するレスポンスは、次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この例では、パラメータ“fields=id”を使用して、一致するドキュメントのメタデータのみに結果
セットを制限しています。 

 

curl --digest -u SCOTT:tiger -X POST -H "Accept: application/json" -H "Content-type: 
application/json" --data '{ "User" :"TGATES" }' 
http://localhost:8080/DBJSON/SCOTT/Collection1?action=query\&limit=4\&fields=id 

{ 
"items": [ 

{ 
"id":"09615A98B2B941AF94D84FD44D04AB9C", 
"etag":"D78FBD68D31C1F7381E944E44693F4B55D5E5A2CB7A5B14EDCD285D0E9AB879E", 
"lastModified":"2015-02-10T01:15:13.631231", 
"created":"2015-02-10T01:15:13.631231" 

}, { 
"id":"09976262769F4E209320E7838C59F5B3", 
"etag":"8DF0C9CB4C53A7E2C08C1314E97C3277B9686823C7E4622ABAC9F91F502815B9", 
"lastModified":"2015-02-10T01:15:13.631231", 
"created":"2015-02-10T01:15:13.631231" 

}, { 
"id":"14E6656206114A12950ABF745C309CC5", 
"etag":"7B53F631A4A093738C8281DC7E91FF412232D786A5DB49BBB24F871B745D116A", 
"lastModified":"2015-02-10T01:15:13.631231", 
"created":"2015-02-10T01:15:13.631231" 

}, { 
"id":"1A7828FBCB0647F595B8E075EDFC6E93", 
"etag":"7486F12F8AF733222A7F4A3C6136E0DCFBD5315EC13E86F86D1A55A78127774D", 
"lastModified":"2015-02-10T01:15:13.631231", 
"created":"2015-02-10T01:15:13.631231" 

} 
], 
"hasMore": true, "count":4, 
"offset":0, 
"limit":4 

} 
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コンテンツをフェッチする場合、SODA for REST ではページング・メカニズムを利用して結果セッ
ト全体を簡単にナビゲートできます。このために、HTTP レスポンスには、結果セットのページを
ナビゲートするために必要となる URL を示す“links”オブジェクトが含まれます。次のスニペットで
確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTP レスポンスのサイズを最小化するために、“fields=id”が指定されている場合は“links”情報が省

略されます。 

\ 

  

"hasMore": true, "count":5, 
"offset":5, 
"limit":5, 
"links": [ 

{ 
"rel": "first", 
"href": "/DBJSON/SCOTT/Collection1?offset=0&limit=5" 

}, { 
"rel": "prev", 
"href": "/DBJSON/SCOTT/Collection1?offset=0&limit=5" 

}, { 
"rel": "next", 
"href": 
"/DBJSON/SCOTT/Collection1?offset=10&limit=5" 

} 
] 
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コレクションへの索引付け 

Oracle Database 12c は JSON コレクションへの索引付けをサポートしています。JSON コンテンツ
に作成できる索引のタイプは 2 つあります。1 つ目は、特定のキーの値（複合索引の場合は特定の
キー群の値）に索引を付ける従来型の B ツリー（ビットマップ）索引です（内部的には、ファンク
ションベースの索引にすぎません）。 

2 つ目は、JSON 検索索引と呼ばれる逆向きのリストベース索引で、各 JSON ドキュメント全体に索
引が付けられます。この索引を使用すると、ドキュメントの構造を事前に知らなくても、JSON ド
キュメントに全体的に索引を付けられます。Oracle Database のオプティマイザで問合せを最適化す
ると、問合せを構成しているのが従来の SQL 式であっても SODA QBE 式であっても、自動的にこれ
らの索引が使用されます。 

どちらのタイプの索引も、SODA を使用して作成できます。索引を付ける対象は、索引仕様ドキュ
メントを使用して定義します。Create Index 操作を実行する場合、SODA では索引仕様ドキュメン
トに含まれた情報を使用して、必要な索引を作成する SQL 文が生成されます。 

索 引 を 付 け る 対 象 は 、 索 引 仕 様 ド キ ュ メ ン ト を 使 用 し て 指 定 し ま す 。 次 に 示 す の は 、
name.surname と city.zip に複合 B ツリー索引を作成する索引仕様の例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSON コレクションに逆向きリスト索引を作成する場合は、次の索引仕様を使用します。 

 

 

 

  

{ 

"name" :"PERSON_NAME_INDEX", 
"unique" : false, "fields": 
[ 

{ 
"path" : "name.surname",  
"datatype" : "string",  
"maxLength" :100, 
"order" : "aec" 

