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BASIC 言語リファレンス
BASIC 言語を使用して、サーバー・ジョブ、またはパラレル・ジョブの BASIC トランスフォーマーで使
用するルーチンおよび変換処理を作成することができます。
この参照資料では、IBM InfoSphere® DataStage® の BASIC プログラミング言語について説明します。これ
は、熟練プログラマーを対象とし、UNIX および Windows 環境の InfoSphere DataStage での BASIC の使
用に関する情報のほか、 InfoSphere DataStage がサポートするすべての BASIC ステートメントおよび関数
の説明を含みます。 BASIC を使った経験がない場合には、最初に概要のトピックをお読みください。ステ
ートメントまたは関数を使用する前に、『BASIC ステートメントおよび関数』の説明を熟読してくださ
い。

InfoSphere DataStage BASIC の概要
InfoSphere DataStage BASIC は、InfoSphere DataStage 環境で効果的に機能するようデザインされた、ビジ
ネス指向のプログラミング言語です。初級プログラマーでも簡単に使用でき、上級プログラマーの要望も十
分に満たすことのできる言語です。
InfoSphere DataStage BASIC の機能は、InfoSphere DataStage の拡張データベース管理機能を利用するステ
ートメントおよび組み込み関数により提供されます。このほかにもさまざまな拡張が施されており、幅広い
アプリケーションに適用できる開発ツールです。
InfoSphere DataStage BASIC の拡張機能には、以下が含まれます。
v オプションのステートメント・ラベル (ステートメント番号) を使用可能
v ステートメント・ラベルの長さは無制限
v 1 行に複数の文を記述可能
v 計算済み GOTO 文
v 複雑な IF 文
v 複数行にまたがる IF 文
v CASE 文の優先度の選択
v 最大 232-1 文字の可変長ストリングでのストリング処理
v 外部サブルーチンの呼び出し
v サブルーチンの直接呼び出しと間接呼び出し
v 磁気テープによる入出力
v RetrieVe データの変換機能
v InfoSphere DataStage ファイル・アクセスおよび更新機能
v ファイル・レベルおよびレコード・レベルでのロック機能
v パターン・マッチング
v 動的な配列

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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BASIC の用語
InfoSphere DataStage BASIC プログラマーが理解しておく必要がある用語を次に示します。
v BASIC プログラム
v ソース・コード
v オブジェクト・コード
v

変数

v 関数
v キーワード

BASIC プログラム
BASIC プログラムとは、コンピューターに対して一連のタスクを指定の順序で実行するよう指示するステ
ートメントの集まりです。 1 つの BASIC ステートメントは、キーワード と変数 からなります。

ソース・コード
ソース・コードとは、プログラマーが記述したプログラムの原型です。

オブジェクト・コード
オブジェクト・コードとは、コンパイラーから出力されるコードです。オブジェクト・コードを実行するに
は、InfoSphere DataStage の RUN コマンドを実行するか、サブルーチンを呼び出します。

変数
変数とは、メモリーに格納されている 1 つ以上のデータにシンボル名を割り当てたものです。 変数には、
数値、文字ストリング、NULL 値をはじめ、プログラマーが定義した値や、プログラムを実行して得られ
た値を格納できます。 変数名の長さは最長で 1 物理行ですが、実際に認識されるのは最初の 64 文字だけ
です。変数名は、英字で始め、英数字、ピリオド ( . )、ドル記号 ( $ )、% 記号 ( % ) を含むことができ
ます。また、大/小文字は区別されます。したがって、REC と Rec は別の変数として認識されます。

関数
BASIC 組み込み関数では、引数を使用して数値や文字ストリングを操作できます。 関数はキーワード名を
使用して指定し、その後ろにカッコで囲んだ引数を指定します。関数は式の中でも使用できます。また、関
数を含んだ式を、別の関数の引数として使用することもできます。 InfoSphere DataStage BASIC には、数
値関数とストリング関数の両方が用意されています。
v 数値関数。 BASIC では、算術計算や代数計算を実行できます。例えば、引数として渡す角度のサイン
(SIN)、コサイン (COS)、タンジェント (TAN) も計算できます。
v ストリング関数。 ストリング関数を使用すると、ASCII 文字ストリングを操作できます。 例えば、
TRIM 関数を使用して文字ストリング内の余分なスペースやタブを削除したり、STR 関数を使用して特
定の文字ストリングを繰り返し生成することができます。

キーワード
BASIC キーワードとは、BASIC のプログラム・ステートメント内で特別に識別されるキーワードです。キ
ーワードの大/小文字は区別されません。したがって、READU と readu は同じキーワードとして認識され
ます。予約語のリストについては、『BASIC 予約語』を参照してください。
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サブルーチン
サブルーチン は、特定のタスクを実行する一連の命令です。いわば小さなプログラムであり、これを別の
プログラムの中に埋め込んで GOSUB ステートメントで呼び出したり、外部プログラムとして CALL ステ
ートメントで呼び出したりできます。 複数のプログラムに共通する処理は、外部サブルーチンにするのが
一般的です。 これによりプログラマーは、共通する処理を一度記述するだけで、さまざまなプログラムか
ら呼び出して実行することが可能となります。
GOSUB ステートメント、または CALL ステートメントが検出されると、プログラム制御は、関連サブル
ーチンに分岐します。内部サブルーチンの冒頭には、ステートメント・ラベルを付ける必要があります。外
部サブルーチンは、SUBROUTINE ステートメントで始める必要があります。
RETURN ステートメントは、サブルーチンの最後で使用して、最後に参照された GOSUB ステートメント
または CALL ステートメントの次のステートメントにプログラム・フローを返します。対応する CALL
ステートメントまたは GOSUB ステートメントがない場合、プログラムが停止して、InfoSphere DataStage
コマンド・レベルに戻ります。RETURN が現れる前に外部サブルーチンが終了した場合は、自動的に
RETURN が実行されます。
注: サブルーチンの実行中に、ABORT ステートメント 、STOP ステートメント、または CHAIN ステー
トメントが検出されると、プログラムは実行を中止、停止、または他の BASIC プログラムへチェーンし、
制御は呼び出し側プログラムには戻りません。
コンマで区切られた 1 つ以上の引数は、引数リスト としてサブルーチンに渡すことができます。引数とし
て指定できるのは、実際の値を表す定数、変数、配列変数、式です。SUBROUTINE ステートメントの引数
リスト には、サブルーチンが渡された値を参照できるように、同じ数の引数を含む必要があります。引数
をサブルーチンに渡す際は、実際にはその引数のポインターが渡されます。 したがって、呼び出し側のプ
ログラムに値を返す際にも引数を使用します。

ソースの構文
BASIC のソース行の構文は次のようになります。
[ label ] statement [ ; statement ... ] <Return>

1 行に複数のステートメントを記述できます。 文と文の間はセミコロンで区切ります。
BASIC のソース行の冒頭には、ステートメント・ラベルを指定できます。 これは常に復帰 (Return) で終
了します。物理的な 1 行に入力できるのは 256 文字までですが、1 ソース行を複数の物理行にわたって入
力することも可能です。

ステートメントの種類
BASIC ステートメントは次の処理に使用できます。
v 入出力制御
v プログラム制御
v 代入 (変数に値を割り当てる)
v 指定 (定数の値を指定する)
v ドキュメンテーション

入力文 は、データがどこから来るかをコンピューターが想定できる場所 (例 : キーボード、特定のファイ
ル、その他) を示します。出力文 は、データを表示したり、保存したりする場所を制御します。
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通常、BASIC ステートメントは入力した順序どおりに実行されます。 制御ステートメント は、次のステ
ートメント以外のステートメントに分岐するか、条件付きでステートメントを実行するか、制御をサブルー
チンに渡すことによって、実行の順序を変更します。

代入文 は値を変数に代入し、仕様文 は名前を定数に代入します。
プログラムのドキュメンテーションは、プログラムのさまざまな部分の説明または文書化を行うオプション
のコメント を含めることによって実施されます。コメントはソース・コード上のもので、プログラムの一
部として実行されるわけではありません。 これはまた、オブジェクト・コードのサイズに影響しません。
コメントの冒頭には、次のいずれかを入力します。
REM

*

!

$*

コメント記号とキャリッジ・リターンの間のテキストは、すべてコメントとして扱われます。 コメントを
BASIC ステートメントの中に埋め込むことはできません。 コメントをステートメントと同じ物理行に入れ
る場合、以下の例のように、ステートメントをセミコロン ( ; ) で終了させてから、コメントを追加してく
ださい。
IF X THEN
A = B; REM 正しい形式のコメント・ステートメント
B = C
END

1 物理行での、複数の文の間にコメントを挿入することはできません。 例えば、次のプログラムの 2 行目
にある B = C はコメントの一部と認識され、プログラムの一部としては実行されません。
IF X THEN
A = B; REM この行の残りはすべてコメント; B = C
END

ただし、次の例のように、複数の物理行にまたがるステートメントの途中にコメントを挿入することは可能
です。
A = 1
B = 2
IF A =
REM comment
PRINT A
REM comment
END ELSE PRINT B

ステートメント・ラベル
ステートメント・ラベルとは、プログラムの各行を一意に識別するためのラベルです。 ステートメント・
ラベルは、文字ストリングとそれに続くコロンで構成されます。ステートメント・ラベルが数値だけである
場合はコロンを省略できます。変数名と同様に、英数字ステートメント・ラベルは、英字で始まり、ピリオ
ド ( . )、ドル記号 ( $ )、および % 記号 ( % ) を含むことができます。大/小文字は区別されます。した
がって、ABC と Abc は別のラベルとして認識されます。 変数名と同様、ステートメント・ラベルの長さ
も最長で 1 物理行ですが、実際に認識されるのは最初の 64 文字だけです。 ステートメント・ラベルは、
BASIC ステートメントの前に追加しても、ステートメント・ラベルだけで 1 行としてもかまいません。
ラベルは常に行頭に入力します。したがって、ラベルの前にスペースは挿入できません。

スペースとタブ
プログラム行では、データ項目の一部でないスペースやタブは無視されます。 したがって、スペースやタ
ブを有効に使用してプログラムを見やすくできます。
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復帰改行と順次ファイル入出力
InfoSphere DataStage BASIC は用語 newline を使用して、タイプ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイル内
のレコードで行が終了する場所を定義する文字または文字シーケンスを指定します。復帰改行を表す文字
は、オペレーティング・システムによって異なります。 UNIX ファイル・システムでは、改行は単一の
LINEFEED 文字から成ります。Windows File System では、改行は文字シーケンス RETURN + LINEFEED
から成ります。
InfoSphere DataStage BASIC は、ほとんどすべての場合、この違いを透過的に処理しますが、少数のインス
タンスでは、オペレーティング・システムの違いがはっきりします。例えば、プログラムを複数のオペレー
ティング・システムで動作させる場合は、順次ファイル入出力 (タイプ 1 ファイルおよびタイプ 19 ファ
イルの読み書きを行単位で行うかデータのブロック単位で行うか) に注意してください。 特に、次のよう
な場面で発生する違いには注意が必要です。
v ファイル内でポインターを移動するとき
v 指定した長さのデータ・ブロックを読み書きするとき

特殊文字
InfoSphere DataStage BASIC 文字セットには、英字、数字、および特殊文字が含まれます。英字は、アルフ
ァベットの大/小文字です。 数字は 0 から 9 までです。特殊文字を次に示します。特殊文字のほとんど
は、数値定数や変数名には使用できません。
スペース
タブ
=

等号または代入記号

+

プラス記号

-

マイナス符号

*

アスタリスク、乗算記号、またはコメント記号

**

累乗

/

スラッシュまたは除算記号

^

上矢印または累乗記号

(

左丸括弧

)

右丸括弧

#

番号 (ポンドまたはハッシュ) 記号または不等号

$

ドル記号

!

感嘆符またはコメント記号

[

左大括弧

]

右大括弧

,

コンマ (数値データには入力不可)

.

ピリオドまたは小数点

'

一重引用符またはアポストロフィー

;

セミコロン

:

コロンまたは連結記号
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&

アンパサンド (アンド) 記号

<

小なり (左不等号括弧)

>

大なり (右不等号括弧)

@

アットマーク

_

アンダースコアー

プログラムの格納
BASIC プログラムは、タイプ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルにレコードとして格納されます。プロ
グラムを格納するレコードを新たに作成する際は、エディターを起動する前にプログラム・ファイルが存在
していることを確認してください。 レコード ID は、タイプ 1 ファイルおよびタイプ 19 ファイルの規
則に準拠する必要があります。

プログラムの編集
InfoSphere DataStage エディター、またはいずれか適切なエディター (例: UNIX であれば vi、Windows で
あれば 編集 ) を使用してプログラムを作成できます。InfoSphere DataStage 環境またはオペレーティン
グ・システム・レベルでプログラムを編集できます。

InfoSphere DataStage でのプログラムの編集
UNIX システムでは、vi を InfoSphere DataStage システム・プロンプトから以下の構文を使用して呼び出
せます。
VI pathname

pathname は編集するプログラムの相対パス名または絶対パス名です。例えば、プログラム PAYROLL が
ファイル BP のレコードとして格納されているとします。 これを vi で編集するには、次のように入力し
ます。
>VI BP/PAYROLL

InfoSphere DataStage から直接に、vi またはその他のエディターを使用する場合、選択したエディターを呼
び出す VOC エントリーを作成できます。例えば、次の VOC エントリーは Windows 上の InfoSphere
DataStage から編集 を呼び出します。
EDIT
001 V
002 ¥win25¥edit.com
003 PR

外部でのプログラムの編集InfoSphere DataStage
オペレーティング・システム・レベルでエディターを呼び出す場合、プログラムを保持している InfoSphere
DataStage ファイルがオペレーティング・システム・レベルでディレクトリーとして実装されていることを
覚えていてください。例えば、YEAR.END プログラムが InfoSphere DataStage の BP ファイルにレコード
として保存されているとします。オペレーティング・システムのパス名は、Windows NT システムでは
BP¥YEAR.END に、UNIX システムでは BP/YEAR.END になります。
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基本操作
手順
1. BASIC プログラム・ソースを格納するには、CREATE.FILE コマンドを使用してタイプ 1 かタイプ 19
の InfoSphere DataStage ファイルを作成します。RUN コマンドでファイル名を指定しない場合は、デ
フォルトのファイル名である BP が使われます。このため、通常の BASIC プログラム・ファイルを格
納するファイル名は BP とするのが一般的です。
2. InfoSphere DataStage エディターまたはその他のエディターを使用して、ステップ 1 で作成したファイ
ルにレコードとして BASIC プログラムのソースを作成します。
3. BASIC プログラム・ソース文を含むレコードを作成したら、BASIC コマンドを使用してプログラムを
コンパイルします。BASIC コマンドでは、コンパイラーが出力するオブジェクト・コードを格納するフ
ァイルが作成されます。 オブジェクト・ファイルは、常にソース・ファイル名に基づいて参照されま
す。したがって、オブジェクト・ファイルの名前を気にする必要はありません。
4. コンパイル・エラーが検出された場合は、エディターを使用してソース・コードを訂正し、BASIC コマ
ンドでリコンパイルします。
5. コンパイルが正常に終了したら RUN コマンドで実行します。プログラムをデバッグするには、RAID
コマンドを使用します。

データ・タイプ、変数、演算子
これらのトピックでは、 InfoSphere DataStage BASIC 言語の基本コンポーネントの概要を示します。デー
タのタイプ、定数、および変数について解説し、各種演算子 (算術、ストリング、関係、論理) を使用して
式を作成する方法を説明します。

データのタイプ
多くのプログラム言語はデータのタイプの違いを区別しますが、InfoSphere DataStage BASIC コンパイラー
は区別しません。すべてのデータは内部的には文字ストリングとして格納され、データのタイプは実行時に
文脈から判断されます。主なデータのタイプとしては、文字ストリング、数値、および不明 (NULL 値) の
3 つがあります。

文字ストリング・データ
文字ストリング・データは、内部的には ASCII 文字のシーケンスで表されます。 数値データも非数値デ
ータも、文字ストリングで表されます。文字ストリング・データの長さには、メモリー容量以外の制限はあ
りません。 1 つの文字ストリングの中に、数値データと非数値データを混在させることも可能です (例:
アドレス)。
NLS モードでは、すべてのデータは、InfoSphere DataStage 内部文字セットにあります。InfoSphere
DataStage のすべての入出力操作において、ファイルまたはデバイスに指定したマップを適用することで、
データは自動的に変換されます。1 文字の長さが 1 バイトを超えてもかまいません。また、1 文字が画面
上の複数の場所を占有しても、まったく占有しなくてもかまいません。 InfoSphere DataStage BASIC で用
意されている関数を使用すると、プログラムでこれらの特性が何であるかを判別できます。
文字ストリング定数:
BASIC ソース・コードで、文字ストリング定数とは、一重引用符、二重引用符、または円記号 ( ¥ ) で囲
まれた一連の ASCII 文字のことです。これらの記号は、文字ストリング値の一部としては認識されませ
ん。 文字ストリング定数の長さは、最長でステートメントの長さです。
文字ストリング定数の例を次に示します。
BASIC 言語リファレンス
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"Emily Daniels"
’$42,368.99’
’Number of Employees’
"34 Cairo Lane"
¥"Fred’s Place" isn’t open¥

文字ストリング・データを囲む開始文字と終了文字は一致していなければなりません。例えば、ストリング
の開始文字が一重引用符であれば、終了文字も一重引用符である必要があります。
文字ストリング内に一重または二重引用符が含まれている場合、文字ストリングを囲む記号にはもう一方の
記号を使用する必要があります。 次の例では、ストリング内に一重引用符が含まれています。
"It’s a lovely day."

ストリング内に二重引用符が含まれている例を次に示します。
’Double quotation marks (") enclosing this string would be
wrong.’

空白ストリングも一種の文字ストリング・データ (長さがゼロの文字ストリング) です。 空白ストリング
を指定するには、一重引用符、二重引用符、または ¥ 記号を 2 つ連続で入力します。
’ ’ or " " or ¥¥

ソース・コード内の文字ストリング定数には、ほとんどの ASCII 文字が使用できます。ただし、コンパイ
ラーで文字ストリングの終わりと解釈される ASCII 文字 0 (NUL)、およびプログラムの論理行を分割する
ASCII 文字 10 (ライン・フィード) は使用できません。これらの文字をストリング定数に埋め込むには、
CHAR(0) および CHAR(10) を使用します。

数値データ
すべての数値データは、内部的には浮動小数点数または整数で表されます。サポートされる浮動小数点数の
範囲は、システムによって異なります。 ほとんどのシステムで、範囲は、小数桁数 15 の精度で、10-307
から 10+307 です。
数値定数:
数値定数は、固定小数点数または浮動小数点数で表すことができます。 コンマおよびスペースは、数値定
数内では使用できません。
固定小数点定数
固定小数点形式は、一連の数字で構成されています。オプションで、小数点を含んだり、プラス ( + ) や
マイナス ( - ) 符号が前に置かれます。有効な固定小数点定数の例を次に示します。
12
-132.4
+10428

浮動小数点定数
浮動小数点形式は、浮動小数に似ていて、一連の数字で構成されています。オプションで、小数部を表すプ
ラス ( + ) やマイナス ( - ) 符号が前に置かれます。一連の数字の後ろには、10 の指数の累乗を表す
「E」という記号と数字が続きます。オプションでマイナス符号を付加できます。 指数の範囲は -307 から
+307 までです。 有効な浮動小数点定数の例を次に示します。
1.2E3
-7.3E42
-1732E-4
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PRECISION ステートメント を使用すると、数値をストリングに変換した結果生じる小数桁の最大数を設
定できます。

不明データ:NULL 値
InfoSphere DataStage BASIC では、NULL 値に特別なランタイム・データの型があります。これは、
InfoSphere DataStage SQL との互換性のために InfoSphere DataStage BASIC に追加されました。NULL 値
が表すのは、値が不明なデータです。
注: NULL 値と空白ストリングを混同しないでください。空白ストリングは長さゼロの文字ストリングであ
り、値がないことが分かっています。 NULL は値が不明なものとして定義されますが、空白ストリングの
値は不明ではありません。したがって、空白ストリングを使用して NULL 値を表すことはできませんし、
NULL 値を使用して「値がない」ことを表すこともできません。
InfoSphere DataStage BASIC の他のすべてのデータのように、NULL 値は文字ストリングとして内部的に
表されます。NULL 値のストリングは、1 バイトの CHAR(128) です。実行時には、この文字に対して明
示的または暗黙的に動的な配列が抽出され、これにデータ・タイプ「NULL」が割り当てられます。
InfoSphere DataStage BASIC プログラムは、システム変数 @NULL を使用して NULL 値を参照できま
す。これらのプログラムは、ISNULL 関数と ISNULLS 関数を使用して、値が NULL 値かどうかをテスト
できます。
NULL 値には、印刷可能な表現はありません。 この資料では、時として、記号 l (ラムダ) が NULL 値を
表示するのに使用されます。
空白ストリングと NULL 値の違いを次に示します。 ストリング値と空白ストリングを連結した場合はス
トリングが返されますが、ストリング値と NULL 値を連結した場合は NULL が返されます。
A
B
C
X
Y

=
=
=
=
=

@NULL
""
"JONES"
C:B
C:A

X の結果値は、"JONES" ですが、Y の値は NULL 値です。また、既知データと不明データを連結すると
不明データが返されます。
プログラマーは、NULL 値 (型が「NULL」である特別な定数)、および NULL 値の保存表記 (型が「スト
リング」の特殊文字 CHAR(128)) との違いをメモしておく必要があります。BASIC プログラムは、システ
ム変数は @NULL の代わりに @NULL.STR を使用して、NULL の保存表記を参照できます。

定数
定数とは、プログラム実行中に値、データ・タイプ、およびデータ長が変化しないデータです。定数には、
文字ストリング定数と数値定数 (整数または浮動小数点定数) があります。文字を含まない文字ストリング
(空白ストリング) を定数にすることもできます。

変数
変数とは、格納されているデータ値のシンボル名です。 変数の値にできるもの例を次に示します。
v 未割り当て
v ストリング (英数文字ストリング、数字、動的な配列など)
v 数字 (固定小数点数 (整数) または浮動小数点数)
v NULL 値
BASIC 言語リファレンス
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v 次元配列 (ベクトルまたはマトリックス)
v サブルーチン名
v ファイル
v 選択リスト
変数には、プログラマーが明示的に値を割り当てても、プログラムの実行中にプログラムの演算結果を割り
当ててもかまいません。 変数の値は、プログラムの実行中に変化します。プログラムの開始時は、値はど
の変数にも割り当てられていません。 未割り当ての変数を使用しようとするとエラー・メッセージが作成
されます。
変数名は、必ず英字で始まります。それ以降は、1 つ以上の数字、英字、ピリオド、ドル記号、およびパー
セント記号が使用できます。 スペースとタブは使用できません。 変数名の長さは最長で 1 物理行です
が、実際に認識されるのは最初の 64 文字だけです。変数名には、付録 A にリストされている、BASIC
予約語のいずれも指定できません。InfoSphere DataStage では、変数内の大/小文字は別のものとして解釈さ
れます。
InfoSphere DataStage BASIC では @ 変数という一連のシステム変数も用意されています。これらの多くは
読み取り専用変数です。 読み取り専用の @ 変数は、プログラマーからは変更できません。
ほとんどの BASIC の変数はそのまま使用できますが、現在のプログラムまたはサブルーチンが実行されて
いる間しか使用できません。ただし、名前なし共通変数は、プログラムがシステム・プロンプトに戻るまで
使用できます。名前付き共通変数と @ 変数は、ユーザーが InfoSphere DataStage からログアウトするまで
使用できます。名前付き共通変数と名前なし共通変数については、COMMON ステートメントを参照して
ください。
NLS モードでは、$DEFINE ステートメントと EQUATE ステートメントによって定義された定数として、
またはコメントとしてのみ、ASCII 文字セット以外の文字を含むことができます。これら以外の文字 (変数
名を含む) には、ASCII 文字セットしか使用できません。 .

配列変数
配列とは、複数のデータ値を表す変数です。 配列には、次元配列と動的な配列の 2 種類があります。 次
元配列には、標準配列と固定配列があります。 固定配列は、ほかの PICK システムとの互換性を維持する
ため、PICK、IN2、REALITY フレーバー・アカウントで提供されています。
次元配列:
次元配列内の各値を、配列のエレメント と呼びます。次元配列には、1 次元配列と 2 次元配列がありま
す。
1 次元配列を、ベクトル と呼びます。ベクトルのエレメントは、メモリー内に連続して配列されていま
す。ベクトルの各エレメントを指定するには、変数名のあとに括弧で囲んだ索引を付加します。 最初のエ
レメントの索引は 1 です。索引は定数か式になります。ベクトルのエレメントを指定する例を次に示しま
す。
A(1)
COST(35)

2 次元配列を、マトリックス と呼びます。最初に 1 行目のエレメントがメモリー内に順番に配列され、次
に 2 行目、3 行目と続きます。 マトリックスの各エレメントを指定するには、変数名のあとに括弧で囲ん
だ 2 つの索引を付加します。 これらの索引は、エレメントの行および列の位置を表します。 1 番目のエ
レメントの索引は (1,1) になります。 索引には、定数だけでなく式を使用することもできます。 3 行 4
列のマトリックスで各エレメントを指定するための索引を次に示します。
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1,1
2,1
3,1

1,2
2,2
3,2

1,3
2,3
3,3

1,4
2,4
3,4

マトリックスのエレメントを指定する場合の例を次に示します。
OBJ(3,1)
WIDGET(7,17)

ベクトルは、2 つ目の次元が 1 のマトリックスとしても扱えます。COST(35) と COST(35,1) は同じであ
り、区別なく使用できます。
ベクトルとマトリックスの両方に、特別なゼロ・エレメント があります。これは、MATPARSE ステート
メント、MATREAD ステートメント、および MATWRITE ステートメントで使用されます。ベクトルのゼ
ロ・エレメントは、vector.name(0) によって指定され、マトリックスのゼロ・エレメントは、
matrix.name(0,0) で指定されます。ゼロ・エレメントは、MATREAD 文および MATPARSE 文で、次元エ
レメントに適合しないフィールドを格納するために使用します。
次元配列は、アカウントのフレーバーに応じて、コンパイル時でも実行時でも作成できます。 実行時に割
り振られる配列は、標準 配列と呼ばれます。コンパイル時に割り振られる配列は、固定 配列と呼ばれま
す。固定配列は、次元を変えることができません。また、固定配列にはゼロ・エレメントがありません。
プログラムを PICK、IN2、または REALITY フレーバー・アカウントでコンパイルした場合だけ、配列が
固定配列になります。それ以外の場合はすべて標準配列です。PIOPEN、INFORMATION および IDEAL フ
レーバー・アカウントで固定配列を使用するには、$OPTIONS ステートメントの STATIC.DIM オプション
を使用します。PICK、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントで標準配列を使用するには、
$OPTIONS -STATIC.DIM を使用します。
動的な配列:
動的な配列は、InfoSphere DataStage ファイル・レコードの構造を文字ストリング・データにマッピングし
たものです。 任意の文字ストリングを動的な配列 にできます。動的な配列のエレメントは、区切り文字で
区切られたサブストリングのエレメントを含む文字ストリングです。これらのエレメントの最上位レベル
は、フィールド・マーク (F) (ASCII 254) で区切られたフィールドです。 各フィールドには、値マーク
(V) (ASCII 253) で区切られた値が含まれます。 各値には、サブ値マーク (S) (ASCII 252) で区切られた
サブ値マークが含まれます。
通常、動的な配列は、InfoSphere DataStage ファイル・レコードに対して読み書きするデータを格納するた
めに使用します。 ただし、InfoSphere DataStage BASIC は動的な配列エレメントを操作する機能を備えて
おり、動的な配列は InfoSphere DataStage ファイルとは無関係に階層的な情報を処理する場合にも非常に
便利です。
動的な配列内のフィールド、値、サブ値の数には、メモリー容量以外の制限はありません。 空白ストリン
グを含んだフィールド、値、サブ値は、それぞれ連続するフィールド・マーク、値マーク、サブ値マークで
表します。
次の文字ストリングは、2 つのフィールドから構成される動的な配列です。
TOMSDICKSHARRYVBETTYSSUESMARYFJONESVSMITH

以下の 2 つのフィールドがあります。
TOMSDICKSHARRYVBETTYSSUESMARY

および
JONESVSMITH
BASIC 言語リファレンス
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この動的な配列には、最初の 2 つのフィールド以外に、無数の空フィールドがあると考えることもできま
す。例えば 3 番目や 4 番目のフィールドを参照すると、空白ストリングが返されます。
1 番目のフィールドには、次の 2 つの値が含まれています。
TOMSDICKSHARRY

および
BETTYSSUESMARY

1 番目の値には、TOM、DICK、HARRY という 3 つのサブ値が含まれています。 2 番目の値には、
BETTY、SUE、MARY という 3 つのサブ値が含まれています。
2 番目のフィールドには、JONES、SMITH という 2 つの値が含まれています。 JONES および SMITH
は、それぞれの値のサブ値でもあります。
次のような文字ストリングも、動的な配列と考えることができます。
NAME AND ADDRESS

この動的な配列には、NAME AND ADDRESS という 1 つのフィールド、1 つの値、1 つのサブ値が含ま
れているものとみなします。
次の文字ストリングも、2 つのフィールドから構成される動的な配列です。
JONESVSMITHVBROWNF$1.23VV$2.75

1 番目のフィールドには、JONES、SMITH、BROWN という 3 つの値が含まれています。2 番目のフィー
ルドには、$1.23、空白ストリング、$2.75 という 3 つの値が含まれています。
BASIC 組み込み関数および演算子を使用すると、個々のサブ値、値、フィールドを取得、変更、追加、削
除できます。
動的な配列を作成するには 2 つの方法があります。1 つはフィールド、値、サブ値を連結する方法、もう
1 つは動的な配列のエレメントを不等号括弧で囲む方法です。後者の構文を示します。
array.name < field# , value# , subvalue# >

例えば、次に示す動的な配列 A を作成するとします。
JONESVSMITHF1.23S20V2.50S10

フィールド、値、サブ値を連結する場合は次のようになります。
A="JONES":@VM:"SMITH":@FM:1.23:@SM:20:@VM:2.50:@SM:10

構文を使用する場合は次のようになります。
A = ""
A<1,1> =
A<1,2> =
A<2,1,1>
A<2,1,2>
A<2,2,1>
A<2,2,2>

"JONES"
"SMITH"
= 1.23
= 20
= 2.50
= 10

この例では、フィールドは 2 つです。 1 番目のフィールド、2 番目のフィールドとも、値が 2 つずつ含
まれています。 2 番目のフィールドの 2 つの値には、サブ値が 2 つずつ含まれています。
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1 番目のフィールドに JONES および SMITH という 2 つの値が含まれていることを宣言するには、次の
文を使用する必要があります。
A = ""
A<1,1> = "JONES"
A<1,2> = "SMITH"

このステートメントを次のように変更したとします。
A = ""
A<1> = "JONES"

この場合、1 番目のフィールドには JONES という値だけ含まれており、そのほかの値やサブ値はないと宣
言したことになります。 次のステートメントも同様です。
A<2,1> = 1.23

この場合、2 番目のフィールドの 1 番目の値は 1.23 であり、サブ値がないと宣言したことになります。
複数のサブ値を含めるには次のように宣言します。
A<2,2,1> = 2.50
A<2,2,2> = 10

この場合は、2 番目のフィールドの 2 番目の値に、2.50 および 10 という 2 つのサブ値が含まれている
ことを宣言したことになります。

ファイル変数
ファイル変数は、OPEN ステートメントの形式で作成されます。いったん開かれたファイル変数は、ファ
イルにアクセスするための入出力文で使用します。 ファイル変数には、ハッシュ・ファイル変数と順次フ
ァイル変数があります。 ファイル変数に格納できるのは、スカラーまたは次元配列のエレメントです。

選択リスト変数
選択リスト変数は、SELECT ステートメント形式で作成されます。選択リスト変数には、選択リストが含
まれていて、READNEXT ステートメントでのみ使用できます。また、ほかの変数と異なり、次元配列のエ
レメントは格納できません。

BASIC での式
式は、BASIC ステートメントの一部となるもので、次の要素から構成されます。
v ストリング定数または数値定数
v 変数
v BASIC 組み込み関数
v ユーザー定義関数
v 定数、変数、演算子、関数、式の組み合わせ

フォーマット式
フォーマット式は、出力する変数のフォーマットに使用します。 表示または印刷するデータのフィール
ド・サイズ、位置揃え (left、right、または text)、表示する小数点以下の桁数などを指定できます。フォー
マット式の機能は、FMT 関数の機能に似ています。構文は次のようになります。
variable format

format には、次の評価を行うストリング式を指定します。
[ width ] [ background ] justification [ edit ] [ mask ]
BASIC 言語リファレンス
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width または mask のいずれかで、表示するフィールドのサイズを指定できます。
background には、フィールドを詰めるために使用する文字を指定します (デフォルトはスペース)。
justification には、left、right、または text を指定します。text を指定すると、出力は左揃えになりますが、
可能な場合はスペースで改行します。
edit には、出力する数値データをどのようにフォーマットするかを指定します。例えば、小数点以下何桁ま
で表示するか、どの程度縮小するか、データを四捨五入するか切り捨てるか、通貨の正負をどう表現する
か、先行ゼロをどう処理するかなどを指定できます。
mask には、出力データのパターンを指定します。
フォーマット式を NULL 値に適用すると、空白ストリングをフォーマットした場合と同じ結果になりま
す。これは、NULL 値に印刷可能な表現がないためです。
STATUS 関数を使用すると、フォーマット処理の結果を確認できます。STATUS 関数では、フォーマット
処理のあとに次のいずれかの値が返されます。
0

フォーマット処理は正常に終了しました。

1

変数が無効です。

2

フォーマット式が無効です。

NLS モードでは、FMT 関数は、式を文字でフォーマットします。FMTDP 関数は、式を表示位置でフォー
マットします。データに 2 バイトまたはマルチバイトの文字が含まれていると、フォーマット・マスクの
効果が異なります。

BASIC の演算子
演算子を使用すると、値に対して算術演算、ストリング演算、論理演算を実行できます。 演算対象となる
式をオペランドと呼びます。 BASIC の演算子には、次の種類があります。
v 算術
v ストリング
v 関係
v パターン・マッチング
v IF 演算子
v 論理
v 代入
v 動的な配列

算術演算子
算術演算子を使用すると、1 つ以上の変数、定数、組み込み関数から構成される複数オペランドを結合でき
ます。 算術式の結果は、ほかの式とほぼ無期限に結合できます。 算術式の構文は次のとおりです。
expression operator expression

15 ページの表 1 には、BASIC で使用される算術演算子が評価の順番にリストされます。
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表 1. 算術演算子
演算子

処理

サンプル式

-

否定

-X

^

累乗

X ^ Y

**

X ** Y

*

乗算

X * Y

/

除算

X / Y

+

加算

X + Y

-

減算

X - Y

括弧を使用すると、評価の順序を変更できます。括弧で囲まれた式の演算は、括弧の外よりも優先的に実行
されます。
次の式は、112 + 6 + 2 または 120 と評価されます。
(14 * 8) + 12 / 2 + 2

一方、次の式は 14 * 20 / 4、または 280 / 4、または 70 と評価されます。
14 * (8 + 12) / (2 + 2)

NULL 値が関係する算術演算の結果は必ず NULL 値になります。 これは、NULL 値が不明な値であり、
不明な値をどんな値と組み合わせても結果は不明な値となるためです。 したがって、次の例の B は
NULL 値になります。
A = @NULL
B = 3 + A

算術式の値は、内部的にシステムの完全精度の浮動小数点数として保持されます。
数字しか含まれていない文字ストリング変数を算術式に使用すると、この文字ストリングは数値変数として
処理されます。 つまり、算術式では、数字のストリングが内部的に数値に変換されて数値として評価され
ます。 例えば、次の式は 77 と評価されます。
55 + "22"

数字以外の文字を含む文字ストリング変数を算術式に使った場合は、警告メッセージが表示され、この文字
ストリングはゼロとして処理されます。 例えば、次の式は 85 と評価され、データが数値でないことを示
す警告メッセージが表示されます。
"5XYZ" + 85

INFORMATION または PIOPEN フレーバー・アカウントでコンパイルした BASIC プログラムは、繰り返
し列データを演算するための命令を備えています。 次のステートメントは、INFORMATION または
PIOPEN フレーバー・アカウントでコンパイルしたプログラムであれば処理できます。
C = (23:@VM:46) * REUSE(2)

IDEAL、PICK、PIOPEN、REALITY、または IN2 フレーバー・アカウントでコンパイルした BASIC プロ
グラムでは、ストリングが単一値の数値として解釈できる場合に限り、そのストリング・データに対して算
術演算を実行できます。 上記のステートメントは、IDEAL、PICK、PIOPEN、REALITY、または IN2 フ
レーバー・アカウントでもコンパイルできますが、実行時にはエラーが発生します。 REUSE 関数は、2
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をストリングに変換しますが、あとで、算術演算の場合に、このストリングを数値に変換し直す必要があり
ます。これは、無害です。複数値ストリングは、数値に変換できず、非数値データ 警告が出されます。
IDEAL フレーバーでは、複数値データの算術演算によるパフォーマンスの悪化を防ぐため、算術演算が単
一値データで行われます。IDEAL、PICK、PIOPEN、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントで、
複数値算術計算を実行するには、$OPTIONS ステートメントの VEC.MATH オプションを使用します。

ストリング演算子
連結演算子 ( : または CAT) は、ストリング式をリンクさせて複合ストリング式を形成します。
’HELLO.

’ : ’MY NAME IS ’ : X : ".

WHAT’S YOURS?"

または、
’HELLO.
YOURS?"

’ CAT ’MY NAME IS ’ CAT X CAT ".

WHAT’S

例えば、X の現行値が JANE だとすると、これらのストリング式の値はどちらも次のようになります。
"HELLO.

MY NAME IS JANE.

WHAT’S YOURS?"

連結演算子が複数ある場合は、左から右の順に実行されます。 括弧で囲んだ式は、括弧の外よりも優先的
に評価されます。
連結式では、NULL 値を除くすべてのオペランドが、ストリング式であるか数値式であるかにかかわらず
ストリング値とみなされます。 ただし、算術演算子は連結演算子よりも優先されます。例:
"THERE ARE " : "2" + "2" : "3" : " WINDOWS."

この連結式の値は次のようになります。
"THERE ARE 43 WINDOWS."

NULL 値が関係するストリング演算の結果は必ず NULL 値になります。 これは、NULL 値が不明な値で
あり、不明な値に対する演算の結果も不明な値となるためです。 しかし NULL 値が、NULL 値 (すなわ
ち、ストリング CHAR(128)) のみを含む文字ストリングとして参照される場合、文字ストリング・データ
として扱われます。例えば、次の式は NULL と評価されます。
"A" : @NULL

しかし、次の式は、「A<CHAR128>」と評価されます。
"A" : @NULL.STR

サブストリング演算子:
substring は、文字ストリングの連続文字のサブセットです。例えば、JAMES はストリング JAMES
JONES のサブストリングです。 また、JAMES JON も JAMES JONES のサブストリングです。
サブストリングは、変数名または配列エレメントの指定子として指定でき、その後ろにコンマ区切りの 2
つの値を大括弧で囲んで指定します。 この 2 つの値によって、開始文字の位置とサブストリングの長さを
指定できます。構文は次のようになります。
expression [ [ start, ] length ]

太字の大括弧は構文の一部で、入力する必要があります。
start が 0 または負の数値の場合、開始位置は 1 とみなされます。start が省略された場合は、開始位置は
以下の公式に従って計算されます。
string.length - substring.length + 1
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これによって、ストリングの長さを計算しないでも、ストリングの最後の n 個の文字を含むサブストリン
グを指定できます。例えば、サブストリングを次のように指定したとします。
"1234567890" [5]

返されるサブストリングは次のようになります。
67890

別の構文の例を示します。
A="###DHHH#KK"
PRINT A["#",4,1]

この例の出力は次のようになります。
DHHH

この構文でも、ストリングからサブストリングを抽出できます。
expression [ delimiter, occurrence, fields ]

太字の大括弧は構文の一部で、入力する必要があります。この構文を使用すると、指定された区切り文字が
出現回数の指定値に達するまで、その中で見つかったサブストリングを返します。fields には、サブストリ
ングとともに返される区切り文字の出現回数が指定値に達したあとに続くフィールドをいくつ抽出するかを
指定します。 後続のフィールドの抽出時には、区切り文字が抽出される値の一部となります。この構文で
は、FIELD 関数と同じ関数が実行されます。
すべてのサブストリング構文は、代入演算子 ( = ) と一緒に使用して、[ ] 演算子で普通に返される値を、
変数に割り当てられた値で置換できます。例:
A=’12345’
A[3]=1212
PRINT "A=",A

返される値は次のようになります。
A=

121212

[ ] 演算子の 3 つの引数構文の割り当てには、FIELDSTORE 関数と同じ機能があります。

関係演算子
関係演算子を使用すると、数値、文字ストリング、および論理データを比較できます。比較の結果、プログ
ラム・フローに関する判定に、真 ( 1 ) または偽 ( 0 ) のどちらかが使用されます (IF ステートメント
を参照してください)。表 2 に、関係演算子がリストされています。
表 2. 関係演算子
演算子

関係

例

EQ または =

等しい

X = Y

NE または #

等しくない

X # Y

>< または <>

等しくない

X <> Y

LT または <

より小さい

X < Y

GT または >

より大きい

X > Y

LE または <= または =< または #>

以下

X <= Y

GE または >= または => または #<

以上

X >= Y
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1 つの式に算術演算子と関係演算子の両方が使われている場合、算術演算が優先的に実行されます。 例を
示します。
X + Y < (T - 1) / Z

X と Y を足した値が、T から 1 を引いたものを Z で除算した値より小さい場合は、真です。
ストリングの比較では、ストリングの文字ごとに ASCII 値が比較されます。ASCII コードの数値が高いス
トリングほど大きいと判断されます。 すべての ASCII コードが同じであれば、それらのストリングは等
しいと判断されます。
2 つのストリングの長さが異なり、短い方のストリングが長い方のストリングの先頭部分と一致している場
合は、長いストリングの方が大きいと判断されます。
注: 空白ストリングは、常に文字ストリングとして比較されます。数値のゼロとは等しくないと判断されま
す。
スペースは、ゼロより小さいと判断されます。 したがって、先頭および後続のスペースは重要です。2 つ
のストリングが数値に変換できる場合、これらは数値的に比較されます。
次に示す例は、すべて結果が真になります。
"AA" < "AB"
"FILENAME" = "FILENAME"
"X&" > "X#"
"CL " > "CL"
"kg" > "KG"
"SMYTH" < "SMYTHE"
B$ < "9/14/93"
(where B$ = "8/14/93")

NULL 値が関係する比較は実行できません。つまり、どんな値を NULL 値と比較しても、結果は不明とな
ります。 NULL 値はどんな値 (NULL 値自体を含む) とも等しくないため、= (EQ) 演算子を使用して
NULL 値をテストすることはできません。ISNULL 関数 または ISNULLS 関数 を使用することが、NULL
値をテストする唯一の方法です。

パターン・マッチング演算子
パターン・マッチング演算子、MATCH 演算子、およびその同義語の MATCHES は、ストリング式をパタ
ーンと比較します。パターン・マッチング式の構文は次のとおりです。
string MATCH[ES] pattern