},{ 
"path"  
"datatype"  
"order" 

} 

: "city.zip", 
: "number", 
: "desc" 

] 

} 

{ 
"name" :"JSON_PATH_INDEX", 
"unique" : false, "language" : "english", 

 
} 



 

20 | Simple Oracle Document Access APIを使用したスキーマレス・アプリケーション開発 

SODA for Javaを使用した索引の作成 

SODA for Java では、検索操作は OracleCollectionAdmin クラスを使用して構成されています。
OracleCollectionAdmin オブジェクトを取得するには、コレクションの admin メソッドを使用しま
す。索引を作成するには、OracleCollectionAdmin の createIndex メソッドを使用します。索引仕様
は OracleDocument オブジェクトとして createIndex メソッドに渡されます。次に示すのは、SODA 
for Java を使用して索引を作成する方法の例です。 

 

 

 

 

 

SODA for RESTを使用した索引の作成 

SODA for REST を使用して索引を作成する場合は、コレクションに対して POST 操作を実行し、パラ
メータ action=index を指定します。索引仕様ドキュメントは、POST 操作のボディとして渡されま
す。次に示すのは、SODA for REST の"Create Index"サービスを使用して索引を作成する方法の例で
す。ファイル indexSpec.json は索引仕様を含み、POST リクエストのボディを形成します。 

 

 

 

  

public void createIndex(OracleConnection conn, String collectionName, String 
indexSpec) throws OracleException { 

OracleRDBMSClient client = new OracleRDBMSClient(); OracleDatabase database = 
client.getDatabase(conn); 
OracleCollection collection = database.openCollection(collectionName); 
OracleCollectionAdmin admin = collection.admin(); 
admin.createIndex(database.createDocumentFromString(indexSpec)); 

} 

curl --digest -X POST --write-out "%{http_code}\n" -u SCOTT:tiger -H "Accept: 
application/json" -H "Content-type: application/json" --upload-file indexSpec.json 
http://localhost:8080/DBJSON/SCOTT/Collection1?action=index 
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JavaScriptからのSODA for RESTの起動 

SODA for REST は HTTP に基づいているため、Oracle ドキュメント・ストアに格納された JSON ド
キュメントを SODA for REST で操作する JavaScript アプリケーションを非常に簡単に作成できます。
SODA for REST によって提供される REST サービスを含め、JavaScript アプリケーションが REST サー
ビスを呼び出す必要がある場合は、専用の XMLHTTPRequest オブジェクトを使用して呼び出します。
XMLHTTPRequest オブジェクトは最新のすべての JavaScript 環境でサポートされており、W3C 勧告
（http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest）により定義されています。 

適切に作成された JavaScript アプリケーションでは、XMLHttpRequest オブジェクトの非同期処理
機能を利用できます。非同期処理を利用すると、呼出し側のアプリケーションはリクエストが処理
されるまで待機する必要がなくなり、サービル・リクエストの結果が提供されるまで他のタスクを
実行できます。 

非 同 期 処 理 を ト リ ガ ー す る に は 、 操 作 を 非 同 期 に し 、 XMLHTTPRequest オ ブ ジ ェ ク ト の
onreadystatechange プロパティを使用してコールバック関数を指定します。このコールバック関数
は JavaScript 関数で、XMLHTTPRequest オブジェクトの readyState プロパティを 4 に設定して HTTP
レスポンスを処理できるようにすると、JavaScript エンジンによって自動的に呼び出されます。 

コールバックの役割は、サーバーによって生成された HTTP レスポンスを処理することです。完了
した操作に依存するプログラム・ロジックは、この関数で開始する必要があります。 

SODA for REST の“Create Collection”サービスを呼び出す簡単な JavaScript プロシージャを次に示し
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプロシージャは、コレクションの名前、コレクション・プロパティ・オブジェクト、および
コールバック関数の 3 つの引数をとります。このプロシージャのロジックは次のとおりです。 

» コレクション・プロパティ・オブジェクトが指定されているかどうかを確認し、指定されて
いる場合は、JavaScript の組込み JSON オブジェクトを使用してコレクション・プロパティ・
オブジェクトのシリアライズ表現を作成する。 

» 指定されたコレクション名を使用して PUT 操作のターゲットとなる URL を構成する。 

  

function createCollection(collectionName, collectionProperties, callback)  

{ var serializedPayload = null; 

if ((typeof collectionProperties === "object") & (collectionProperties != null)) { 
serializedPayload = JSON.stringify(collectionProperties); 

} 
 

var URL = servletPath + collectionName; 
 

var XHR = new XMLHttpRequest();  
XHR.open ("PUT", URL, true);  
XHR.onreadystatechange= function() { 

if (XHR.readyState==4) {  
callback(XHR,URL,collectionName) 

} 
} 

XHR.setRequestHeader("Content-type","application/json");  
XHR.send(serializedPayload); 

} 

http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest
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» サービスの呼出しに使用する XMLHTTPRequest オブジェクトを作成する。 

» XMLHTTPRequest の open メソッドを使用してターゲット URL に対して非同期 PUT 操作をリ
クエストする。 

» コールバック関数を構成する。この例では、コールバックに XMLHTTPRequest オブジェクト、
URL、およびコレクション名の 3 つの引数が渡されると想定しています。 

» リクエストの“Content-type”ヘッダーを“application/json”に設定し、XMLHTTPRequest の
send メソッドを呼び出して、コレクション・プロパティ・オブジェクトのシリアライズ表
現を HTTP リクエストのボディとして渡す。 

 “ドキュメント作成”操作を実行する簡単な JavaScript プロシージャを次に示します。 

 

 

 

 

 

 

このプロシージャは、コレクションの名前、永続化対象のオブジェクト、およびコールバック関数
の 3 つの引数をとります。このプロシージャのロジックは次のとおりです。 

» JavaScript の組込み JSON オブジェクトを使用して、永続化対象オブジェクトのシリアライ
ズ表現を作成する。 

» 指定されたコレクション名を使用して PUT 操作のターゲットとなる URL を構成する。 

» HTTP リクエストの実行に使用する CXMLHTTPRequest オブジェクトを作成する。 

» XMLHTTPRequest の open メソッドを使用してターゲット URL に対して非同期 POST 操作を
リクエストする。 

» コールバック関数を構成する。この例では、コールバックに XMLHTTPRequest オブジェクト
と URL の 2 つの引数が渡されると想定しています。 

» リクエストの“Content-type”ヘッダーを“application/json”に設定する。 

» XMLHTTPRequest の send メソッドを呼び出して、オブジェクトのシリアライズ表現を HTTP
リクエストのボディとして渡す。 

各ドキュメントの ID をコンソールにログ記録する単純なコールバック関数を次に示します。 

 

 

 

 

function createDocument(collectionName, object, callback) {  
var jsonDocument = JSON.stringify(object); 
var URL = servletPath + collectionName;  
var XHR = new XMLHttpRequest();  
XHR.open ("POST", URL, true);  
XHR.onreadystatechange= function() { 

if (XHR.readyState==4) {  
callback(XHR,URL) 

} 
} 

XHR.setRequestHeader("Content-type","application/json");  
XHR.send(jsonDocument); 

} 

function PostCallback(XHR, URL) { 
var result = JSON.parse(XHR.responseText)  
for (int i=0; i < result.count; i++) { 

console.log("Document [" + i+1 + "]:ID = " + result.items[i].id); 
} 

} 
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その他のAPIと開発環境のサポート 

このホワイト・ペーパーでは、ドキュメント・ストア API による JSON ドキュメントへのアクセス
について説明してきましたが、これらのドキュメントには SQL ベースの API によるアクセスも全面
的に可能です。JSON コンテンツの挿入、アクセス、更新は、Java、C、.NET をはじめとするすべて
の一般的なプログラミング環境向けの SQL ベースのドライバに加え、PHP、Ruby、Python、PERL
などの一般的なスクリプト・フレームワークからも実行できます。JSON を使用したスキーマレ
ス・アプリケーションは SQL インタフェースで構築することもできるため、SQL インタフェースは
リレーショナル・データと JSON データの両方を使用するハイブリッド・アプリケーションに有効
なアプローチです。 

SQLを使用したJSON用の表の作成 

JSON ドキュメントは標準の表に格納することも可能です。次に示すのは、JSON ドキュメントの格
納用に使用できる表を作成する SQL 文です。 

 

 

 

この文を実行すると、PURCHASEORDER という名前の非常に単純な表が作成されます。この表には
CLOB 型の列 PO_DOCUMENT があります。列 PO_DOCUMENT に IS JSON 制約を適用し、適切な形
式の JSON ドキュメントのみをこの列に格納できるようにしています。 