パターンとは、ストリングのフォーマットを意味する一般的な用語です。 これは、テキスト、特殊文字
X、A、および N (これらの特殊文字の前に反復係数として使用される整数が付く) で構成できます。X は
すべての文字、A はすべてのアルファベット、N はすべての数字を表します。例えば、3N は 3 桁の数字
から構成される文字ストリングのパターンを表します。 反復係数がゼロの場合は、文字数がいくつであっ
てもそのストリングにマッチすることを意味します。 例えば、0A はすべてのアルファベット文字列 (空
ストリングを含む) にマッチするパターンです。 NLS ロケールが定義されている場合、alphabetic と
numeric に関連した定義によってパターン・マッチングは判別されます。
空白ストリングは、以下のパターンに一致します。"0A"、"0X"、"0N"、"..."、""、''、または ¥¥。
BASIC では、ストリングの長さをバイト数ではなく文字数で判別します。 NLS モードでは、MATCHES
はマルチバイトの文字セットでもシングルバイトの文字セットでも同じように機能します。
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IF 演算子
IF ステートメント演算子によって、他の値の真実性に対して値条件を指示できます。IF 演算子の構文は次
のとおりです。
variable = IF expression THEN expression ELSE expression

variable には、IF 式が真の場合、THEN 式の値が割り当てられ、そうでない場合は、ELSE 式の値が割り
当てられます。IF 演算子は IF ステートメントに似ていますが、より効率的な場合もあります。

論理演算子
数値データ、ストリング・データ、および NULL 値は、論理データとして機能します。 数値データおよ
びストリング・データを、真または偽の論理値とみなすこともできます。 数値データの場合は、0 (ゼロ)
が偽、その以外の値はすべて真となります。 文字ストリング・データの場合は、空白ストリングが偽、そ
れ以外のストリングはすべて真となります。 NULL 値は、真でも偽でもなく、NULL という特殊な論理値
となります。
論理演算子を使用すると、論理式をテストできます。 ゼロまたは空白ストリングと評価された論理式は偽
となります。 NULL と評価された論理式は NULL となります。 これら以外と評価された式は真となりま
す。
InfoSphere DataStage BASIC での論理演算子は、以下のとおりです。
v AND (または&)
v OR (または !)
v NOT
NOT 関数を使用すると、論理値を反転させることができます。
論理演算子のオペランドは、論理データ・タイプとみなされます。表 3、表 4、および 表 5 の各表に論理
演算の結果が示されています。
表 3. AND 演算子
AND

TRUE

NULL

FALSE

TRUE

TRUE

NULL

FALSE

NULL

NULL

NULL

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

OR

TRUE

NULL

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

NULL

TRUE

NULL

NULL

FALSE

TRUE

NULL

FALSE

表 4. OR 演算子

表 5. NOT 演算子
NOT
TRUE

FALSE

NULL

NULL

FALSE

TRUE
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算術演算および関係演算は、論理演算よりも優先されます。 InfoSphere DataStage 論理演算は、左から右
に評価されます (AND 文が OR 文より優先されるということはありません)。
注: 論理値 NULL は、条件が真だと判断できないので、偽のアクションを行います。

代入演算子
代入演算子を、InfoSphere DataStage BASIC 代入文で使用して、値を変数に割り当てることができます。表
6 には、演算子とその使用が示されます。
表 6. 代入演算子
演算子

構文

説明

=

variable = expression

他に演算を指定せずに、式の値を
variable に割り当てます。

+=

variable += expression

expression 値を variable の以前の値に
加算して、その合計を variable に割
り当てます。

-=

variable -= expression

expression 値を variable の以前の値か
ら減算して、その差を variable に割
り当てます。

:=

variable := expression

variable の以前の値と expression の値
を連結して、variable に新規値を形成
します。

表 7 には、代入文の例を示します。
表 7. 代入文の例
例

説明

X = 5

このステートメントは、値 5 を variable X に割り当てま
す。

X += 5

このステートメントは、X=X+5 に相当します。variable
X の値に 5 を追加します。元の値が 5 である場合、X
の値は 10 になります。

X -= 3

このステートメントは、X=X-3 に相当します。variable X
の値から 3 を減算します。元の値が 5 である場合、X
の値は 2 になります。

X := Y

このステートメントは、X=X:Y に相当します。X の値が
「CON」であり、Y の値が「CATENATE」である場合、
variable X の新規値は「CONCATENATE」になります。

動的な配列の演算
InfoSphere DataStage BASIC には、動的配列での共通演算を実行するためにデザインされた多くの特別な関
数があります。
ベクトル関数:
ベクトル関数を使用すると、データを単一の値としてではなく、データのリストとして処理できます。
$OPTIONS ステートメントの VEC.MATH (または V) オプションを使用することで、算術演算子 (
+、-、*、/ ) も、データのリストとして動的配列で処理できます。
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ベクトル関数やベクトル演算子を使った演算も、本質的には標準の関数や演算子を使った演算と同じです。
ただし、標準の関数では、すべての変数を単一値変数として処理し、区切り文字もデータの一部として扱わ
れます。 一方、ベクトル関数では区切り文字が識別され、各フィールド、値、サブ値が個別に処理されま
す。 つまり、ベクトル関数では、単一値変数を 1 番目の値だけが定義された動的な配列であるかのように
処理します。
ベクトル関数は、既存の InfoSphere DataStage BASIC プログラムとの互換性のためにサブルーチンとして
実装されます。各サブルーチンの名前は、関数名の先頭にハイフンを付けたものになります。 例えば、
ADDS 関数を実行するサブルーチンの名前は、-ADDS になります。サブルーチンは、グローバルにカタロ
グされるので、CALL ステートメントで説明する方式を使用してアクセスできます。
表 8 の最初の列には InfoSphere DataStage BASIC で利用可能な動的配列を操作するための関数を示しま
す。 2 列目には、同じ操作を単一値変数に対して実行する場合の命令を示します。 この表では、m1 と
m2 が、動的配列を表します。s1 と s2 は、単一値変数を表します。p1、p2 などは、単一値パラメーター
を表します。関数の値は、動的な配列となります。
表 8. ベクトル関数
ベクトル関数

単一値フィールドの場合

ADDS (m1, m2)

s1 + s2

ANDS (m1, m2)

s1 AND s2

CATS (m1, m2)

s1 : s2

CHARS (m1)

CHAR (s1)

COUNTS (m1, p1)

COUNT (s1, p1)

DIVS (m1, m2)

s1 / s2

EQS (m1, m2)

s1 EQ s2

ISNULLS (m1)

ISNULL (s1)

NES (m1, m2)

s1 NE s2

LES (m1, m2)

s1 LE s2

LTS (m1, m2)

s1 LT s2

GES (m1, m2)

s1 GE s2

GTS (m1, m2)

s1 GT s2

NOTS (m1)

NOT (s1)

FIELDS (m1, p1, p2, p3)

FIELD (s1, p1, p2, p3)

FMTS (m1, p1)

FMT (s1, p1)

ICONVS (m1, p1)

ICONV (s1, p1)

IFS (m1, m2, m3)

IF s1 THEN s2 ELSE s3

INDEXS (m1, p1, p2)

INDEX (s1, p1, p2)

LENS (m1)

LEN (s1)

MODS (m1, m2)

MOD (s1, s2)

MULS (m1, m1)

s1 * s2

NUMS (m1)

NUM (s1)

OCONVS (m1, p1)

OCONV (s1, p1)

ORS (m1, m2)

s1 OR s2

SEQS (m1)

SEQ (s1)

STRS (m1, p1)

STR (s1, p1)
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表 8. ベクトル関数 (続き)
ベクトル関数

単一値フィールドの場合

SPACES (m1)

SPACE (s1)

SPLICE (m1, p1, m2)

s1 : p1 : s2

SUBSTRINGS (m1, p1, p2)

s1 [p1, p2]

SUBS (m1, m1)

s1 - s2

TRIMS (m1)

TRIM (s1)

1 つの関数または演算子で 2 つの動的な配列を処理する場合、2 つのリストが並行して処理されます。つ
まり、フィールド A の 1 番目の値とフィールド B の 1 番目の値が一緒に処理され、続いてフィールド
A の 2 番目の値とフィールド B の 2 番目の値が一緒に処理されます。
例を次に示します。
A = 123V456S7890S2468V10F3691V33S12
B = 13V57S912F1234V8
$OPTIONS VEC.MATH
X = A + B

この場合、最初に動的な配列の 1 番目のフィールドが分離されます。次のようになります。
A <1> = 123V456S7890S2468V10
B <1> = 13V57S912

次に、1 番目のフィールドの 1 番目の値が分離されます。
A <1, 1> = 123
B <1, 1> = 13

続いて、1 番目のフィールドの 1 番目の値の 1 番目のサブ値が分離されて加算されます。
A <1, 1, 1> = 123
B <1, 1, 1> = 13

その結果、1 番目のフィールドの 1 番目の値の 1 番目のサブ値は次のようになります。
X <1, 1, 1> = 136

どちらの値にもほかのサブ値が存在しないため、次に 1 番目のフィールドの 2 番目の値が分離されます。
A <1, 2> = 456S7890S2468
B <1, 2> = 57S912

続いて、1 番目のフィールドの 2 番目の値の 1 番目のサブ値が分離されて加算されます。
A <1, 2, 1> = 456
B <1, 2, 1> = 57

その結果、1 番目のフィールドの 2 番目の値の 1 番目のサブ値は次のようになります。
X <1, 2, 1> = 513

次に、サブ値は:
A <1, 2, 2> = 7890
B <1, 2, 2> = 912

分離されて加算されます。
X <1, 2, 2> = 8802
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次に、サブ値は:
A <1, 2, 3> = 2468
B <1, 2, 3> = ""

分離されて加算されます。
X <1, 2, 3> = 2468

B <1, 2, 3> は存在しないため、空白ストリングとして扱われます。 空白ストリングは、算術式ではゼロ
となります。
1 番目のフィールドの 2 番目の値にはほかのサブ値が存在しないため、これらの値は分離されます。
A <1, 3> = 10
B <1, 3> = ""

次に、サブ値は:
A <1, 3, 1> = 10
B <1, 3, 1> = ""

分離されて加算されます。
X <1, 3, 1> = 10

1 番目のフィールドにはほかの値またはサブ値が存在しないため、各々の動的な配列の 2 番目のフィール
ドが分離され、サブ値レベルまでの処理が繰り返されます。 2 番目のフィールドは次のように記述されて
いるとします。
A <2> = 3691V33S12
B <2> = 1234V8

まず、2 番目のフィールドの 1 番目の値が分離されます。
A <2, 1> = 3691
B <2, 1> = 1234

続いて、2 番目のフィールドの 1 番目の値の 1 番目のサブ値が分離されて加算されます。
A <2, 1, 1> = 3691
B <2, 1, 1> = 1234

その結果、2 番目のフィールドの 1 番目の値の 1 番目のサブ値は次のようになります。
X <2, 1, 1> = 4925

次に、2 番目のフィールドの 2 番目の値が分離されます。
A <2, 2> = 33S12
B <2, 2> = 8

続いて、2 番目のフィールドの 2 番目の値の 1 番目のサブ値が分離されて加算されます。
A <2, 2, 1> = 33
B <2, 2, 1> = 8

その結果、2 番目のフィールドの 2 番目の値の 1 番目のサブ値は次のようになります。
X <2, 2, 1> = 41

続いて、2 番目のフィールドの 2 番目の値の 2 番目のサブ値が分離されて加算されます。
A <2, 2, 2> = 12
B <2, 2, 2> = ""
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その結果、2 番目のフィールドの 2 番目の値の 2 番目のサブ値は次のようになります。
X <2, 2, 2> = 12

どちらの動的配列にもほかのエレメントは存在しないため、結果は次のようになります。
X
X
X
X
X
X
X
X

<1,
<1,
<1,
<1,
<1,
<2,
<2,
<1,

1,
2,
2,
2,
3,
1,
2,
2,

1>
1>
2>
3>
1>
1>
1>
2>

=
=
=
=
=
=
=
=

136
513
8802
2468
10
4925
41
12

処理後の動的な配列には、これらのエレメントが格納されます。その際、レベルが異なるエレメント間は、
異なっている最上位レベルの分離マークで分離されます (例えば、X<1,1,1> と X<1,2,1> は、値レベルが
異なるため値マークで分離されます)。 その結果、処理後の動的な配列は次のようになります。
X = 136V513S8802S2468V10F4925V41S12

REUSE 関数:
前項で説明したように、フィールド、値、またはサブ値の数が異なる 2 つの動的な配列をベクトル関数で
処理する場合、2 つのリストが等しくなるようにゼロまたは空白ストリングが追加されます。
REUSE 関数 を使用する場合、長い方のリスト内のエレメントすべてがなくなるか、次の高位の区切り文
字が出現するまで、短い方のリスト内の最後の値が再利用されます。
動的な配列の演算と NULL 値:
動的な配列の演算では、NULL 値を配列参照すると、その NULL 値は最小の区切り文字レベルでの不明な
構造として扱われます。例えば、抽出演算子 ( < > ) は、要求されたデータ・エレメントを動的配列から
抽出します。NULL 値自体から抽出されるエレメントは必ず NULL 値になります。要求した動的配列エレ
メントが NULL 値の格納時の表現 (CHAR(128)) である場合は NULL 値が返されます。
3 つの例を次に示します。
X is l
Y = ^128
Z = ^128VA

X は NULL 値、Y は NULL 値を表す文字 (CHAR(128)) だけを格納する動的な配列、Z は値マークで区
切られた 2 つの値 (CHAR(128) と A) を格納する動的な配列です。
X から動的な配列の全体または一部を抽出しても、常に NULL 値が返されます。
X<1> is l
X<2> is l
X<1,2> is l

しかし、Y または Z から動的な配列の全体または一部を抽出した場合、抽出演算子が配列エレメントを特
別に参照するときにだけ NULL 値が返されます。
Y<1> is l
Y<2> = ""
Y<1,2> is l
Z<1> = ^128VA
Z<2> = ""
Z<1,1> is l
Z<1,2> = A
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動的な配列の抽出での、CHAR(128) だけから構成されるストリングが、2 つのシステム区切り文字の間ま
たはシステム区切り文字とストリングの終端文字との間で見つかった場合は、ほかの演算を実行する前に
CHAR(128) が NULL 値に変換されます。
BASIC 動的配列演算が NULL 値を処理する方法については、EXTRACT、INSERT、REPLACE、
DELETE、REMOVE、REUSE それぞれの関数および 245 ページの『INS ステートメント』、DEL ステー
トメントを参照してください。

BASIC プログラムのコンパイル
BASIC プログラムを実行する前に、InfoSphere DataStage BASIC コンパイラーでコンパイルしておく必要
があります。コンパイラーを使用すると、ソース・コードを入力として、実行可能なオブジェクト・コード
を作成できます。
InfoSphere DataStage コマンド CREATE.FILE を使用して、BASIC プログラムのソース・コードを格納す
るために、タイプ 1 ファイルかタイプ 19 ファイルを作成してください。オペレーティング・システムの
エディター (例 vi)、InfoSphere DataStage エディター、または両方を組み合わせたもので、ソース・コード
を作成および編集できます。
BASIC

BASIC コマンド
BASIC プログラムをコンパイルするには、次の構文に従って、BASIC コマンドをシステム・プロンプトに
入力します。
BASIC filename [ program |* ] ... [ options ]

filename は、コンパイルする BASIC プログラムを含む、タイプ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルの
名前です。すべてのプログラムを同じファイルに格納しておくと、一度に複数のプログラムをコンパイルで
きます。

バックグラウンドでのプログラムのコンパイル
PHANTOM コマンドを使用すると、バックグラウンドで BASIC プログラムをコンパイルできます。
PHANTOM コマンドの出力は、&PH& という名前のファイルに格納されます。 例えば、次のコマンドを
入力したとします。
>PHANTOM BASIC BP *

は、BP でのすべてのプログラムをコンパイルして、出力を &PH& ファイル内のレコード名
BASIC_tttt_dddd に入れます (tttt および dddd は時刻と日付スタンプです)。

BASIC オプション
BASIC コマンドでは、次のオプションが使用できます。
+$option
指定した $OPTIONS オプションをオンにするか、フレーバーを定義します。
-$option
指定した $OPTIONS オプションまたはフレーバーをオフにします。
-I

コンパイラーや BASIC プログラムで RAID または VLIST の実行を抑止します。
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-LIST または -L
プログラムのリストを生成します。
-XREF または -X
プログラム内のステートメント・ラベルと変数名の相互参照表を生成します。
-SPOOL または -S
プログラムのリストを生成し、ファイルではなくプリンターに直接スプールします。
-T

通常であれば、実行時エラー・メッセージとして、オブジェクト・ファイルの最後に追加される記
号表および行番号表が追加されないようにします。

-LIST または -XREF のいずれかのオプションで作成されたリストは、ソース・ファイル名に接尾部 .L を
付けたファイル名で保存されます。リスト・ファイル (filename.L) にリストされたプログラムのレコード
ID は、プログラム・ファイル (filename) 内のレコード ID と同じです。
+$ オプション:
+$ オプションを使用すると、オンにする $OPTIONS オプション、または、プログラムで使用するフレー
バーを指定できます。オプションとフレーバーのリストについては、$OPTIONS ステートメント を参照し
てください。オンにするオプションは、オフにするオプションの前に指定する必要があります。
-$ オプション:
-$ オプションで、オフにする $OPTIONS オプション、またはフレーバーを指定できます。オプションと
フレーバーのリストについては、$OPTIONS ステートメント を参照してください。オフにするオプション
は、オンにするオプションのあとに指定する必要があります。
-I オプション:
-I オプションを使用すると、BASIC プログラムで RAID または VLIST の実行を禁止できます。これによ
って、デバッグ済みのサブルーチンをバイパスでき、サブルーチンをプロテクトできます。
-LIST オプション:
-LIST オプションで作成されたリストには、すべてのソース行と、$INSERT ステートメント、または
$INCLUDE ステートメントを使用して挿入された行すべてが含まれます。リストは、ソース・ファイル名
の末尾に .L を付加したファイル名で保存されます。リスト・ファイルにリストされたプログラムのレコー
ド ID は、プログラム・ファイル内のレコード ID と同じです。
-XREF オプション:
-XREF オプションで、プログラムで使用されるすべてのラベルと変数名のアルファベット順の相互参照リ
ストを作成できます。リストは、ソース・ファイル名の末尾に .L を付加したファイル名で保存されます。
リスト・ファイルにリストされたプログラムのレコード ID は、プログラム・ファイル内のレコード ID
と同じです。
例を次に示します。
>BASIC BP DATE.INT -XREFCompiling: Source = ’PB/DATE.INT’, Object = ’BP.O/DATE.NT’
Compilation Complete.
>ED BP.L DATE.INT13 lines long.
----: P0001: BP.L/DATE.INT Source Listing
0002:
0003:
0004: Cross Reference Listing
0005:
0006: Variable....... Type..........
References........................
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............
0007:
0008: DATE
Local Scalar
0009:
0010: * Definition of symbol
0011: = Assignment of variable
0012: ! Dimension
0013: @ Argument to CALL

0003=

0004

このリストには、Variable、Type、および Reference の 3 つの列が表示されます。 Variable には、変数名
または記号名が示されます。 Type には、次の記号タイプのいずれかが示されます。
Local Scalar
Local Array
Common Scalar
Common Array
Argument
SUBROUTINE ステートメントで使用する変数
Array Arg
MAT 節で使用する変数
@variable
システム @ 変数の 1 つ
Label

プログラム・ラベル (例えば GOTO FOO)

Named Common
名前付き共通セグメントの名前
Predefined EQU
@FM、@VM などの定義済み等式
Equate
ユーザー定義の等式
References には、プログラム内でその記号を参照する行の番号がすべて示されます。 各行番号の後ろに
は、その行の内容を示す記号を付けることができます。
*

記号の定義

=

変数の割り当て

!

配列の次元

@

CALL ステートメントの引数

-SPOOL オプション:
-SPOOL オプションで、ファイルではなくプリンターに出力するようにできます。このオプションを使用し
て、プログラム・リストを印刷用にスプールできます。
リストが非常に長く、プログラムの異なる部分を同時に見る必要がある時に、-SPOOL オプションは役に立
ちます。
-T オプション:
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-T オプションは、オブジェクト・ファイルの末尾に付加された記号表および行番号の表を抑止します。こ
れらの表は、実行時のエラー・メッセージを処理するために使用します。これらの表を追加しないことで、
オブジェクト・ファイルはある程度小さくなりますが、実行時のエラー・メッセージで、エラーに関係する
行番号や変数が判別できなくなります。

コンパイラー指示
コンパイラー指示とは、コンパイラーの動作を指示する BASIC ステートメントのことです。コンパイラー
指示によって実行される関数には、コンパイル中にあるプログラムから別のプログラムへソース・コードを
挿入するもの、ほかのフレーバーとのコンパイル時の互換性を設定するもの、プログラムの特定部分をコン
パイルする際の条件を指定するものなどがあります。 ほとんどのコンパイラー指示文に、ドル記号 ( $ )
の接頭部が付きます。

別のプログラムの挿入
2 つのステートメント、$INCLUDE ステートメント (同義語は、#INCLUDE と INCLUDE) および
$CHAIN ステートメント は、他のプログラムのソース・コードを現在コンパイル中のプログラムに含める
ように、コンパイラーに指示します。$INCLUDE は、コンパイル中に他のコードをプログラムに挿入し、
その後で戻って、プログラム内の次のステートメントをコンパイルします。$CHAIN も他プログラムのコ
ードを挿入しますが、挿入後オリジナル・ファイルからの読み取りを続行しません。$CHAIN ステートメ
ントに続くいずれのプログラム・ステートメントもコンパイルされません。
これらの文の構文は次のとおりです。
$INCLUDE [ filename ] program
$CHAIN [ filename ] program

filename を指定しない場合、インクルードされたプログラムが、コンパイル中のプログラムと同じファイル
内に置かれている必要があります。
program が別のファイルにある場合は、filename を $INCLUDE ステートメントに指定する必要がありま
す。filename が、VOC ファイルで定義されている必要があります。
$INSERT ステートメントは、基本 Information プログラムとの互換性のために含められます。 $INSERT
は、$INCLUDE のように使用されて、コンパイル中に他のコードをプログラムへ挿入します。その後で戻
って、プログラム内の次のステートメントをコンパイルします。
$INSERT 文の構文は次のとおりです。
$INSERT primos.pathname

PRIMOS パス名は、以下の変換ルールを使用して、有効なファイル名に変換されます。
表 9. 変換ルール
文字

変換

文字

/

変換

?¥

?

変換

??

ASCII NUL

変換

?0

先頭の .

変換

?.

先頭の *> は無視されます。 絶対パス名が指定された場合、ディレクトリー名の間の > は、以下に応じ
て / に変更されます。
[ pathname/ ] program
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$INSERT は、挿入されるソースを含むファイルのファイル名として変換処理引数を直接に使用します。
VOC ファイルは使用しません。

識別子の定義と削除
$DEFINE 文および $UNDEFINE 文で識別子を定義したり削除したりできます。 $DEFINE ステートメン
トでプログラム・コンパイルを制御する識別子を定義できます。また、識別子のテキストも置換できます。
$UNDEFINE で識別子の定義を削除できます。識別子は、条件付きコンパイルを制御するために使用しま
す。
$UNDEFINE ステートメントを使用すると、以前の $DEFINE ステートメントで定義された識別子を記号
表から削除できます。$UNDEFINE ステートメントによって、条件付きコンパイルを指定することもできま
す。

フレーバーの互換性の指定
$OPTIONS ステートメントは、いずれかのフレーバーのコンパイル時エミュレーションを指定するのに使
用されるコンパイラー指示です。デフォルトでは、アカウントのフレーバーと同じ設定になります。プログ
ラムで、通常の設定を上書きして個別のオプションを指定することも可能です。これによって、あるフレー
バーでコンパイルされたオブジェクト・コードは、別のフレーバーでは実行できなくなります。 この場
合、あるフレーバーの機能を別のフレーバーで実行するには、エミュレーションを使用するしかありませ
ん。

条件付きコンパイル
BASIC プログラムの全体または一部をコンパイルする際の条件を指定できます。条件の指定には以下を使
用します。
v IF ステートメントの修正版
v $IFDEF ステートメント
v $IFNDEF ステートメント
修正された IF ステートメントを使った条件付きコンパイルは、複数のユーザーが使用する大きなプログラ
ムをカスタマイズする場合に便利です。 オブジェクト・コードのサイズを小さくして、プログラムの効率
を高めることもできます。
コンパイラー指示の $IFDEF および $IFNDEF を使用すると、プログラムのセクションをコンパイルする
かどうかを制御できます。これらの両方のコンパイラー指示で、所定の識別子をテストして、現在定義され
ている (すなわち、識別子が $DEFINE ステートメント・コンパイラー指示に現れ、未定義ではない) かど
うかを調べることができます。$IFDEF に指定した識別子が定義されている場合は、$IFDEF コンパイラー
指示と $ENDIF コンパイラー指示の間のプログラム・ソース行がすべてコンパイルされます。 識別子が定
義されていない場合は、$IFDEF コンパイラー指示と $ENDIF コンパイラー指示の間の行はすべて無視さ
れます。
$IFNDEF コンパイラー指示は、$IFDEF コンパイラー指示を補う命令です。 識別子が定義されていない
場合は、$IFNDEF コンパイラー指示に続く行は、コンパイルに含まれます。一方、識別子が定義されてい
る場合は、 $IFNDEF コンパイラー指示と $ENDIF コンパイラー指示の間の行はすべて無視されます。
$IFDEF および $IFNDEF コンパイラー指示は最大 10 レベルの深さまでネストできます。
IF ステートメント:
条件付きコンパイル・ステートメントの構文は、テスト式を除いて IF ステートメントの構文と同じです。
これは、$TRUE、$T、$FALSE、または $F のいずれかにする必要があります。構文は次のとおりです。
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IF
IF
IF
IF

$TRUE THEN statements ELSE statements
$T THEN statements ELSE statements
$FALSE THEN statements ELSE statements
$F THEN statements ELSE statements

条件付きコンパイル・ステートメントでは、上記のテスト指定ではなく変数名を指定することもできます。
指定した場合、変数をテスト指定と同一とみなす EQUATE ステートメントをソース・コードの先頭に置く
必要があります。例:
EQUATE USER.A LIT "$T"
IF USER.A THEN statements ELSE statements

ソース・コード内にデバッグ文を含んだプログラムがあるとします。 条件付きコンパイル・ステートメン
トを使用すると、デバッグ・ステートメントを含むテスト・バージョンのオブジェクト・コードと、デバッ
グ・ステートメントを含まないリリース・バージョンのオブジェクト・コードを、同一のソースから作成で
きます。 次のステップを実行して、2 つのバージョンのプログラムを作成します。
1. ソース・コードに、条件付きデバッグ・ステートメントを挿入します。
IF TEST PRINT X,Y

1. 条件ステートメントの直前に、次のステートメントをソース・コードに挿入します。
EQUATE TEST LIT "$TRUE"

1. ソース・コードをコンパイルして、デバッグ文を含むオブジェクト・コード (テスト・バージョン) を
作成します。
2. EQUATE ステートメントを次のように変更します。
EQUATE TEST LIT "$FALSE"

1. ソース・コードをコンパイルして、デバッグ文を含まないオブジェクト・コード (リリース・バージョ
ン) を作成します。
$IFDEF コンパイラー指示:
$IFDEF ステートメントは、条件付き構文の $IF...$ELSE...$ENDIF 変化を使用します。$IFDEF は、コンパ
イル時記号の定義のテストを行います。これが定義されていて、$ELSE 節が省略されると、$IFDEF と
$ENDIF の間にある文がコンパイルされます。それ以外は無視されます。$ELSE 節が含まれている場合
は、$IFDEF と $ELSE の間の文のみがコンパイルされます。
コンパイル時記号が定義されておらず、$ELSE 節が含まれている場合は、$ELSE と $ENDIF の間の文の
みがコンパイルされます。
$ELSE コンパイラー指示は、$IFDEF コンパイラー指示の代替節を導入します。$ENDIF コンパイラー指
示は、条件付きコンパイル・ブロックの終了にマークを付けます。
次の例では、identifier は定義されていないので、$ELSE コンパイラー指示に続く文がコンパイルされま
す。 $ENDIF コンパイラー指示までのすべての文がコンパイルされます。
$DEFINE identifier
.
.
.
$UNDEFINE identifier$IFDEF identifier
$ELSE
[ statements ]
$ENDIF

$IFNDEF コンパイラー指示:
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[ statements ]

$IFNDEF ステートメントで、コンパイル時記号の定義をテストできます。これが定義されていて、$ELSE
節が省略されると、$IFNDEF と $ENDIF の間にある文が無視されます。それ以外はコンパイルされます。
$ELSE 節が含まれている場合は、$ELSE と $ENDIF の間の文のみがコンパイルされます。
コンパイル時記号が定義されておらず、$ELSE 節が含まれている場合は、$IFNDEF と $ELSE の間の文の
みがコンパイルされます。
$ELSE コンパイラー指示は、$IFNDEF コンパイラー指示の代替節を導入します。$ENDIF コンパイラー指
示は、条件付きコンパイル・ブロックの終了にマークを付けます。
次の例では、$IFNDEF コンパイラー指示によって、identifier が定義されていることを判別し、$ELSE コ
ンパイラー指示に続く文をコンパイラーでコンパイルするようにしています。
$DEFINE identifier
.
.
$IFNDEF identifier
$ELSE
[ statements ]
$ENDIF

.
[ statements ]

警告メッセージおよびエラー・メッセージ
コンパイラーがプログラムをコンパイルしようとしたときに、さまざまな警告とエラー・メッセージが表示
され、ソース・コードに存在する問題 (例えば、ステートメントのフォーマット・エラー) が示される場合
があります。エラーが発生すると、コンパイルは異常終了します。 コンパイルを正常に終了させるには、
すべてのエラーを修正する必要があります。 ただし、警告メッセージによってコンパイルが中断されるこ
とはありません。
コンパイルが正常に進行していると、ソース・コード 10 行ごとに画面にアスタリスクが表示されます。画
面上のアスタリスク数を数えることによって、コンパイル処理の進捗状況をモニターできます。 エラーが
発生した場合は、これらの 10 行に対して、アスタリスク ( * ) ではなく、疑問符 ( ? ) が表示されま
す。

コンパイルの正常終了
ソース・コード内のすべてのエラーが修正されると、オブジェクト・コードのレコードが作成され、コンパ
イルが正常終了します。 オブジェクト・コードは、ソース・ファイル名の末尾に .O を付加した
(sourcename.O) ファイル名で保存されます。オブジェクト・コードのレコード ID は、ソース・ファイル
のレコード ID (プログラム名) と同じになります。
例えば、ソース・コードのレコード MAIN がファイル BP に格納されている場合、次のようなコンパイ
ル・ステートメントを実行します。
>BASIC BP MAIN

ファイル BP 内のレコード MAIN のソース・コードがコンパイルされ、作成されたオブジェクト・コード
がファイル BP.O 内のレコード MAIN に格納されます。 オブジェクト・コード・ファイルが存在しない
場合は自動的に作成されます。

RUN コマンド
プログラムを正常にコンパイルした後は、InfoSphere DataStage システム・レベルから RUN コマンドを使
用して、そのプログラムを実行できます。システム・プロンプトに RUN コマンドを入力します。 構文は
次のとおりです。
BASIC 言語リファレンス
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RUN [ filename ] program [ options ]

RUN コマンドは .O を filename に付加して、filename.O 内にオブジェクト・コードを含むレコードを実行
します。filename が省略された場合、デフォルトのファイル BP とみなされます。
program は、プログラムのソース・コードの名前です。options には、以下を 1 つ以上指定できます。
NO.WARN
すべての警告メッセージ (致命的でないメッセージ) の出力を抑止します。
NO.PAGE
自動ページングをオフにします。 カーソルを @ 関数で配置するプログラムの場合は、ページン
グ機能を無効にする必要はありません。
LPTR プログラムの出力を、端末の画面ではなくプリンターにスプールします。
KEEP.COMMON
プログラムがチェーン内から実行された場合に、名前なしの共通セグメントをリンクします。
TRAP 致命的でないエラーが発生したときに、対話式デバッガー RAID を起動します。
例えば、次のコマンドはファイル BP.O 内のレコード MAIN を実行します。
>RUN BP MAIN

NO.WARN キーワードが指定されていないので、実行時エラー・メッセージが検出されると同時に端末の
画面に表示されます。
注: カタログされたプログラムは、実行可能ファイルとみなされます (すなわち、RUN コマンドを必要と
しません)。カタログされたプログラムを実行するには、システム・プロンプトでカタログ名を入力しま
す。

BASIC プログラムのカタログ
以下を行うには、BASIC プログラムをカタログする必要があります。
v I 記述子内で、プログラムをサブルーチンとして使用する
v RUN コマンドを使用せずにプログラムを実行する

カタログ・スペース
プログラムのカタログには、ローカル、ノーマル (標準)、グローバルという 3 つの方法があります。 3
つの方法にはそれぞれ用途があり、どれが最も優れているとは言えません。
ローカルなカタログ:
ローカルなカタログでは、プログラムの VOC エントリーが作成されます。 このエントリーは、カタログ
されたプログラムのオブジェクト・コードを格納するファイルとレコードを指し示す動詞です。 カタログ
名の VOC エントリーを別のアカウントにコピーしないかぎり、ローカルにカタログされたプログラムに
は、それをカタログしたアカウントからしかアクセスできません。
プログラムをカタログしても、オブジェクト・ファイルを指す VOC エントリーをローカルに作成するだ
けなので、リコンパイルするたびにプログラムをカタログする必要はありません。
ノーマルなカタログ:
ノーマルなカタログでは、指定したオブジェクト・レコードがシステム・カタログ・スペースにコピーさ
れ、次のような形式の名前が割り当てられます。
*account*catalog.name
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ノーマルなカタログでは、プログラムの VOC エントリーも作成されます。 このエントリーは、フィール
ド 2 内に名前 *account*catalog を含む動詞です。カタログ名の VOC エントリーを別のアカウントにコピ
ーしないかぎり、または、アカウント接頭部を含んだフル・カタログ名を指定しないかぎり、ノーマルにカ
タログされたプログラムは、それがカタログされたアカウントからしかアクセスできません。
プログラムをカタログすると、オブジェクト・コードがシステム・カタログ・スペースにノーマルにコピー
されるので、リコンパイルするたびに、プログラムをカタログする必要があります。
グローバルなカタログ:
グローバルなカタログでは、指定したオブジェクト・レコードがシステム・カタログ・スペースにコピーさ
れ、次のいずれかの形式の名前が割り当てられます。
*catalog.name-catalog.name$catalog.name!catalog.name

グローバルなカタログ・プログラムでは、VOC エントリーは作成されません。 グローバルにカタログさ
れたプログラムは、カタログされると同時にシステム上のすべてのアカウントから使用できるようになりま
す。 InfoSphere DataStage コマンド・プロセッサーは、イニシャル * の付いた動詞または外部サブルーチ
ンのシステム・カタログ・スペースを参照します。実行マシンは、名前が *、-、$、または ! で始まる動
詞またはサブルーチンのシステム・カタログ・スペースを参照します。
プログラムをカタログすると、オブジェクト・コードがシステム・カタログ・スペースにグローバルにコピ
ーされるので、リコンパイルするたびに、プログラムをカタログする必要があります。
注: コマンド・プロセッサーは、アスタリスクで始まり、コメントのブランクを含む行を解釈するので、グ
ローバルにカタログされたプログラムを呼び出す場合は、コマンド・パラメーターを使用できません。つま
り、グローバルにカタログされたプログラム *GLOBAL は次のコマンドで実行できますが、コマンド・ラ
インに引数を含めることはできません。
>*GLOBAL

CATALOG コマンド
CATALOG コマンドを使用すると、ローカルでもシステム・カタログ・スペース内でも、コンパイル済み
の BASIC プログラムをカタログできます。 CATALOG コマンドの構文は次のとおりです。
CATALOG [ filename ] [ [ catalog.name ] program.name | * ] [ options ]

システム・プロンプトに CATALOG と入力すると、引数の値を 1 つずつ入力するよう促されます。
>CATALOG カタログ名または LOCAL =LOCAL ファイル名 =BP プログラム名 =MONTHLY.SALES

いずれかのプロンプトで Return を押すと、CATALOG は、何もカタログしないで終了します。FORCE
または NOXREF は、プロンプトでは指定できません。 LOCAL キーワードを指定すると、catalog.name
のプロンプトに応答できます。
catalog.name を指定しないと、CATALOG はカタログ名としてプログラム名を使用します。

カタログされたプログラムの削除
共有カタログ・スペースからプログラムを削除するコマンドには、DELETE.CATALOG と DECATALOG
の 2 つがあります。
DELETE.CATALOG:
DELETE.CATALOG コマンドを使用すると、ローカル、ノーマル、またはグローバルにカタログされたプ
ログラムを削除できます。構文は次のとおりです。
DELETE.CATALOG catalog.name
BASIC 言語リファレンス
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catalog.name は、プログラムがグローバルにカタログされるか、ノーマルにカタログされるかを判別するの
に使用されます。いずれかに該当する場合は、プログラムがシステム・カタログから削除されます。 プロ
グラムがシステム・カタログに存在しない場合は、VOC ファイル内のローカル・カタログ・エントリーが
検索されます。 プログラムがローカルにカタログされた場合は、VOC エントリーだけが削除され、オブ
ジェクト・コードは削除されません。
削除するプログラムが実行中である場合は、プログラムが終了するまで削除は実行されません。
DECATALOG:
DECATALOG コマンドを使用すると、ローカルにカタログされたプログラムを削除できます。 オブジェ
クト・コードを削除すると同時に、VOC ファイルからカタログ・エントリーを削除します。 構文は次の
とおりです。
DECATALOG [filename [ [program ] ]

このコマンドは、program のオブジェクト・コードを filename の「.O」部分から削除します。アスタリス
ク ( * ) を program の代わりに使用すると、ファイル内のすべてのレコードを示します。このコマンド
は、カタログにないプログラムの選択リストを作成した後に、実行することもできます。

カタログ共有メモリー
InfoSphere DataStage により、BASIC プログラムをシステム・カタログから共有メモリーにロードして、共
有メモリーからプログラムを実行できます。これによって、複数のユーザーが同時に同じプログラムを実行
するために必要なメモリーの量を減らすことができます。 プログラムが既にメモリーにロードされている
場合は、ディスク・ファイルから読み込む必要がないため、起動が多少速くなります。
例えば、21 人のユーザーが、カタログ共有メモリーを使わずに、同時に同じ BASIC プログラムを実行し
ているとします。このプログラム・コードに必要なメモリー容量が 50 キロバイトとすると、21 人のユー
ザーが使用しているメモリーの総量は 21*50 で 1050 キロバイトになります。 一方、プログラムをカタロ
グ共有メモリーにロードした場合、21 人のユーザー全員がプログラムのコピーを実行できるため、メモリ
ー容量は 50 キロバイトで済みます。 この例では、カタログ共有メモリーを使用することで、1000 キロバ
イト、つまり 1 メガバイトのメモリーを節約できています。
ユーザーがカタログ共有メモリーから実行しているプログラムにアクセスするには、その前にシステム管理
者がプログラムを明示的に選び、メモリーにロードしておく必要があります。

ロック、トランザクション、分離レベル
これらのトピックでは、同時ユーザー間のデータ競合に起因する更新の消失およびその他の問題を回避する
InfoSphere DataStage BASIC のメカニズムについて説明します。
v ロック
v トランザクション
v 分離レベル

ロック
InfoSphere DataStage ロックは、同時ユーザー間でのレコードとファイルへのアクセスを制御します。この
制御を提供するため、InfoSphere DataStage のロック細分度には、以下の 2 つのレベルがあります。
v 細分度が細かいロック (レコード・ロック)
v 細分度が粗いロック (ファイル・ロック)
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ロックを取得するレベルは 細分度 として知られています。レコード・ロックは、より小さい構成要素 (レ
コード) を対象とした細分度 : granularit* の細かいロックです。一方、ファイル・ロックは、より大きい構
成要素 (ファイル) を対象とした細分度が粗いロックです。
ロックの互換性 は、他のプロセスによってレコードやファイルがロックされた場合に、ユーザーのプロセ
スがアクセスできるレコードやファイルを判別します。レコード・ロックは、ほかのレコード・ロックと共
存しやすい (共存性が高い) ため、より多くのトランザクションを同時に発生させることができます。ただ
し、このような「より細分度が細かい」ロックの場合、分離レベルはより低くなります。 ファイル・ロッ
クは、分離レベルが高く、同時アクセスをより厳しく制御できます。ただし、共存性は低くなります。
ロックの細分度を上げると、共存性が下がり、分離レベルが上がります。 あまり細分度を上げると、分離
レベルが高くなり過ぎてデッドロックが生じるおそれがあります。 それぞれの細分度にも、さまざまな強
度のロックが用意されています。 InfoSphere DataStage は、以下のロックをサポートします。強度が増す
順番に並んでいます。
v 共有レコード・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
v 排他ファイル・ロック
これらのロックは、共存性が低くなればなるほど、細分度、強度、およびロック数が増えます。 その結
果、ロックが競合する回数が増え、レコードやファイル同時にアクセスできるユーザーの数は少なくなりま
す。 同時にアクセスできるユーザー数を最大にするには、BASIC ステートメントを最短時間で実行する上
で、必要最低限のロックに抑えます。 ロックは、必要に応じてより強度の高いロックに昇格したり、細分
度が粗いロックに拡大したりできます。

共有レコード・ロック
このロックは、READL ロックとも呼ばれ、LIST.READU 出力に RL として表示されます。この共有レコ
ード・ロックは、ほかのユーザーに対して次のように影響します。
表 10. 共有レコード・ロック
他のユーザーが取得できるロック

他のユーザーが取得できないロック

既に所有している場合は無視される
ロック

共有レコード・ロック

更新レコード・ロック

共有レコード・ロック

共有ファイル・ロック

排他ファイル・ロック

更新レコード・ロック

意図的ファイル・ロック

共有ファイル・ロック
意図的ファイル・ロック
排他ファイル・ロック

共有レコード・ロックは、次のロックに昇格または拡大できます。
昇格できるロック
条件...
更新レコード・ロック
ほかのユーザーが共有レコード・ロックを所有していない。
ほかのユーザーが共有ファイル・ロックを所有していない。
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ほかのユーザーが意図的ファイル・ロックを所有していない。
拡大されるロック
条件...
共有ファイル・ロック
ほかのユーザーが意図的ファイル・ロックを所有していない。
ほかのユーザーが更新レコード・ロックを所有していない。
意図的ファイル・ロック
ほかのユーザーが意図的ファイル・ロックを所有していない。
すべての更新レコード・ロックを自分が所有している。
排他ファイル・ロック
ほかのユーザーが意図的ファイル・ロックを所有していない。
すべての共有レコード・ロックおよび更新レコード・ロックを自分が所有している。
InfoSphere DataStage BASIC では、共有レコード・ロックは、MATREADL ステートメント、READL ステ
ートメント、READVL ステートメント、 325 ページの『RECORDLOCK 文』 を使用して取得でき、
CLOSE ステートメント、RELEASE ステートメント、STOP ステートメントを使用して解除できます。

更新レコード・ロック
このロックは、READU ロックとも呼ばれ、LIST.READU 出力に RU として表示されます。この更新レコ
ード・ロックは、ほかのユーザーに対して次のように影響します。
表 11. 更新レコード・ロック
他のユーザーが取得できるロック

他のユーザーが取得できないロック

既に所有している場合は無視される
ロック

なし

共有レコード・ロック

更新レコード・ロック

更新レコード・ロック

排他ファイル・ロック

共有ファイル・ロック
意図的ファイル・ロック
排他ファイル・ロック

注: ユーザーが所有する更新レコード・ロックは、ユーザーが所有する共有ファイル・ロックと互換性があ
りません。デッドロックを防ぐため、必ず LOCKED 節を指定してください。
更新レコード・ロックは、次のロックに拡大できます。
拡大されるロック
条件...
意図的ファイル・ロック
すべての更新レコード・ロックを自分が所有している。
排他ファイル・ロック
すべての共有レコード・ロックおよび更新レコード・ロックを自分が所有している。
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InfoSphere DataStage BASIC では、MATREADU、READU、READVU、RECORDLOCK ステートメントを
使用して、更新レコード・ロックを、共有レコード・ロックから取得または拡大でき、CLOSE、DELETE、
MATWRITE、RELEASE、STOP、WRITE、WRITEV ステートメントを使用して解除できます。