SQLを使用したJSONコンテンツの挿入 

JSON コンテンツに使用されるコンテナ・データ型は標準の SQL データ型であるため、JSON ドキュ
メントを他の文字コンテンツと同じように挿入できます。データ・ソースからデータをロードする
際、すべてのソース・ドキュメントが必ずしも有効な JSON とは限らない場合は、IS JSON 制約の使
用を検討することをお勧めします。where 句で IS JSON 制約を使用すると、有効な JSON のみが処
理されるようにソース・データをフィルタリングできます。この例を次に示します。 

 

 

 

この例では、コンテンツを前述の外部表からコレクション表にロードしています。IS JSON 制約を使用
して、ソース・ドキュメントが有効な JSON でない場合でも操作が失敗しないようにしています。組
込 み SQL 関 数 SYS_GUID() お よ び SYSTIMESTAMP を 使 用 し て 、 列 の ID 、 CREATED 、 お よ び
LAST_MODIFIED に適切な値を指定しています。ソース表に含まれている無効なドキュメントを特定す
るには、別の SELECT 文で IS NOT JSON 制約を使用して表のコンテンツをフィルタリングします。 

 

 

 

 

create table J_PURCHASEORDER ( 
ID RAW(16) NOT NULL,  
DATE_LOADED TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE, 
PO_DOCUMENT CLOB CHECK (PO_DOCUMENT IS JSON) 

) 
/ 

insert into "MyCollection" (ID,CREATED_ON,LAST_MODIFIED,VERSION,JSON_DOCUMENT) 
select SYS_GUID(), SYSTIMESTAMP, SYSTIMESTAMP, ‘0’, JSON_DOCUMENT 

from DUMP_FILE_CONTENTS  
where PO_DOCUMENT IS JSON 

/ 
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SQL を使用したコレクションへの索引付け 

次に示すのは、SQL/JSON 演算子 JSON_VALUE と JSON パス式を使用し、PONumber キーの値に対
して一意のファンクション B ツリー索引を作成する方法の例です。 

 

 

 

 

 

次に示すのは、表 J_PURCHASEORDER の列 PO_DOCUMENT に格納された JSON ドキュメントのコ
レクションに対して逆向きのリスト索引を作成する文です。 

 

 

 

 

索引は、事前定義された索引プリファレンスの CTXSYS.JSON_SECTION_GROUP を使用して作成さ
れます。このプリファレンスは、JSON ドキュメントの索引付け用に最適化されています。SYNC 
(ON COMMIT)により、挿入操作と更新操作がコミット時に確実に索引付けされます。 

  

create unique index PO_NUMBER_IDX  
on J_PURCHASEORDER( 

JSON_VALUE( 
PO_DOCUMENT ,'$.PONumber' returning NUMBER(10) ERROR ON ERROR 

) 
) 

/ 
 
Index created. 

create index PO_DOCUMENT_INDEX 
on J_PURCHASEORDER(PO_DOCUMENT ) 

indextype is ctxsys.context 
parameters('section group CTXSYS.JSON_SECTION_GROUP SYNC (ON COMMIT)') 

/ 
 
Index created. 
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Oracle Database 12cを使用した新しいアプリケーション開発方法 

Oracle Database 12c には JSON 機能を基盤として作成された API が組み込まれているため、ドキュ
メント・ストア・アプリケーションの開発が完全にサポートされます。NoSQL 型開発に精通してい
る人であれば、SODA による新しい開発アプローチを採用すると、スキーマレス開発に関連するあ
らゆるメリットと、堅牢な Oracle Database に関連するあらゆるメリットが得られることを確認で
きたことでしょう。 

SQL ベースのアプリケーションに精通している人であれば、Oracle Database 12c では別のスタイル
でのアプリケーション開発が可能だということを、前述の例をとおして確認できたことでしょう。 

つまり、開発者は Oracle Database を使用してスキーマレス・アプリケーションを構築できます。
データが JSON ドキュメントに格納されている場合は、DBA の協力がなくてもアプリケーションの
開発、デプロイ、変更が可能です。したがって、リレーショナル・スキーマベースの開発モデルを
使用する場合よりも迅速に、新しいバージョンのアプリケーションをリリースできます。 

Oracle Database にドキュメント・ストア機能が加わったことで、新しい開発モデルが提供されるよ
うになりました。新しいドキュメント・ストア・アプリケーションでは、Oracle Database の中核機
能をすべて活用できます。可用性、セキュリティ、スケーラビリティに優れた Oracle Database と
いうインフラストラクチャを基盤にすることができるのです。 
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Intel および Intel Xeon は Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC 商標はライセンスに基づいて使用される SPARC 

International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴおよび AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices の商標または

登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。0517 
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