共有ファイル・ロック
このロックは、LIST.READU 出力で FS として表示されます。この共有ファイル・ロックは、ほかのユー
ザーに対して次のように影響します。
表 12. 共有ファイル・ロック
他のユーザーが取得できるロック

他のユーザーが取得できないロック

既に所有している場合は無視される
ロック

共有レコード・ロック

更新レコード・ロック

共有ファイル・ロック

共有ファイル・ロック

意図的ファイル・ロック

意図的ファイル・ロック

排他ファイル・ロック

排他ファイル・ロック

注: ユーザーが所有する共有ファイル・ロックは、ユーザーが所有する更新レコード・ロックと互換性があ
りません。デッドロックを防ぐため、必ず LOCKED 節を指定してください。
共有ファイル・ロックは、次のロックに昇格できます。
昇格できるロック
条件...
意図的ファイル・ロック
ほかのユーザーが共有ファイル・ロックを所有していない。
排他ファイル・ロック
ほかのユーザーが共有ファイル・ロックまたは共有レコード・ロックを所有していない。
InfoSphere DataStage BASIC では、共有ファイル・ロックは、 FILELOCK ステートメントを使用して取得
できるか昇格できます。また、CLOSE、 FILEUNLOCK、 RELEASE、または STOP ステートメントを使
用して解除できます。

意図的ファイル・ロック
このロックは、LIST.READU 出力で IX として表示されます。この意図的ファイル・ロックは、ほかのユ
ーザーに対して次のように影響します。
表 13. 意図的ファイル・ロック
他のユーザーが取得できるロック

他のユーザーが取得できないロック

既に所有している場合は無視される
ロック

共有レコード・ロック

更新レコード・ロック

意図的ファイル・ロック

共有ファイル・ロック

排他ファイル・ロック

意図的ファイル・ロック
排他ファイル・ロック

意図的ファイル・ロックは、次のロックに昇格できます。
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昇格できるロック
条件...
排他ファイル・ロック
ほかのユーザーが共有レコード・ロックを所有していない。
InfoSphere DataStage BASIC では、意図的ファイル・ロックは共有ファイル・ロックから、FILELOCK ス
テートメントを使用して取得できるか昇格でき、CLOSE、FILEUNLOCK ステートメント、RELEASE、ま
たは STOP ステートメントを使用して解除できます。

排他ファイル・ロック
このロックは、LIST.READU 出力で FX として表示されます。この排他ファイル・ロックは、ほかのユー
ザーに対して次のように影響します。
表 14. 排他ファイル・ロック
他のユーザーが取得できるロック

他のユーザーが取得できないロック

既に所有している場合は無視される
ロック

なし

共有レコード・ロック

排他ファイル・ロック

更新レコード・ロック
共有ファイル・ロック
意図的ファイル・ロック
排他ファイル・ロック

InfoSphere DataStage BASIC では、排他ファイル・ロックは共有ファイル・ロックから FILELOCK ステー
トメントを使用して取得でき、CLOSE、FILEUNLOCK、RELEASE、または STOP ステートメントを使用
して解除できます。

デッドロック
デッドロックは、ロックを取得した 2 名のユーザーが、さらにほかのユーザーが所有するロックを取得し
ようとしたとき、要求したロックと既存のロックに共存性がない場合に発生します。 デッドロックに至る
おそれのある状況は次の 2 つです。
v 共有レコード・ロックまたは共有ファイル・ロックから、より強度の高いロックに変更するとき
v 2 人のユーザーが同時にファイル・ロックに拡大しようとしたとき
「Deadlock Daemon Administration」メニューを使用して、InfoSphere DataStage を構成し、デッドロックが
発生した時にそれを自動的に識別して解決するようにできます。または、デッドロックしたユーザー・プロ
セスを 1 つ選択して打ち切ることにより、デッドロックを手動で修正できます。デッドロック・デーモン
dsdlockd を使用して、デッドロックを識別し、解決します。詳しくは、「InfoSphere DataStage の管理」を
参照してください。

トランザクション
トランザクション は、データベース上の論理的に関連した処理のグループです。トランザクション内の演
算は、すべてがまとめてデータベースに適用されるか、何も適用されないかのどちらかです。例えば、資金
をある口座から別の口座に移すトランザクションでは、引き落としと振り込みという 2 つの処理が論理的
に関係しています。 これらの処理は、両方とも実行するか、両方とも実行しないかでないと、関係する口
座の整合性が失われてしまいます。
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アクティブなトランザクション
InfoSphere DataStage BASIC は、ネストされた トランザクションに対応します。トランザクションには、
以下を含めることができます。
v 読み取り処理と書き込み処理
v ほかのトランザクションまたはサブトランザクション (これらのトランザクションに、別の処理やトラン
ザクションを含めることも可能)
トランザクションは、開始するとアクティブになります。 1 番目のトランザクションがコミットまたはロ
ールバックされる前に 2 番目のトランザクションを開始した場合、親トランザクション (1 番目) が存在
するのにアクティブでない間は、子トランザクション (2 番目) がアクティブになります。 この子トラン
ザクションは、次の状況になるまでアクティブのままとなります。
v コミットまたはロールバックされたとき (この時点で親トランザクションが再びアクティブになる)
v 別のトランザクション (子トランザクション) が開始され、アクティブなトランザクションになったとき
複数のトランザクションが同時に存在していてもかまいませんが、アクティブにできるトランザクションは
1 つだけです。 また、1 つのネスト・レベルには、1 つのトランザクションしか存在できません。 1 番上
のレベルのトランザクションはネスト・レベル 1 となります。トランザクションが存在しない場合、ネス
ト・レベルは 0 となります。

トランザクションとデータの可視性
アクティブなトランザクションでのデータベース処理を、1 番上のレベルのトランザクションがコミットさ
れるまでキャッシュすることによって、データベース・ファイルをプロテクトできます。 1 番上のレベル
のトランザクションがコミットされた時点で、キャッシュされていた処理がデータベース・ファイルに適用
され、ほかのユーザーがトランザクションの結果を見られるようになります。
レコードの読み取り処理が発生すると、レコードの最新イメージがユーザーに返されます。 このイメージ
は、アクティブなトランザクション・キャッシュから復元されます。 ここにイメージが見つからない場合
は、その親トランザクションが検索されます。 すべての親トランザクションを検索しても見つからない場
合は、そのイメージデータベース・ファイルから復元されます。
子トランザクションがコミットされると、その処理が親トランザクションでも採用されます。 子トランザ
クションがロールバックされた場合、その処理は破棄され、データベースや親トランザクションには影響し
ません。

トランザクション・プロパティー
各トランザクションには、次に挙げる ACID プロパティーとして共通に参照するためのプロパティーがあ
ります。
v 原子性
v 整合性
v 分離性
v 耐久性
ネストされたトランザクションの子トランザクションには、原子性、整合性、分離性の各プロパティーがあ
ります。 耐久性プロパティーがないのは、子トランザクションの処理が、親トランザクションのコミット
時にしか採用されないためです。 処理がデータベースに反映されるのは、1 番上のレベルのトランザクシ
ョンがコミットされたときだけです。 したがって、親トランザクションがロールバックされた場合は、子
トランザクションがコミットされたとしても、その処理およびロックは破棄されます。
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原子性:
トランザクションのすべての処理は、正常に行われるか、ロールバックによって無効になるかのどちらかで
す。 こうしたトランザクション・システムによって、正常にコミットされたトランザクションの処理はす
べてデータベースに反映され、失敗したトランザクションの処理が完全に破棄されることが保証されます。
整合性:
トランザクションによって、データベースはある有効な状態から別の有効な状態に移行します。トランザク
ションが途中で異常終了した場合、データベースは以前の有効な状態に戻されます。
分離性:
トランザクションによって実行される処理は、トランザクションがコミットされるまではほかのトランザク
ションからは見えません。 また、トランザクションが、同時に実行されている別のトランザクションの影
響を受けることもありません。 InfoSphere DataStage では、同時に実行されているトランザクション間
に、異なる分離レベルを用意しています。
耐久性:
トランザクションが正常に完了されると、その影響は補正トランザクションを実行しないと変更することは
できません。正常に終了したトランザクションによる変更は、そのあとシステムに障害が発生した場合でも
保持されます。
シリアライズ:
SQL 標準では、ACID プロパティーに加え、トランザクションをシリアライズできる必要があると規定さ
れています。 シリアライズ とは、一連の並行トランザクションの作用によって、個々のトランザクション
が順次実行されているように、また、各トランザクションが排他的にシステムを使用しているように、同じ
結果が作成されることを意味します。InfoSphere DataStage では、シリアライズは、すべてのトランザクシ
ョンに対して、分離レベル 4 を使用することで実現できます。

トランザクションとロック
トランザクションが存在する前に取得されたロック、およびアクティブなトランザクション以外で取得され
たロックは、アクティブなトランザクションによって継承されます。トランザクション内で取得または昇格
したロックは解放されません。 代わりに、次のように処理されます。
v 子トランザクション内で取得または昇格したロックは、子トランザクションがコミットされたときに親
トランザクションに採用されます。
v 子トランザクション内で取得したロックは、子トランザクションがロックバックされたときに解放され
ます。
v 子トランザクション内で昇格したロックは、子トランザクションがロールバックされたときに開始前の
レベルに拡大されます。
v 子トランザクションから取得、昇格、適用したすべてのロックは、1 番上のレベルのトランザクション
がコミットまたはロールバックされたときに解放されます。

トランザクションと分離レベル
1 番上のレベルのトランザクションに分離レベルが指定されていない場合は、デフォルトである分離レベル
0 が適用されます。 BASIC SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ステートメントを使用して、この
デフォルトを変更できます。
子トランザクションの分離レベルが指定されていない場合は、親トランザクションの分離レベルが継承され
ます。 子トランザクションの分離レベルは、親の分離レベルと同じか、より高いレベルである必要があり
ます。親トランザクションより低い分離レベルを指定した場合は、これが無視されて親の分離レベルが適用
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されます。 これは、子トランザクションを親トランザクションにマージしたときにデータが無効にならな
いよう、より高い分離レベルにプロテクトされた状態で子トランザクションの処理を実行する必要があるた
めです。

BASIC でのトランザクションの使用
コンパイルを実行すると、適格なトランザクションが生成されます。 ただし、適格なトランザクションを
生成するには、データがアクセスされる前にロックされている必要があります。 適格な BASIC トランザ
クションには、次の 3 つの文が含まれていなければなりません。
v BEGIN TRANSACTION ステートメント
v 少なくとも 1 つの COMMIT ステートメント、または ROLLBACK ステートメント
v END TRANSACTION ステートメント
これらの文の 1 つでも省略または破損していると、プログラムはコンパイルできません。
実行マシンでも、できる限り適格なトランザクションが使われます。 トランザクションは、BEGIN
TRANSACTION の実行と同時に開始され、COMMIT または ROLLBACK の実行されると終了します。
そのあとのプログラムの実行は、END TRANSACTION ステートメントの次のステートメントから続行さ
れます。
BASIC プログラムのトランザクションの例を次に示します。
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 1
* ロックを取得し、データベース処理を実行
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 4
* ロックを取得し、データベース処理を実行
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 3
COMMIT
END TRANSACTION
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 0
* ロックを取得し、データベース処理を実行
ROLLBACK
END TRANSACTION
COMMIT
END TRANSACTION
COMMIT
END TRANSACTION

@ 変数
トランザクション・アクティビティーを追跡するのに、以下の @ 変数を使用できます。
v @ISOLATION
v @TRANSACTION
v @TRANSACTION.ID
v @TRANSACTION.LEVEL
@ISOLATION は、アクティブなトランザクションの現在の分離レベル (0、1、2、3、または 4) を示しま
す。なお、トランザクションが存在しない場合は、現在のデフォルト分離レベルを示します。
@TRANSACTION は、トランザクション処理を数値で示します。 ゼロ以外の数値は、トランザクションが
アクティブであることを意味します。 0 は、アクティブなトランザクションが存在しないことを示しま
す。
@TRANSACTION.ID は、アクティブなトランザクションのトランザクション番号を示します。 空白スト
リングは、トランザクションが存在しないことを示します。
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@TRANSACTION.LEVEL は、アクティブなトランザクションのネスト・レベルを示します。 0 は、トラ
ンザクションが存在しないことを示します。

トランザクションの制限
トランザクションのネスト・レベルの数を制限するのは、メモリーおよびディスクの容量だけです。 ただ
し、トランザクションのネスト・レベルを多くしすぎると、システムのパフォーマンスに影響を及ぼす点に
は注意してください。
トランザクションがアクティブな間は、次の文を使用できません。 使用すると、致命的エラーが発生しま
す。
v CLEARFILE ステートメント
v SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ステートメント
EXECUTE 文または PERFORM 文は、大部分の InfoSphere DataStage コマンドおよび SQL ステートメン
トを実行するトランザクションで使用できません。しかし、EXECUTE ステートメントおよび PERFORM
ステートメントを使用して、以下の InfoSphere DataStage コマンドおよび SQL ステートメントをトランザ
クション内で実行できます。
表 15. トランザクションで使用できるコマンド
CHECK.SUM

INSERT

SEARCH

SSELECT

COUNT

LIST

SELECT (RetrieVe)

STAT

DELETE (SQL)

LIST.ITEM

SELECT (SQL)

SUM

DISPLAY

LIST.LABEL

SORT

UPDATE

ESEARCH

RUN

SORT.ITEM

GET.LIST

SAVE.LIST

SORT.LABEL

トランザクション内の BASIC ステートメントに ON ERROR 節が指定されていても、致命的エラーが発
生した場合は ON ERROR 節は無視されます。

分離レベル
分離レベル
トランザクションの分離レベルを設定することによって、さまざまなデータ例外を防ぐことができます。
InfoSphere DataStage BASIC によって、回避する必要があるデータ例外別に、異なる分離レベルを設定でき
ます。トランザクションは、設定した分離レベルで実行されます。その分離レベルに必要なロックを取得で
きたかどうかは、トランザクションのサブシステムによって検証されます。 必要なロックが取得できてい
ないと、プログラムが異常終了します。
分離レベルは、次の BASIC ステートメントで指定できます。
v BEGIN TRANSACTION
v SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
セッションの分離レベルを設定するには、VOC ファイル内で LOGIN エントリーを使用します。 この場
合は、分離レベルを設定する SET.SQL コマンドを含めます。 これは、セッション中に起こるすべてのト
ランザクションに対して、デフォルトの分離レベルを設定します。InfoSphere DataStage コマンドや SQL
ステートメントも含まれます。例えば、プログラム内に SET.SQL ISOLATION 2 というステートメントを

42

BASIC リファレンス・ガイド

含めると、ユーザーがそのアカウントにログインするたびに分離レベル 2 が設定されます。 この設定は、
そのセッション中に発生するすべての SQL ステートメントおよび BASIC トランザクションに影響しま
す。

分離レベルの種類
InfoSphere DataStage BASIC には、以下のタイプの分離レベルがあります。
レベル タイプ
0

NO.ISOLATION

1

READ.UNCOMMITTED

2

READ.COMMITTED

3

REPEATABLE.READ

4

SERIALIZABLE

それぞれの分離レベルによって、次のセクションで説明するデータ例外に対するプロテクトの程度が異なり
ます。 本当の意味でのシリアライズが保証されるのはレベル 4 だけです。 ただし、パフォーマンスの問
題を考慮にいれた場合、大規模なシステムでは、ほとんどのプログラムでレベル 3 または 4 ではなく、レ
ベル 2 を使用するのがよいようです。InfoSphere DataStage では、後方互換性に対して、デフォルト 0 を
用意しています。

データ例外
分離レベルは、次に挙げるデータの例外や競合を防ぐためのものです。データ例外は、複数のプロセスが同
じデータに同時にアクセスすることが原因で発生します。
v 更新漏れは、2 つのプロセスが 1 つのオブジェクトを同時に更新しようとしたときに発生します。 例
えば、プロセス A があるレコードを読み取ります。 次に、プロセス B が同じレコードを読み取り、10
を加算したあとで上書きします。続いてプロセス A が、以前読み取ったレコードに 20 を加算して上書
きします。 この場合、プロセス B による更新が失われてしまいます。
v ダーティー・リードは、あるプロセスが修正したレコードを、そのプロセスがコミットされる前に別の
プロセスが読み取った場合に発生します。 1 番目のプロセスが終了し、ロールバックされた場合、2 番
目のプロセスが読み取ったデータは存在しないことになります。
v 繰り返し不能な読み取りは、プロセスが繰り返し可能な読み取りの実行を保証できない場合に発生しま
す。 例えば、あるトランザクションがレコードを読み取り、それを別のトランザクションが更新した場
合、1 番目のトランザクションがそのレコードを再読み取りすると、値が異なるレコードが読み取られ
てしまいます。
v ファントム書き込みは、トランザクションがあるプロセスが選択条件に基づいて複数のレコードを選択
したあとで、別のプロセスが同じ条件を満たすレコードを書き込んだ場合に発生します。 この場合、1
番目のプロセスがもう一度同じ選択を実行すると得られるレコードが異なります。
表 16 には、データ例外とデータ例外が発生する可能性のある分離レベルがリストされています。
表 16. 例外が発生する可能性のあるレベル
例外
更新漏れ

レベル 0
発生しない

ダーティー・リー はい
ド

1

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ
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表 16. 例外が発生する可能性のあるレベル (続き)
例外

レベル 0

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

繰り返し不能な読 はい
み取り

はい

はい

いいえ

いいえ

ファントム書き込 はい
み

はい

はい

はい

いいえ

1

ISOMODE が 2 または 1 に設定されている場合は、更新漏れは発生しません。ISOMODE が 0 に設定さ
れている場合は、分離レベル 0 で実行されているプロセスが原因で更新漏れが発生するおそれがありま
す。

設定可能な ISOMODE パラメーター
ISOMODE パラメーターは、各 InfoSphere DataStage システムの最小ロック要件を制御します。ロックを
最低限のレベルに抑えることで、トランザクション管理システムは、別のトランザクションの処理が原因で
更新漏れが発生することを防ぐことができます。 更新漏れを防ぐことは、シリアライズの重要なプロパテ
ィーです。 ISOMODE に設定できる値は次のとおりです。
設定

説明

0

下位互換性を提供します。 トランザクションの記述が適格である必要はありません。

1

BASIC トランザクションの記述が適格である必要があります。 これはデフォルトです。

2

トランザクションに限らず、すべての BASIC プログラムの記述が適格である必要があります。

デフォルト ISOMODE 設定の 1 は、『分離レベルとロック』 で説明されているように、BASIC トランザ
クションが、分離レベル 1 のロック・ルールに必ず従うようにさせます。つまり、レコードまたはファイ
ルが更新用にロックされていないかぎり、トランザクション内のレコードの書き込みおよび削除は実行でき
ません。 ロック・レコードの書き込みまたは削除は、適格書き込みとして知られています。
ISOMODE を 0 に設定すると、トランザクション内での適格書き込みが必要とされていなかった以前のリ
リースとの互換性を維持できます。 トランザクションでは常に適格書き込みが使われる必要があり、この
ルールに準拠していないトランザクションをできるだけ早く修正して、ISOMODE を 1 に設定します。
ISOMODE を 2 に設定した場合、BASIC 内での書き込みおよび削除はすべて適格である必要があります。
このモードを使用すると、アプリケーションを変換してトランザクションを使用できるようにする際、どの
プログラムが変換されていないかを識別できます。 多くのプログラムは、トランザクションを処理してお
らず、また処理する必要もありません。したがって、ISOMODE を 2 に設定したままにすることはお勧め
できません。

分離レベルとロック
トランザクションで、InfoSphere DataStage は、分離レベルの実現を確かにするロックを使用するので、タ
スクを実行するために必要な分離のレベルを考慮する必要があります。分離レベルを上げると、必要となる
ロックの細分度が粗くなります。 したがって、ロックの共存性が下がり、レコードやファイルに同時にア
クセスできるユーザーの数も少なくなります。
BASIC 実行マシンでは、ユーザーが BASIC ステートメントの実行に必要なロックを取得しているかどう
かが確認されます。 ユーザーが現在の分離レベルでの最低限のロックを取得できていない場合は、致命的
エラーが発生します。
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正常なファイル処理を確かにする分離レベルを実現するために、トランザクションで必要な最低限のロック
が、表 17 にリストされています。
表 17. 分離レベル・ロック要件
処理

分離レベル

最低限のロック

READ

0 NO.ISOLATION

なし

1 READ.UNCOMMITTED

なし

2 READ.COMMITTED

共有レコード・ロック (RL)

3 REPEATABLE.READ

共有レコード・ロック (RL)

4 SERIALIZABLE

共有ファイル・ロック (FS)

0 NO.ISOLATION1

なし、または更新レコード・ロック
(RU)1

1 READ.UNCOMMITTED

更新レコード・ロック (RU)

2 READ.COMMITTED

更新レコード・ロック (RU)

3 REPEATABLE.READ

更新レコード・ロック (RU)

4 SERIALIZABLE

更新レコード・ロック (RU) および意
図的ファイル・ロック (IX)

4 SERIALIZABLE

意図的ファイル・ロック (IX)

削除および書き込み

選択

1

分離レベル 0 のロック・ルールは、ISOMODE の設定によって異なります。

SQL 環境で、InfoSphere DataStage は、自動的にロックを取得します。これは、SQL DML (データ操作言
語) ステートメントを実行する必要があります。SQL DML ステートメントに関係するトランザクションの
ファイル内で取得または昇格したレコード・ロックの数が設定可能パラメーター MAXLOCK の値 (デフォ
ルト値は 100) を超えると、レコード・ロックからファイル・ロックへの拡大が発生します。 これは、複
数行にわたる長い文でも、レコード・ロック表の容量を超えないようにするためです。

トランザクションの分離レベルの影響
次の例では、分離レベルがどのようにトランザクションに影響するかを示します。 トランザクションを分
離レベル 2 で実行し、ファイル CUST から Customer 100 のレコードを削除します。 また、ファイル
ORDERS をスキャンして、この顧客からの注文をすべて削除します。 注文を削除するトランザクション
は、不必要に ORDERS ファイルをロックしないように記述されています。
このプログラムを見ると、ロックの拡大がどのように発生するかがわかります。
OPEN "CUST" TO CUST ELSE
STOP "Cannot open CUST file"
END
OPEN "ORDERS" TO ORDERS ELSE
CLOSE CUST
STOP "Cannot open ORDERS file"
END
LOCK.COUNT = 0
** 10 個のレコードがロックされたら
** レコード・ロックをファイル・ロックに拡大
LOCK.ESCALATE = 10
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 2
READU CUST.REC FROM CUST,100 THEN
SELECT ORDERS
BASIC 言語リファレンス
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GET.NEXT.RECORD:
LOOP
WHILE READNEXT ORDERS.NO DO
** ロックの拡大条件が満たされていない場合は
** その注文用に共有レコードを取得する
IF LOCK.COUNT < LOCK.ESCALATE THEN
READL ORDERS.REC FROM ORDERS,ORDERS.NO ELSE
GOTO GET.NEXT.RECORD:
END
LOCK.COUNT = LOCK.COUNT + 1
END ELSE
** ロックの拡大条件が満たされている場合は
** ファイルを更新する必要があるため
** 意図的ファイル・ロックを取得する
IF LOCK.COUNT = LOCK.ESCALATE THEN
FILELOCK ORDERS,"INTENT"
END
READ ORDERS.REC FROM ORDERS,ORDERS.NO ELSE
GOTO GET.NEXT.RECORD:
END
END
IF ORDERS.REC<1> = 100 THEN
IF LOCK.COUNT < LOCK.ESCALATE THEN
** 共有レコード・ロックから
** 排他レコード・ロックに昇格する
READU ORDERS.REC FROM ORDERS,ORDERS.NO THEN
NULL
END ELSE
** 意図的ファイル・ロックから
** 排他ファイル・ロックに昇格する
IF LOCK.COUNT = LOCK.ESCALATE THEN
FILELOCK ORDERS,"EXCLUSIVE"
END
END
DELETE ORDERS,ORDERS.NO
END
REPEAT
DELETE CUST,100
END
COMMIT
END TRANSACTION
CLOSE CUST
CLOSE ORDERS
END

デバッグ・ツール
InfoSphere DataStage には、RAID および VLIST という 2 つのデバッグ・ツールがあります。RAID は対
話式のデバッガーです。 VLIST は診断ツールで、ソース・コード、オブジェクト・コード、およびプログ
ラムに関する統計情報を表示できます。
注: RAID または VLIST は -I オプションを使用してコンパイルされたプログラムでは実行できません。

RAID
RAID は、InfoSphere DataStage BASIC プログラムと一緒に使用できます。 RAID は、オブジェクト・コ
ードおよびソース・コードの両方のデバッガーで、InfoSphere DataStage BASIC コード内でエラーを検出す
るのに優れたツールです。RAID を使用すると、以下を実行できます。
v ブレークポイントを設定および削除します。ソース・コード内にブレークポイントを設定することによ
って、指定した行でプログラムの実行を停止できます。プログラムの実行が停止したら、ソース・コー
ドの調査、変数の表示や変更、ブレークポイントの追加や削除を行うことができます。
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v 監視ポイントを設定します。ソース・コード内に監視ポイントを設定することによって、変数の値の変
化を追跡できます。 RAID では、変数値の変更時に、変更前の値、変更後の値、および値を変更したソ
ース命令を表示できます。
v ソース・コードを、1 行または 1 セグメントずつ実行および表示できます。
v オブジェクト・アドレスを検査します。
v 変数を表示、修正できます。
v 配列のすべてのエレメントを連続的に表示できます。
RAID は、コマンド・プロセッサーおよび BASIC プログラムから、または、BASIC プログラムを実行中
に Break キーを押すことによって、呼び出すことができます。

コマンド・プロセッサーからの RAID の起動
RAID をコマンド・プロセッサーから起動するには、RUN コマンドの代わりに RAID コマンドを入力しま
す。コマンド・プロセッサーから RAID を起動する構文は次のとおりです。
RAID [ filename ] program [ options ]

filename はソース・コードが保存されるファイル名です。RAID は、オブジェクト・コードで見つけて処理
するために、「.O」を filename に付加します。filename を指定しない場合、RAID は、デフォルトで BP
ファイルとみなします。
program は、プログラムのソース・コードを含むレコード名です。
options には、以下を 1 つ以上指定できます。
NO.WARN
すべての警告エラー・メッセージ (致命的でないメッセージ) の出力を抑止します。 NO.WARN
を指定しなかった場合は、実行時エラー・メッセージが発生と同時に画面に表示されます。
NO.PAGE
自動ページングをオフにします。 カーソルを @ 関数で配置するプログラムの場合は、ページン
グ機能を無効にする必要はありません。
LPTR プログラムの出力を、端末の画面ではなくプリンターにスプールします。
KEEP.COMMON
CHAIN ステートメントによって制御が別の BASIC プログラムに渡された場合に、名前なし共通
セグメント内の変数の値を保持します。
TRAP 致命的でないエラーが発生したときに、RAID を起動し直します。
RAID コマンドの使用法は、RUN コマンドと同じです。 RAID コマンドを実行すると、プログラムの実行
直前に RAID が起動します。 例えば、次のコマンドを実行すると、ファイル BP.O 内のレコード MAIN
が RAID デバッガーで実行されます。
>RAID BP MAIN

RAID がコマンド・プロセッサーから呼び出された場合、RAID は、二重コロン ( :: ) が続く最初の実行
可能ソース・コード命令を表示します。:: プロンプトに RAID コマンドを入力します。プログラムを実行
するには、:: プロンプトに R を入力します。RAID を終了するには、Q を入力します。RAID コマンドに
ついては、『RAID コマンド』 で詳しく説明しています。
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BASIC プログラムからの RAID の起動
RAID をプログラムから起動するには、プログラムに DEBUG ステートメントを記述します。 構文は次の
とおりです。
DEBUG

DEBUG ステートメントには引数はありません。 実行マシンがこのステートメントを検出すると、プログ
ラムは実行を中止し、二重コロン ( :: ) を表示して、RAID コマンドを入力するようにプロンプトを出し
ます。
BASIC プログラムの実行中に、Break キーを押して、ブレーク・オプション D を選択することによって
もデバッガーの入力ができます。

Break キーを使った RAID の起動
RAID を Break または Intr キーを使用して実行するには、実行中に Break キーを押してから、ブレー
ク・オプション D を選択します。

RAID を使った変数の参照
BASIC ソース・プログラムに出現する変数の名前を入力します。 変数名は、大/小文字が区別されます。
したがって、「A」と「a」は同じ変数ではありません。
RAID では、通常の変数名だけでなく、特別な「レジスター」変数も参照できます。 InfoSphere DataStage
BASIC オブジェクト・コードは、実行マシンによって実行されます。新しい変数を定義すると、実行マシ
ンによって変数にメモリーが割り振られ、そのメモリー・アドレスへのポインターが作成されます。 実行
マシンでは、情報を一時的に保持するために特殊変数を使用します。 これらは、$R0 から $Rn によって
参照される「レジスター」と、$MATRIX によって参照されるマトリックス・アドレス変数です。これらの
レジスターの数は、プログラムでの必要に応じて任意に決めることができます。 必要なときに必要な数だ
け使用できますので、余分なレジスターを使用しないようにしてください。
注: 参照されない変数は、BASIC オブジェクト・コードの記号表内に移されません。したがって、RAID
で中身を表示できるのは、現在のサブルーチンで参照されている変数だけです。 RAID は、参照されない
変数を無視して、それらを不明記号として扱います。
レジスターには、プログラム内で発生する中間値が格納されます。 例えば、次のステートメントの場合、3
と 4 の合計が評価されて、合計が $R0 に置かれます。
A=B:3+4

このステートメントは、オブジェクト・コードでは次のように評価されます。
A=B:$R0

$MATRIX 変数は、配列の指定したエレメントへのポインターとして、時々使用されます。この場合、1 つ
のステートメントの中で同じエレメントを何度も検索する必要はありません。 例えば、次の REMOVE 文
では、配列 B の 3 番目のエレメントに格納されているシステム区切りの一連のサブストリングを変数 A
に格納し、区切りコードの設定を変数 C に格納しています。
REMOVE A FROM B(3) SETTING C

配列 B の 3 番目のエレメントへの参照は、$MATRIX ポインターに置かれます。このステートメント
は、オブジェクト・コードでは次のように評価されます。
REMOVE A FROM $MATRIX SETTING C
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RAID コマンド
いずれの RAID コマンドも、二重コロン ( :: ) プロンプトから入力できます。RAID コマンドの基本的な
構文は次のとおりです。
position command qualifier

表 18. RAID コマンドの一般構文
引数

説明

お願い

position
プログラムで RAID コマンドを実行
する場所と頻度を指定します。次のい
ずれかを指定できます。
line

ソース・コードの行番号 (10 進値)

address

オブジェクト・コード命令のアドレス
(16 進数、先頭に 0X を付けて区別す
る)

procedure

ソース・コード内のプロシージャー名

variable

ソース・コード内の変数の名前。 ソ
ース・コード内で使われている変数名
を正確に指定する必要があります。
大/小文字は区別されます。したがっ
て、「A」と「a」は同じ変数ではあ
りません。 variable に添え字を付け
て、配列のエレメントを表します。例
: A[1,2]。

n

コマンドを実行する回数を指定しま
す。

qualifier
次のどちらかを指定します。

ストリング

変数の値を検索または置換するための
ストリング

*

指定したコマンドの特殊な形式を示す
記号

表 19 には、RAID コマンドが要約してあります。
表 19. RAID コマンド
コマンド

説明

line

ソース・コードの指定した行を表示します。

/[string]

string のソース・コードを検索します。

B

RAID ブレークポイントを設定します。

C

プログラムを続行します。

D

RAID ブレークポイントを削除します。

G

指定した行またはアドレスに移動し、プログラムを続行し
ます。

H

プログラムに関する統計情報を表示します。

I

次のオブジェクト・コード命令を表示して実行します。

L

次に実行する行を表示します。
BASIC 言語リファレンス
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表 19. RAID コマンド (続き)
コマンド

説明

M

監視ポイントを設定します。

Q

RAID を終了します。

R

プログラムを実行します。

S

BASIC ソース・コードを 1 ステップずつ実行します。

T

呼び出しスタックのトレース結果を表示します。

V

M コマンドの冗長モードに切り替えます。

V*

オブジェクト・コードを生成したコンパイラーのバージョ
ンを表示します。

W

現在のウィンドウを表示します。

X

現在のオブジェクト・コード命令とアドレスを表示しま
す。

X*

ローカルの実行マシンのレジスターおよび変数を表示しま
す。

Z

ソース・コードの次の 10 行を表示します。

$

命令カウントをオンにします。

#

プログラムのタイミングをオンにします。

+

現在の行を増分します。

-

現在の行を減分させます。

.

オブジェクト・コード命令とアドレスを実行前に表示しま
す。

variable/

variable の値を出力します。

variable!string

variable の値を string に変更します。

line: ソース・コード行の表示:
line は、行番号で指定したソース・コードの行を表示します。このコマンドでは、指定した行が表示される
だけで、現在実行している行は変更されません。
/ : サブストリングを検索する:
スラッシュにストリングを続けて使用すると、ソース・コードを検索して、サブストリング string の次の
出現する箇所を調べられます。構文は次のとおりです。
/ [ string ]

検索は、現在の行の直後から開始されます。 string が見つかった場合、RAID によって現在の行が string
を含む行に設定され、その行が表示されます。string なしで / コマンドを発行した場合、RAID は、最後
に検索したストリングを探します。この RAID セッションでまだストリングを指定していない場合は、空
白ストリングが検索されます。 RAID が、string なしでファイルの終わりに当たると、最初の行から開始
して、string を見つけるまで検索を続けるか、現在の行に戻ります。
B: ブレークポイントを設定する:
B コマンドを使用すると、RAID ブレークポイントを設定したり表示したりできます。2 種類の構文があ
ります。
[ address | line | procedure [ : line ] ] :B
B*
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RAID ブレークポイントは、現在の行、オブジェクト・コードアドレス、BASIC ソース行番号、指定した
プロシージャーの先頭、または指定したプロシージャーの BASIC ソース行番号に設定できます。RAID
は、呼び出されたサブルーチンの行番号も認識します。プログラムを実行すると、ブレークポイントで停止
して:: プロンプトが表示されます。 このポイントで、別の RAID コマンドを発行することも可能です。
次の例では、ソース・コードの 30 行目および 60 行目にブレークポイントを設定してから、プログラムを
実行しています。 30 行目および 60 行目に到達すると、プログラムが停止して RAID プロンプトが表示
されます。
::30B::60B::R

B* コマンドを使用すると、現在アクティブなブレークポイントのリストを表示できます。
C: プログラムを続行する:
C コマンドを使用すると、ブレークポイントが出現するまで、または完了するまでプログラムを続行でき
ます。 C コマンドを発行すると、冗長モードがオフになります。再びオンにするには V コマンドを使用
します。 TRAP コマンド・ライン・オプションを使用している場合は、致命的でないエラーが発生するた
びに RAID が起動します。
D: ブレークポイントを削除する:
D コマンドを使用すると、RAID ブレークポイントを削除できます。2 種類の構文があります。
[ address | line ] D
D*

RAID ブレークポイントは、現在の行で削除するか、オブジェクト・コードアドレスまたは BASIC ソース
行番号を指定して削除します。 * オプションを使用すると、すべてのブレークポイントを削除できます。
BASIC ステートメントによっては、複数の実行マシン文が生成される場合もあります。 行番号を指定して
ブレークポイントを削除すると、BASIC ソース番号の開始アドレスが一致するブレークポイントが削除さ
れます。 BASIC ソース行の開始アドレス以外で設定されているブレークポイントは、そのアドレスを指定
して削除する必要があります。
G: 指定した位置からプログラムを続行する:
G コマンドを使用すると、指定した行またはアドレスに移動して、その位置からプログラムを実行できま
す。構文は次のとおりです。
address | line G

H: プログラム情報を表示する:
H コマンドを使用すると、コンパイルに使った BASIC のバージョン、使用した定数の数、使用したロー
カル変数の数、渡されたサブルーチン引数の数、オブジェクト・コードのサイズ、およびプログラムが異常
終了したときのプロシージャーを表示できます (メインプログラム対サブルーチン)。
I: 次のオブジェクト・コード命令を実行する:
I コマンドを使用すると、次のオブジェクト・コード命令を表示して実行できます。構文は次のとおりで
す。
[ n ] I

n オプションを使用すると、RAID によって、次の n 個の命令が表示され、実行されます。
L: 次の行を表示する:
L コマンドを使用すると、次に実行される行を表示できます。
M: 監視ポイントを設定する:
BASIC 言語リファレンス
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M コマンドを使用すると、監視ポイントを設定できます。構文は次のとおりです。
variable M [ ; [ variable ] M ...]
variable =VALUE M

variable は、記号表で検出される変数です。
VALUE には、ブレークを発生させたい値を指定します。
2 つ目の構文を使用すると、特定の値に設定された変数用の監視ポイントを設定できます。
モニターしている変数の値が変更されると、監視ポイント状態が発生します。 続いて、プログラムの処理
が停止し、変数の変更前の値、変更後の値、および値を変更したソース・コードの行が表示されます。 変
数が変更されなければ何も表示されません。 このコマンドには、変数を 8 個まで指定できます。 RAID
が変数の値への変更を表示した後に、その変数のモニターを続けるには、variable M ではなく、M のみを
再度入力する必要があります。
Q:RAID を終了する:
RAID を終了するには Q コマンドを使用します。
R: プログラムを実行する:
R コマンドを使用すると、ブレークポイントが出現するまで、または完了するまでプログラムを実行でき
ます。 R コマンドは C コマンドと同じです。 R コマンドを発行すると、冗長モードがオフになりま
す。再びオンにするには V コマンドを使用します。 TRAP コマンド・ライン・オプションを指定した場
合は、致命的でないエラーが発生するたびに RAID が起動します。
S: ソース・コードを 1 ステップずつ実行する:
S コマンドを使用すると、現在の行を実行し、続いてソース・コードの次の行を表示できます。 複数の S
コマンドを使用すれば、プログラムを 1 ステップずつ実行できます。構文は次のとおりです。
[ n ] S [ * ]

実行する行にサブルーチンの呼び出しが含まれていると、サブルーチンが 1 ステップずつ実行されます。
n オプションを使用すると、RAID によって、次の n 行がステップスルーされます。* オプションを使用
すると、サブルーチン全体が 1 つの行とみなされ、サブルーチンの呼び出しは 1 ステップとして扱われま
す。 つまり、S* コマンドではソース行が表示、実行されます。 行にサブルーチンの呼び出しが含まれて
いる場合は、サブルーチンが実行され、サブルーチンから戻った直後に実行されるソース行が表示されま
す。
T: 呼び出しスタックのトレース結果を表示する:
T コマンドを使用すると、呼び出しスタックのトレース結果を表示できます。それまでに現在のサブルー
チンを呼び出したルーチンの名前が表示されます。
V: 冗長モードに切り替える:
V コマンドを使用すると、M コマンドの冗長モードに切り替えることができます。 冗長モードでは、監
視ポイントが設定されている変数の値が変更されるまでのソース・コード行がすべて表示されます。 続い
て、プログラムの処理が停止し、変数の変更前の値、変更後の値、および値を変更したソース命令が表示さ
れます。このコマンドを発行したら、その直後に M コマンドを発行する必要があります。
::V::variable M

冗長モードは、オフにするまでオンのままとなります。オフにするには、C コマンド、R コマンド、また
は S コマンドを使用します。
V*: コンパイラーのバージョンを表示する:
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V* コマンドを使用すると、BASIC オブジェクト・コードを生成したコンパイラーのバージョンを表示で
きます。
W: 現行ウィンドウの表示:
W コマンドを使用すると、現在のウィンドウを表示できます。構文は次のとおりです。
[ line ] W

ウィンドウには、現在の行を中心にしてソース・コード 10 行が表示されます。 例えば、現在の行が 4 だ
とすると、先頭の 10 行が表示されます。 W コマンドでは、現在の行は変更されません。 line オプショ
ンを使用すると、RAID によって現在の行が line に変更され、その行を中心にしたウィンドウが表示され
ます。例えば、現在の行が 14 だとすると、RAID によって行 9 から 18 が表示されます。このコマンド
で変更されるのは現在の表示行だけで、実行される行は変更されない点に注意してください。 つまり、S
コマンドでコードを 1 ステップずつ実行している場合、最初の S コマンドが発行される直前に表示され
ていた行が現在の表示行とみなされます。
X: 現行オブジェクト・コード命令の表示:
X コマンドを使用すると、現在のオブジェクト・コード命令およびアドレスを表示できます。実行はされ
ません。
X*: ローカル実行マシンのレジスターを表示する:
X コマンドを使用すると、ローカル実行マシンのレジスターの中身、および実行マシンの変数のリストを
表示できます。構文は次のとおりです。
X [ * ]
X!

2 つ目の構文を使用すると、変数を空白ストリングに設定できます。 値 X! は、復帰が直ぐ後に続いた状
態で表示されます。
RAID では、中身が表示されます。 実行マシンの変数には以下があります。
Inmat INMAT 関数によって設定された値
Col1

COL1 関数によって設定された値

Col2

COL2 関数によって設定された値

Tab

TABSTOP ステートメントによって設定された値

Precision
PRECISION ステートメントによって設定された値
Printer
PRINTER ステートメントによって設定されたプリンター・チャネル
Psw

最後の内部比較で設定された値

Lsw

最後のロック・テストで設定された値

Status STATUS 関数によって設定された値
Z: ソース・コードを表示する:
Z コマンドを使用すると、ソース・コードの次の 10 行を表示できます。このとき、表示された最後の行
が現在の行になります。構文は次のとおりです。
[ line ] Z
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例えば、Z コマンドを発行した時の行が 4 だとすると、RAID によって行 4 から 13 が表示され、行 13
が現在の行となります。
最後に表示された行が現在の行になるため、このコマンドが発行されるたびに現在のウィンドウが変更され
ます。例えば、Z コマンドを発行した時の行が 14 だとすると、RAID によって行 14 から 23 が表示さ
れます。現在の行は 23 になります。
line オプションを使用すると、現在の行が、行 になり、RAID は指定した行を最初の行にしたウィンドウ
を表示します。このコマンドを発行すると、どちらの構文を使ったかに関係なく、表示された最後の行が現
在の行になります。 このコマンドで変更されるのは現在の表示行だけで、実行される行は変更されない点
に注意してください。
$ : 命令カウントをオンにする:
$ コマンドを使用すると、命令カウントをオンにできます。 RAID は、プログラムで使用されたオブジェ
クト・コード命令と、各命令が実行された回数を、プロファイル と呼ばれる &UFD& ファイル内のレコ
ードに記録しています。RAID が次のブレークポイント、DEBUG ステートメント、Ctrl-C、またはプログ
ラムの最後を検出すると、命令カウントは停止します。
# : プログラムのタイミングをオンにする:
# コマンドを使用すると、プログラムのタイミングをオンにできます。 RAID は、プログラム名、実行さ
れた回数、実行に要した合計経過時間を、タイミング と呼ばれる &UFD& ファイルのレコードに記録し
ます。RAID が次のブレークポイント、DEBUG ステートメント、Ctrl-C、またはプログラムの最後を検出
すると、プログラム・タイミングは停止します。
+ : 現行の行番号の増加:
+ コマンドを使用すると、現在のオブジェクト・コード行番号を増分し、増分後の行を表示できます。構
文は次のとおりです。
[ n ] +

n オプションを使用すると、RAID によって n が、現在の行に追加されます。ただし、表示できるのは有
効な行だけです。 例えば、現在の行が 4 のときにコマンド 3+ を発行すると、行 7 が有効な行である場
合に限り行 7 に移動します。 行 7 が無効である場合は、行 7 の次の有効行に移動します。このコマンド
では、現在実行している行は変更されません。 つまり、S コマンドで 1 ステップずつ実行している場
合、最初の S コマンドが発行される直前に表示されていた行が現在の表示行とみなされます。
- : 現行の行数の減少:
- コマンドを使用すると現在の行数を減らして表示できます。構文は次のとおりです。
[ n ] -

n オプションを使用すると、RAID によって現在の行から n が減算されます。ただし、表示できるのは有
効な行だけです。 例えば、行 14 から始めて、コマンド 3- を使用すると、行 11 がコードに対して有効
なアドレスである場合に限り行 11 に移動します。 行 11 が無効である場合は、行 11 の 1 つ前の有効行
に移動します。
. : 次に実行する命令を表示する:
. (ピリオド) コマンドを使用すると、次のオブジェクト・コード指示と実行するアドレスを表示できます。
変数 / : 変数の値の印刷:
変数名のあとにスラッシュを入力すると、その変数の値を表示できます。構文は次のとおりです。
variable/
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variable/ コマンドを入力すると、RAID によって変数の値が表示されて、ストリング、数値、または
NULL 値のいずれであるかが示されます。配列エレメントを表示するには、変数に添え字を付加します。
配列名だけを入力した場合は、X 座標および Y 座標の長さが表示されます。 最初のエレメントを明示的
に表示することで、マトリックス値を表示してから、Return を押して次のエレメントを表示します。例え
ば、配列エレメントを表示した後に、Return を押すと、連続するエレメントが配列で表示されます (例:
1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 など)。配列内の最後のエレメントが表示されたあとは、先頭に戻って 0,0、1,1 と
いう順で表示されます。
! : 変数の値を変更する:
! (感嘆符) コマンドを使用すると、variable の値を string に変更できます。構文は次のとおりです。
variable!string

配列エレメントを変更するには、変数に添え字を付加します。 このオプションは、共有メモリーでのプロ
グラムのデバッグには使用できません。

VLIST
VLIST を使用すると、BASIC プログラムのオブジェクト・コードのリストを表示できます。 VLIST の構
文は次のとおりです。
VLIST [ filename ] program [ R ]

filename
BASIC プログラムのソース・コードが格納されているファイルの名前を指定します。 デフォルト
のファイル名は BP です。
program
リスト表示するプログラムの名前を指定します。
R

ソース・コード名と値の代わりに、変数および定数の内部参照番号を表示します。

VLIST では、各ソース・コード行の後ろに、そのオブジェクト・コード行が表示されます。 また、プログ
ラムの統計情報も表示されます。
>VLIST BP TO.LISTMain Program "BP.O/TO.LIST"
Compiler Version: 7.3.1.1
Object Level
: 5
Machine Type
: 1
Local Variables : 1
Subroutine args : 0
Unnamed Common : 0
Named Common Seg: 0
Object Size
: 34
Source lines
: 4
0001: FOR I = 1 TO 10
0001 0000 : 0F8 move
0001 0006 : 098 forincr

0 => I
I 10 1 0020:

0002: PRINT I
0002 0014 : 130 printcrlf

I

0003: NEXT I
0003 001A : 0C2 jump

0006:

0004: END
0004 0020 : 190 stop
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BASIC ステートメントと関数
これらのトピックでは、BASIC ステートメントおよび関数について説明します。各ステートメントおよび
関数は、個別のページで説明しています。 典型的なステートメントまたは関数参照のページには、以下が
含まれます。
v ステートメントまたは関数の名前
v ステートメントまたは関数の構文
v ステートメントまたは関数の使用に関する情報
v ステートメントまたは関数の使用方法を示した例

! ステートメント
構文
! [comment.text]

説明
! ステートメントを使用すると、BASIC プログラム内にコメントを挿入できます。コメントでプログラム
のさまざまな部分を説明し文書化できます。コメントはソース・コードの一部であるだけで、実行不可能で
す。これはまた、オブジェクト・コードのサイズに影響しません。
コメントは別個の BASIC ステートメントとして、プログラムの任意の場所に記述できます。 コメント
は、次に示すうちのいずれか 1 つのコメント記号で記述する必要があります。
REM * ! $*

コメント記号と物理行の末尾の間に記述されるテキストはすべてコメントの一部として扱われ、実行可能な
プログラム部分として扱われることはありません。コメントが 1 行の物理行に収まらない場合は、新しい
行をコメント記号で始めることで続きを記述できます。コメントが実行可能ステートメントを含む物理行の
末尾に現れる場合、コメント指定子の前にセミコロン ( ; ) を置く必要があります。

例
3 行目の末尾の PRINT ステートメントは、同じ行の感嘆符のあとに記述されていて、コメントの一部とし
て扱われるために実行されません。4、5、および 6 行目は、実行可能な文と同じ行にコメントを記述する
方法を示します。
001: PRINT "HI THERE"; ! この行の ! 以降はすべてコメント
002: ! この行もコメントなので表示されない
003: IF 5<6 THEN PRINT "YES"; ! コメント; PRINT
"PRINT ME"
004: IF 5<6 THEN
005:
PRINT "YES"; ! コメント
006:
PRINT "PRINT ME"
007: END

次のプログラム出力が得られます。
HI THERE
YES
YES
PRINT ME
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#INCLUDE ステートメント
構文
#INCLUDE [filename] program
#INCLUDE program FROM filename

説明
#INCLUDE ステートメントを使用すると、レコード program にソース・コードを挿入させて、そのソー
ス・コードをメインプログラムでコンパイルするようコンパイラーに指示できます。#INCLUDE ステート
メントは、コンパイラーがメインプログラムに戻り、#INCLUDE ステートメントに続くステートメントで
コンパイルを続行するという点で $CHAIN ステートメントとは異なります。
program を、filename なしで指定する場合、program を、#INCLUDE ステートメントを含んでいるプログ
ラムと同じファイル内のレコードにしてください。
program が別のファイル内のレコードである場合、#INCLUDE ステートメントに filename とプログラム名
を続けて指定する必要があります。 filename には、VOC ファイルで定義したタイプ 1 ファイルまたはタ
イプ 19 ファイルを指定する必要があります。
#INCLUDE 文はネストできます。
#INCLUDE ステートメントは、$INCLUDE ステートメントと INCLUDE ステートメントの同義語です。

例
PRINT "START"
#INCLUDE END
PRINT "FINISH"

このプログラムがコンパイルされると、#INCLUDE ステートメントはプログラム END からコードを挿入
します (END ステートメント・ページの例を参照)。次のプログラム出力が得られます。
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

$* ステートメント
構文
$* [comment.text]

説明
$* ステートメントを使用すると、コメントを BASIC プログラム内に挿入できます。コメントでプログラ
ムのさまざまな部分を説明し文書化できます。コメントはソース・コードの一部であるだけで、実行不可能
です。これはまた、オブジェクト・コードのサイズに影響しません。
コメントは別個の BASIC ステートメントとして、プログラムの任意の場所に記述できます。 コメント
は、次に示すうちのいずれか 1 つのコメント記号で記述する必要があります。
REM * ! $*
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コメント記号と物理行の末尾の間に記述されるテキストはすべてコメントの一部として扱われ、実行可能な
プログラム部分として扱われることはありません。コメントが 1 行の物理行に収まらない場合は、新しい
行をコメント記号で始めることで続きを記述できます。コメントが実行可能ステートメントを含む物理行の
末尾に現れる場合、コメント指定子の前にセミコロン ( ; ) を置く必要があります。

例
3 行目の末尾の PRINT ステートメントは、同じ行の感嘆符のあとに記述されていて、コメントの一部とし
て扱われるために実行されません。4、5、および 6 行目は、実行可能な文と同じ行にコメントを記述する
方法を示します。
001: PRINT "HI THERE"; $* $* の後はいずれもコメント
002: $* この行もコメントなので表示されない
003: IF 5<6 THEN PRINT "YES"; $* コメント; PRINT
"PRINT ME"
004: IF 5<6 THEN
005:
PRINT "YES"; $* コメント
006:
PRINT "PRINT ME"
007: END

次のプログラム出力が得られます。
HI THERE
YES
YES
PRINT ME

$CHAIN ステートメント
構文
$CHAIN [filename] program

説明
$CHAIN ステートメントを使用すると、コンパイラーに、プログラム からソース・コードを読み取らせ
て、読み取ったソース・コードを現行プログラムの一部であるかのようにコンパイルできます。$CHAIN
ステートメントは、$INCLUDE ステートメントとは異なります。コンパイラー内の #INCLUDE ステート
メントと INCLUDE ステートメントはメインプログラムには戻りません。 $CHAIN ステートメントの後
に現れるいずれのステートメントも、コンパイルされたり、実行されることはありません。
プログラム名をファイル名なしで指定する場合は、挿入するソース・コードが現在のプログラムと同じファ
イルに格納されている必要があります。
挿入するソース・コードが別のファイルにある場合、$CHAIN ステートメントは、リモート・ファイル名
を指定し、続いてプログラム名を指定する必要があります。filename で VOC ファイルで定義したタイプ
1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルを指定してください。
program 内のステートメントがエラー・メッセージを生成した場合、メッセージは、$CHAIN ステートメ
ントを含んだプログラム名になります。

例
PRINT "START"
$CHAIN END
PRINT "FINISH"
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このプログラムがコンパイルされると、$CHAIN ステートメントはプログラム END からコードを挿入し
ます (END ステートメント・ページの例を参照)。次のプログラム出力が得られます。
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM

$COPYRIGHT ステートメント
構文
$COPYRIGHT "copyright.notice"

説明
$COPYRIGHT ステートメントを使用すると、オブジェクト・コード・ヘッダーの著作権フィールドに挿入
される著作権情報を指定できます。
copyright.notice は一重引用符または二重引用符によって囲む必要があります。
コンパイルの開始時点では、オブジェクト・コード・ヘッダーの著作権フィールドには空白ストリングが設
定されています。プログラムで $COPYRIGHT ステートメントが現れるまで空の状態です。
複数の $COPYRIGHT ステートメントがプログラムに含まれている場合、最後に現れるステートメントに
含まれる情報のみがオブジェクト・コード・ヘッダーに挿入されます。
このステートメントは、既存のソフトウェアとの互換性を維持するために残されています。

$DEFINE ステートメント
構文
$DEFINE identifier [replacement.text]

説明
$DEFINE ステートメントを使用すると、プログラムのコンパイルを制御する識別子を定義できます。
$DEFINE には、次の 2 つの機能があります。
v 識別子を定義する。
v 識別子の置換テキストを指定する。
identifier には、定義する記号を指定します。 有効な識別子であれば何を指定してもかまいません。
replacement.text には、$DEFINE ステートメントを含んだプログラム内で identifier が現れたときに、それ
を置換するストリングを指定します。
$DEFINE 文に置換テキストを指定すると、指定した識別子とその replacement.text が記号表に追加されま
す。 この場合、プログラム内で $DEFINE ステートメント以降に見つかった identifier が、replacement.text
で置換されます。 replacement.text が指定されていない場合、identifier は定義されますが、値は NULL 値
となります。
identifier と replacement.text の間は、1 つ以上のスペースで区切ります。 このブランクの後ろに入力され
るすべての文字が、replacement.text を終了する Return 文字まで (Return 文字は含まない)、
replacement.text に追加されます。
BASIC 言語リファレンス
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注: replacement.text 以降に入力したコメントは、置換テキストの一部に含まれてしまいます。
replacement.text を指定した場合は、コメントを入力しないようにしてください。 replacement.text にコメン
トを追加すると、予期しないプログラム動作が発生する可能性があります。
識別子の定義を削除するには、$UNDEFINE ステートメントを使用します。

条件付きコンパイル
$DEFINE ステートメントを $IFDEF ステートメントまたは $IFNDEF ステートメントと組み合わせて使用
すると、条件付きコンパイルを制御するための識別子を定義できます。 構文は次のとおりです。
$DEFINE identifier [replacement.text]
.
.
.
{ $IFDEF | $IFNDEF } identifier
[ statements ]
$ELSE
[ statements ]
$ENDIF

条件付きコンパイル・ブロックの先頭となる $IFDEF ステートメントまたは $IFNDEF ステートメントで
は、identifier が $DEFINE ステートメントで定義されているかどうかが判別されます。 $IFDEF を使った
場合、identifier が定義されていると、$IFDEF 文と $ELSE 文の間の文がコンパイルされます。 identifier
が定義されていないと、$ELSE 文と $ENDIF 文の間の文がコンパイルされます。
一方、$IFNDEF を使った場合、identifier が定義されていると、$ELSE 文と $ENDIF 文の間の文がコンパ
イルされます。 identifier が定義されていないと、$IFDEF 文と $ELSE 文の間の文がコンパイルされま
す。

例
この例では、シンボル NAME.SUFFIX が定義されており、PROGRAM.NAME[5] の値が置換テキストとし
て指定されています。コンパイルが次の行に進むと、シンボル NAME.SUFFIX が PROGRAM.NAME[5] で
置換され、以降の処理は置換テキストの 1 番目の文字に基づいて進められます。
$DEFINE NAME.SUFFIX PROGRAM.NAME[5]
IF NAME.SUFFIX = ’.B’ THEN
.
.
.
END
.
.
.

$EJECT ステートメント
構文
$EJECT

説明
$EJECT ステートメントを使用すると、レコードのリストで改ページを開始できます。
このステートメントは、$PAGE ステートメントの同義語です。
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$IFDEF ステートメント
構文
$IFDEF identifier
[ statements ]
[ [ $ELSE ]
[ statements ] ]
$ENDIF

説明
$IFDEF ステートメントを使用すると、コンパイル時記号の定義をテストできます。$IFDEF は、現在、
identifier が定義されている (すなわち、$DEFINE ステートメントに現れ、未定義ではない) かどうかを判
別するテストを行います。
identifier が、現在、定義されていて、$ELSE 節が省略されている場合、$IFDEF 文と $ENDIF 文の間の文
がコンパイルされます。$ELSE 節が含まれている場合は、$IFDEF と $ELSE の間の文のみがコンパイル
されます。
identifier が定義されておらず、$ELSE 節が省略されている場合は、$IFDEF 文と $ENDIF 文の間のすべて
の行が無視されます。$ELSE 節が含まれている場合は、$ELSE と $ENDIF の間の文のみがコンパイルさ
れます。
$IFDEF 文と $IFNDEF 文は、最大 10 レベルの深さまでネストできます。

例
次の例では、「modified」という識別子が定義されているかどうかが判別されます。
$DEFINE modified 0
$IFDEF modified
PRINT "modified is defined."
$ELSE
PRINT "modified is not defined."
$ENDIF

$IFNDEF ステートメント
構文
$IFNDEF identifier
[ [ $ELSE ]
[ statements ] ]
$ENDIF

[ statements ]

説明
$IFNDEF ステートメントを使用すると、コンパイル時記号の定義をテストできます。$IFNDEF ステートメ
ントは、$IFDEF ステートメントを補足します。
identifier が、現在、定義されておらず、$ELSE 節が省略されている場合、$IFNDEF 文と $ENDIF 文の間
の文がコンパイルされます。$ELSE 節が含まれている場合は、$IFNDEF と $ELSE の間の文のみがコンパ
イルされます。
identifier が定義されていて、$ELSE 節が省略されている場合は、$IFNDEF 文と $ENDIF 文の間のすべて
の行が無視されます。$ELSE 節が含まれている場合は、$ELSE と $ENDIF の間の文のみがコンパイルさ
れます。
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$IFDEF 文と $IFNDEF 文は、最大 10 レベルの深さまでネストできます。

例
次の例では、「modified」という識別子が定義されていないかどうかが判別されます。
$DEFINE modified 0
$IFNDEF modified
PRINT "modified is not defined."
$ELSE
PRINT "modified is defined."
$ENDIF

$INCLUDE ステートメント
構文
$INCLUDE [filename] program
$INCLUDE program FROM filename

説明
$INCLUDE ステートメントを使用すると、レコード program にソース・コードを挿入させて、そのソー
ス・コードをメインプログラムでコンパイルするようコンパイラーに指示できます。$INCLUDE ステート
メントは、コンパイラーがメインプログラムに戻り、$INCLUDE ステートメントに続くステートメントで
コンパイルを続行するという点で $CHAIN ステートメントとは異なります。
program を、filename なしで指定する場合は、program を、現在、$INCLUDE ステートメントを含んでい
るプログラムと同じファイル内のレコードにしてください。
program が別のファイル内のレコードである場合、$INCLUDE ステートメントに filename とプログラム名
を続けて指定する必要があります。 filename には、VOC ファイルで定義したタイプ 1 ファイルまたはタ
イプ 19 ファイルを指定する必要があります。
$INCLUDE 文はネストできます。
$INCLUDE ステートメントは #INCLUDE ステートメントと INCLUDE ステートメントの同義語です。

例
PRINT "START"
$INCLUDE END
PRINT "FINISH"

このプログラムがコンパイルされると、$INCLUDE ステートメントはプログラム END からコードを挿入
します (END ステートメント・ページの例を参照)。次のプログラム出力が得られます。
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

$INSERT ステートメント
構文
$INSERT primos.pathname
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説明
$INSERT ステートメントを使用すると、ソース・コード primos.pathname で指定したファイルに含まれる
ソース・コードを挿入させて、そのソース・コードをメインプログラムでコンパイルするようコンパイラー
に指示できます。 $INSERT ステートメントと $INCLUDE ステートメント (およびその同義語
#INCLUDE と INCLUDE) の違いは、$INSERT が、引数として PRIMOS パス名を取るのに対して、
$INCLUDE は、InfoSphere DataStage ファイル名とレコード ID を取るということです。PRIMOS パス名
はパス名に変換されます。先頭の > は無視されます。
$INSERT は、基本 Information プログラムとの互換性のために含まれます。$INCLUDE ステートメントは
一般的な使用にお勧めします。
primos.pathname がプログラムの名前のみである場合、これは相対パス名として解釈されます。この場合、
プログラムは $INSERT 文を含むプログラムと同じディレクトリーにあるファイルである必要があります。
$INSERT 文はネストできます。
primos.pathname は、以下の変換ルールを使用して、有効なパス名に変換されます。
/ は ?¥ に変換されます。
? は ?? に変換されます。
ASCII CHAR 0 (NUL) は ?0 に変換されます。
. (ピリオド) は ?. に変換されます。
絶対パス名を指定する場合、ディレクトリー名の間の > は、以下に応じて / に変更されます。
[pathname/] program

$INSERT は、挿入されるソースを含むファイルのパス名として変換処理引数を直接に使用します。VOC
ファイルのファイル定義は使用しません。

例
PRINT "START"
$INSERT END
PRINT "FINISH"

このプログラムがコンパイルされると、$INSERT ステートメントはプログラム END からコードを挿入し
ます (END ステートメント・ページの例を参照)。次のプログラム出力が得られます。
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

$MAP ステートメント
構文
$MAP mapname
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説明
NLS モードで、$MAP ステートメントを使用すると、コンパイラーで、ソース・コードのマップを指定で
きます。非 ASCII ステートメント字を含む埋め込みリテラル・ストリングを使用する場合は、$MAP ステ
ートメントを使用してください。
mapname は作成とインストールが済んでいるマップの名前にする必要があります。
コンパイルの間は 1 個の $MAP ステートメントのみを使用できます。
注: NLS モードがオンまたはオフのどちらであっても、ASCII 文字のみを含むプログラムは実行できま
す。 NLS モードがオフに切り替えられている場合、NLS モードでコンパイルされた非 ASCII 文字を含む
プログラムは実行できません。

例
次の例では、変数 GREEKABG に対して 3 つの文字 (アルファ、ベータ、ガンマ) を含むストリングが指
定されています。
$MAP MNEMONICS
.
.
.GREEKABG = "<A*><B*><G*>"

$OPTIONS ステートメント
構文
$OPTIONS [flavor] [options]

説明
$OPTIONS ステートメントを使用すると、フレーバーのコンパイル時のエミュレーションを設定できま
す。 これによって、あるフレーバーでコンパイルされたオブジェクト・コードは、別のフレーバーでは実
行できなくなります。プログラムでオプションを個別に選ぶことによって、デフォルトの設定をオーバーラ
イドできます。
flavor を指定するには、次のキーワードを使用します。
キーワード
フレーバー
PICK

一般的な Pick エミュレーション

INFORMATION
基本 Information エミュレーション
REALITY
REALITY エミュレーション
IN2

Intertechnique エミュレーション

DEFAULT
IDEAL フレーバー
PIOPEN
PI/open エミュレーション
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例えば、次の文では、すべての BASIC 構文を PICK フレーバー・アカウントで実行しているかのように
扱うことを指定しています。
$OPTIONS PICK

コンパイル時のエミュレーションを指定するには、BASIC コマンドの VOC エントリーのフィールド 6
に、次のキーワードのいずれかを指定する方法もあります。
INFORMATION.FORMAT
PICK.FORMAT
REALITY.FORMAT
IN2.FORMAT
PIOPEN.FORMAT

デフォルトでは、アカウントを設定したときに指定したアカウント・フレーバーが BASIC コマンドの
VOC エントリーと対応します。
options は、次のキーワードを使用して指定します。 オプションをオフにするには、先頭にマイナス符号
(-) を付けます。
表 20. $OPTIONS ステートメントのオプション
オプション名

オプション文字

説明

CASE

なし

識別子およびキーワードの大/小文字
を区別します。

COMP.PRECISION

なし

すべての比較での、数値を現在の精度
値で四捨五入します。

COUNT.OVLP

O

INDEX 関数および COUNT 関数で、
カウントをオーバーラップさせます。

END.WARN

R

最終的な END ステートメントがない
場合に警告メッセージを表示します。

EXEC.EQ.PERF

P

EXECUTE ステートメントを
PERFORM ステートメントとしてコ
ンパイルします。

EXTRA.DELIM

W

INSERT 関数および REPLACE 関数
をコンパイルする際、空白ストリング
を含むフィールド、値、サブ値を
IDEAL フレーバーとは別の方法で処
理します。 例えば、マイナス 1 (-1)
パラメーターを指定した場合、
INFORMATION フレーバーおよび
IN2 フレーバーでは別の区切り文字が
追加されます (空白ストリングで始ま
る場合を除く)。

FOR.INCR.BEF

F

FOR...NEXT ループのバウンド・チェ
ックのあとではなく前に索引を増分し
ます。

FORMAT.OCONV

なし

出力変換コードをフォーマット・マス
クとして使用します (FMT 関数を参
照)。
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表 20. $OPTIONS ステートメントのオプション (続き)
オプション名

オプション文字

説明

FSELECT

なし

SELECT ステートメントで、
@SELECTED 変数に選択されたレコ
ードの総数が返されるようにします。
このオプションを使用すると、
SELECT ステートメントのパフォー
マンスが悪くなります。

HEADER.BRK

なし

I オプションと P オプションの
PIOPEN フレーバーを HEADING ス
テートメントと FOOTING ステート
メントのキーワードに指定します。こ
れが、PIOPEN フレーバーのデフォル
トです。

HEADER.DATE

D

固定フォーマット (全ページに共通の
フォーマット) のヘッダーおよびフッ
ターに日付と時刻を表示します。日付
は、「D」フォーマットの代わりに
「D2-」フォーマットで表示されま
す。一重引用符の中に、複数の呼び出
し「P」を使用してページ番号フィー
ルドを指定できます。

HEADER.EJECT

H

HEADING ステートメントによって、
開始ページが改ページされます。

IN2.SUBSTR

T

BASIC サブストリング処理
(string[n,m]) に IN2 定義を使用しま
す。指定したパラメーターが 1 つの
場合は、長さ 1 とみなされます。ス
トリングのサイズは、置換ストリング
の長さに応じて拡張または縮小されま
す。

INFO.ABORT

J

ABORT 文の構文は、PICK の代わり
に、基本 Information に従います。

INFO.CONVERT

なし

PI/open 形式の変換を実行する FMT
関数、ICONV 関数、および OCONV
関数を指定します。

INFO.ENTER

なし

ENTER ステートメントの PIOPEN
フレーバーを指定します。

INFO.INCLUDE

なし

$INSERT ステートメントで指定され
た PRIMOS パス名を処理します。

INFO.LOCATE

L

LOCATE 文の構文は、REALITY の
代わりに、基本 Information に従いま
す。 Pick フォーマットの LOCATE
ステートメントは常にサポートされま
す。
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表 20. $OPTIONS ステートメントのオプション (続き)
オプション名

オプション文字

説明

INFO.MARKS

なし

LOWER 関数、RAISE 関数、および
REMOVE 関数で、PI/open と互換性
のある狭い範囲の区切り文字を使用す
るよう指定します。

INFO.MOD

なし

MOD 関数に PIOPEN フレーバーを
指定します。これが、PIOPEN フレー
バーのデフォルトです。

INPUTAT

なし

INPUT @ ステートメントに PIOPEN
フレーバーを指定します。これが、
PIOPEN フレーバーのデフォルトで
す。

INPUT.ELSE

Y

INPUT ステートメントに、オプショ
ンで THEN...ELSE 節を指定できるよ
うにします。

INT.PRECISION

なし

INT 関数での、整数を現在の精度値
で四捨五入します。

LOCATE.R83

なし

LOCATE ステートメントで、Pick、
基本 Information、PI/open システムと
互換性のある「AR」または「DR」シ
ーケンス値を返します。

NO.CASE

なし

識別子またはキーワードの大/小文字
を区別しません。これが、PIOPEN フ
レーバーのデフォルトです。

NO.RESELECT

U

SELECT 文および SSELECT 文で
の、アクティブな選択リスト 0 をア
クティブなままとし、それ以外の選択
やソートは実行しません。 次の
READNEXT ステートメントでは、選
択リスト 0 が使われます。

ONGO.RANGE

G

値が範囲内で使用されているか、範囲
外の場合、最初または最後の分岐では
なく、次のステートメントを実行しま
す。

PCLOSE.ALL

Z

PRINTER CLOSE [ON print.channel]
ステートメントは、すべての印刷チャ
ネルを閉じます。

PERF.EQ.EXEC

C

PERFORM ステートメントが、
EXECUTE ステートメントとしてコン
パイルします。

PIOPEN.INCLUDE

なし

$INSERT ステートメントおよび
$INCLUDE ステートメントで指定さ
れた PRIMOS パス名を処理します。
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表 20. $OPTIONS ステートメントのオプション (続き)
オプション名

オプション文字

説明

PIOPEN.MATREAD

なし

レコード ID が見つからない場合、マ
トリックスのエレメントを空白ストリ
ングに設定します。
MATREAD、MATREADL、および
MATREADU の動作は、PI/open シス
テムでの動作と同じです。

PIOPEN.SELIDX

なし

SELECTINDEX ステートメントで、
複数値フィールドを使った索引に、複
数存在する同じレコード ID を削除し
ます。

RADIANS

なし

三角法演算を、角度ではなくラジアン
を使用して計算します。

RAW.OUTPUT

なし

出力時のシステム区切り文字の自動マ
ッピングを抑止します。アプリケーシ
ョンで端末を直接制御する場合は、
RAW.OUTPUT でこの自動マッピング
をオフにします。

READ.RETAIN

Q

READ、 READU、 READV、
READVL、または READVU が失敗
した場合、結果の変数はその値を持ち
つづけます。変数は、空白ストリング
には設定されません。

REAL.SUBSTR

K

サブストリング処理 (string[n,m]) に
REALITY フレーバー定義を使用しま
す。 m または n が 0 より小さい場
合は、抽出するサブストリングの開始
位置がストリングの右端に定義されま
す。

RNEXT.EXPL

X

READNEXT ステートメントは、いっ
ぱいになった選択リストを返します。

SEQ.255

N

SEQ 関数 (" ") = 255 (0 の代わり
に)。

STATIC.DIM

M

配列が、実行時ではなくコンパイル時
に作成されます。配列の次元は変更で
きません。また、ゼロ・エレメントも
ありません。

STOP.MSG

E

STOP ステートメントおよび ABORT
ステートメントで、指定したテキスト
ではなく ERRMSG ファイルを使用し
てエラー・メッセージを生成するよう
にします。

SUPP.DATA.ECHO

I

入力文で、データからのエコーを抑止
します。
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表 20. $OPTIONS ステートメントのオプション (続き)
オプション名

オプション文字

説明

TIME.MILLISECOND

なし

SYSTEM 関数 (12) が現行システムの
時刻をミリ秒で返し、TIME 関数が現
行システムの時刻を秒で返すようにし
ます。

ULT.FORMAT

なし

フォーマット処理を Ult/ix 互換にし
ます。例えば、FMT("","MR2") は
0.00 ではなく空白ストリングを返し
ます。

USE.ERRMSG

B

PRITNERR ステートメントは、
ERRMSG からのエラー・メッセージ
を印刷します。

VAR.SELECT

S

SELECTN [variable] [TO list.number]
[ON ERROR statements] variable は、
番号付きの選択リストを使用する代わ
りに、ローカル選択変数を作成し、
READLIST ステートメントが、実際
の番号付き選択リストの代わりに保存
した選択リストを読み取ります。

VEC.MATH

V

繰り返し列データの処理に、ベクトル
算術命令を使用します。 パフォーマ
ンスを向上するため、IDEAL フレー
バーでは単一値算術を使用します。

WIDE.IF

なし

ワイド・ゼロ・テストを使用して、数
値が真であるか偽であるかを判別しま
す。UniVerse のリリース 6 では、
WIDE.IF はデフォルトで OFF になっ
ています。 リリース 7 では、
WIDE.IF はデフォルトで ON になっ
ています。

幾つかの文では、特別な形式を使用して個別にオプションを設定し、現在の設定をオーバーライドすること
もできます。こうした文を次に示します。
表 21. 設定をオーバーライドするためのステートメント
ステートメント

等しい

ABORTE

$OPTIONS STOP.MSG がある ABORT ステートメント

ABORTM

$OPTIONS -STOP.MSG がある ABORT

HEADINGE

$OPTIONS HEADER.EJECT がある HEADING ステート
メント

HEADINGN

$OPTIONS -HEADER.EJECT がある HEADING

SELECTV

$OPTIONS VAR.SELECT がある SELECT 文

SELECTN

$OPTIONS -VAR.SELECT がある SELECT

STOPE

$OPTIONS STOP.MSG がある STOP ステートメント

STOPM

$OPTIONS -STOP.MSG がある STOP
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下表に、各フレーバーのデフォルト設定を示します。
表 22. $OPTIONS オプションのデフォルト設定
IDEAL

PICK

CASE

INFO.

REALITY

IN2

3

3

PIOPEN

3

COMP.PRECISION
COUNT.OVLP

3

END.WARN

3

EXEC.EQ.PERF

3

EXTRA.DELIM

3

FOR.INCR.BEF

3

3

3

3
3
3

FORMAT.OCONV

3

3

3

3

FSELECT
HEADER.BRK

3

HEADER.DATE

3

3

HEADER.EJECT

3

3

IN2.SUBSTR

3

3

INFO.ABORT

3
3

INFO.CONVERT
INFO.ENTER

3

INFO.LOCATE

3

INFO.MARKS

3

INFO.MOD

3

INPUTAT

3

INPUT.ELSE

3

3

INT.PRECISION
LOCATE.R83
NO.CASE
NO.RESELECT

3
3

3

3

3

NO.SMA.COMMON
ONGO.RANGE

3

PCLOSE.ALL

3

3
3

PERF.EQ.EXEC

3

3

3

PIOPEN.INCLUDE

3

PIOPEN.MATREAD
PIOPEN.SELIDX

3

RADIANS

3

RAW.OUTPUT
READ.RETAIN

3

3

REAL.SUBSTR

3

RNEXT.EXPL

3

SEQ.255
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3

3

3

3

3

3

表 22. $OPTIONS オプションのデフォルト設定 (続き)
IDEAL

PICK

INFO.

REALITY

IN2

STATIC.DIM

3

3

3

STOP.MSG

3

3

3

SUPP.DATA.ECHO

3

3

3

PIOPEN

ULT.FORMAT
USE.ERRMSG

3

VAR.SELECT

3

VEC.MATH

3

3

3

WIDE.IF

3

3

3

3
3

3

例
>ED BP OPT4 lines long.
----: P0001: $OPTIONS INFORMATION
0002: A=’12’
0003: B=’14’
0004: PRINT A,B
Bottom at line 4
----: Q>BASIC BP OPTCompiling: Source = ’BP/OPT’, Object = ’BP.O/OPT’
@EOF

WARNING: Final ’END’ statement not found.

Compilation Complete.
>ED BP OPT4 lines long.
----: P0001: $OPTIONS PICK
0002: A=’12’
0003: B=’14’
0004: PRINT A,B
Bottom at line 4
----: Q>BASIC BP OPTCompiling: Source = ’BP/OPT’, Object = ’BP.O/OPT’
Compilation Complete.

$PAGE ステートメント
$PAGE ステートメントは、$EJECT ステートメントの同義語です。

$UNDEFINE ステートメント
構文
$UNDEFINE identifier

説明
$UNDEFINE ステートメントを使用すると、$DEFINE ステートメントで設定した識別子の定義を削除でき
ます。$UNDEFINE ステートメントは、以前の $DEFINE ステートメントで現れた場合、記号表から
identifier の定義を削除します。識別子が以前に定義されていなければ、$UNDEFINE は役に立ちません。
identifier は、記号表から定義が削除される識別子です。
$UNDEFINE ステートメントを $IFDEF ステートメントまたは $IFNDEF ステートメントと組み合わせて
使用すると、条件付きコンパイルを制御する識別子を未定義にできます。構文は次のとおりです。
$UNDEFINE identifier
.
.

.
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{ $IFDEF | $IFNDEF } identifier
$ELSE
[ statements ]
$ENDIF

[ statements ]

条件付きコンパイル・ブロックを開始する $IFDEF ステートメントで、identifier をテストして、それが現
在、定義されているかどうかを判別します。この構文を使用すると、$UNDEFINE 文が記号表から
identifier の定義を削除し、$ELSE 文と $ENDIF 文の間の文がコンパイルされます。
一方、$IFNDEF ステートメントを使用する場合は、identifier は未定義の状態で、$IFDEF と $ENDIF の間
のステートメントがコンパイルされます。identifier が定義されていない場合は、$IFDEF と $ELSE の間の
文がコンパイルされます。

* ステートメント
構文
* [comment.text]

説明
* ステートメントを使用すると、BASIC プログラム内にコメントを挿入できます。コメントでプログラム
のさまざまな部分を説明し文書化できます。コメントはソース・コードの一部であるだけで、実行不可能で
す。これはまた、オブジェクト・コードのサイズに影響しません。
コメントは別個の BASIC ステートメントにする必要があり、プログラムの任意の場所に記述できます。コ
メントは、次に示すうちのいずれか 1 つのコメント記号で記述する必要があります。
REM * ! $*

コメント記号と物理行の末尾の間に記述されるテキストはすべてコメントの一部として扱われ、実行可能な
プログラム部分として扱われることはありません。コメントが 1 行の物理行に収まらない場合は、新しい
行をコメント記号で始めることで続きを記述できます。コメントが実行可能ステートメントを含む物理行の
末尾に現れる場合、コメント指定子の前にセミコロン ( ; ) を置く必要があります。

例
3 行目の最後の PRINT ステートメントは実行されません。これは、同じ行にアスタリスクがあり、それ以
降はコメントとして扱われるためです。4、5、および 6 行目は、実行可能な文と同じ行にコメントを記述
する方法を示します。
001: PRINT "HI THERE"; * * の後はいずれもコメント
002: * この行もコメントなので表示されない
003: IF 5<6 THEN PRINT "YES"; * コメント PRINT
"PRINT ME"
004: IF 5<6 THEN
005:
PRINT "YES"; * コメント
006:
PRINT "PRINT ME"
007: END

次のプログラム出力が得られます。
HI THERE
YES
YES
PRINT ME
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< > 演算子
構文
variable < field# [ ,value# [ ,subvalue# ] ] >

説明
< > (かぎ括弧) 演算子を使用すると、動的な配列の要素を抽出したり置換したりできます。
variable には、変更されるデータを含む動的配列を指定します。
field#、value#、および subvalue# は、区切り文字式です。
代入演算子の左側の不等号括弧が、代入演算子に従って、動的配列内の指定されたデータを変更します。例
は、REPLACE 関数 を参照してください。
不等号括弧を代入演算子の右に配置すると、EXTRACT 関数が実行されます。例は、EXTRACT 関数を参
照してください。

@ 関数
構文
@ (column [,row])
@ (-code [ ,arg ])

説明
@ 関数を PRINT ステートメントと組み合わせて使用すると、表示属性、画面表示、およびカーソルの配
置を制御できます。
注: よく使用する @ 関数 (例えば @ (-1)) の結果を変数に割り当てておくと、関数を使用するたびに再評
価する必要がなくなり、処理時間を短縮できます。
column には、画面の列位置を指定します。
row には、画面の行位置を指定します。
-code には、特定の画面機能またはカーソル機能を指定する端末制御コードを指定します。
arg には、- code で指定した画面機能またはカーソル機能の追加情報を指定します。

カーソルの配置
カーソルを配置するには、@ (column [ ,row ]) という構文を使用して、画面の列位置および行位置を指定
します。 行を指定しないと、デフォルトで現在の行が指定されます。一番上の行が行 0、一番左の列が列
0 となります。範囲外の列または行を指定すると、関数の影響は定義されません。
@ 関数を使用してカーソルを配置すると、自動画面ページング機能が無効になります。

画面とカーソルの制御
@ (-code [ ,arg ]) という構文で端末制御コードを指定することによって、さまざまなカーソル機能および
画面機能を指定できます。
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コード番号の代わりにニーモニックを使用する場合は、プログラムのコンパイル時に次のどちらかを指定す
ることで、等式名の挿入ファイルを使用できます。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE ATFUNCTIONS.H
$INCLUDE SYSCOM ATFUNCTIONS.INS.IBAS (PIOPEN flavor
only)

注: 端末制御コードの中には、一部の型の端末ではサポートされていないものもあります。 現在の端末で
サポートされていないコードを指定すると空白ストリングが返されます。このことを利用して、プログラム
が特定の端末で正しくアクションするかをテストし、代替的なアクションをコーディングする必要があるか
どうかを判別できます。
注: 複数の表示属性 (点滅、反転映像など) を同時に発行した場合、どのような結果になるかは予測できま
せん。
下表に、各端末制御コードの特徴をまとめます。そのあとの節では、各等式名について説明します。
表 23. 端末制御コード
整数

等式名

機能

-1

IT$CS

画面をクリアしカーソルを
ホームに配置

-2

IT$CAH

カーソルをホームに配置

-3

IT$CLEOS

画面の終わりまでクリア

-4

IT$CLEOL

行の終わりまでクリア

-5

IT$SBLINK

点滅の開始

-6

IT$EBLINK

点滅の停止

-7

IT$SPA

プロテクトの開始

-8

IT$EPA

プロテクトの停止

-9

IT$CUB

1 文字左に移動

戻る文字数

-10

IT$CUU

1 行上に移動

移動する行数

-11

IT$SHALF

輝度の半減を開始

-12

IT$EHALF

輝度の半減を停止

-13

IT$SREV

反転表示の開始

-14

IT$EREV

反転表示の停止

-15

IT$SUL

下線の開始

-16

IT$EUL

下線の停止

-17

IT$IL

行の挿入

挿入する行の数

-18

IT$DL

行の削除

削除する行数

-19

IT$ICH

文字の挿入

挿入する行の数

-20

IT$SIRM

挿入/上書きモードの設定

-21

IT$RIRM

挿入/上書きモードのリセッ
ト

-22

IT$DCH

文字を削除

-23

IT$AUXON

補助ポートのオン

-24

IT$AUXOFF

補助ポートのオフ

-25

IT$TRON

透過補助ポートのオン

-26

IT$TROFF

透過補助ポートのオフ
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引数

削除する文字数

表 23. 端末制御コード (続き)
整数

等式名

機能

引数

-27

IT$AUXDLY

補助ポートの遅延時間

-28

IT$PRSCRN

画面の印刷

-29

IT$E80

80 列モードに入る

-30

IT$E132

132 列モードに入る

-31

IT$RIC

カーソルの抑止のリセット

-32

IT$SIC

カーソルの抑止の設定

-33

IT$CUD

カーソルを 1 行下に移動

カーソルを移動する行数

-34

IT$CUF

カーソルを前方に移動

カーソルを前方に移動する
桁数

-35

IT$VIDEO

表示属性の設定

付加属性値

-36

IT$SCOLPR

色の組み合わせの設定

定義済みの色の組み合わせ

-37

IT$FCOLOR

前景色の設定

前景色の色コード

-38

IT$BCOLOR

背景色の設定

背景色の色コード

-39

IT$SLINEGRFX

ライン・グラフィックスの
開始

-40

IT$ELINEGRFX

ライン・グラフィックスの
終了

-41

IT$LINEGRFXCH

ライン・グラフィックス文
字

-42

IT$DMI

キーボード入力のオフ

-43

IT$EMI

キーボード入力のオン

-44

IT$BSCN

画面のオフ

-45

IT$UBS

画面のオン

-48

IT$SU

上にスクロール

スクロールする行の数

-49

IT$SD

下にスクロール

スクロールする行の数

-50

IT$SR

右にスクロール

スクロールする列の数

-51

IT$SL

左にスクロール

スクロールする列の数

-54

IT$SLT

行の切り捨ての設定

-55

IT$RLT

行の切り捨てのリセット

-56

IT$SNK

テンキー・パッドの設定

-57

IT$RNK

テンキー・パッドのリセッ
ト

-58

IT$SBOLD

太字体の開始

-59

IT$EBOLD

太字体の終了

-60

IT$SSECUR

セキュア・モードの開始

-61

IT$ESECUR

セキュア・モードの終了

-62

IT$SSCRPROT

画面プロテクト・モードの
開始

-63

IT$ESCRPROT

画面プロテクト・モードの
終了

-64

IT$SLD

システム行の表示

必要なグラフィックス文字
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表 23. 端末制御コード (続き)
整数

等式名

機能

-65

IT$SLR

システム行のリセット

-66

IT$SLS

システム行の設定

-70

IT$CHA

カーソルの横絶対位置

カーソルを配置する列番号

-71

IT$ECH

文字の消去

消去する文字数

-74

IT$NPC

非印刷文字を置換する文字

-75

IT$DISPLAY

EDFS メイン表示属性

-76

IT$MINIBUF

EDFS ミニ・バッファー表
示属性

-77

IT$LOKL

行のロック

行番号

-78

IT$UNLL

行のロックの解除

行番号

-79

IT$MARKSUBS

マークの表示

-80 から -100
-101 から -128

引数

予約済み
IT$USERFIRST
IT$USERLAST

一般的な用途に使用可能

画面をクリアしカーソルをホームに配置 @(IT$CS)
画面をクリアし、カーソルを左上隅に配置します。

カーソルをホームに配置 @(IT$CAH)
カーソルを画面の左上隅に移動します。

画面の終わりまでクリア @(IT$CLEOS)
現在のカーソル位置から画面の最終行までをクリアします。カーソルは動きません。

行の終わりまでクリア @(IT$CLEOL)
現在のカーソル位置からその行の終わりまでをクリアします。カーソルは動きません。

点滅の開始 @(IT$SBLINK)
そのあと表示される表示可能なすべての文字を点滅させます。@(IT$EBLINK) 関数 (点滅の停止) を発行す
る前にカーソルを移動した場合、@(IT$SBLINK) コードは無効になります。

点滅の停止 @(IT$EBLINK)
点滅モードを停止します。それ以前に @(IT$SBLINK) 関数 (点滅の開始) が発行されていない場合、
@(ITEBLINK) 関数を発行しても無効になります。

プロテクトの開始 @(IT$SPA)
そのあと表示される表示可能なすべての文字を、クリア関数 (@(IT$CS)、@(IT$CLEOS)、または
@(IT$CLEOL)) が発行されるまでプロテクトします。 @(IT$EPA) 関数 (プロテクトの停止) を発行する前
にカーソルを移動した場合、@(IT$EPA) 関数は無効になります。 この関数は、ブロック・モードの端末に
対してだけ有効です。
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プロテクトの停止 @(IT$EPA)
プロテクト・モードを停止します。それ以前に @(IT$SPA) 関数 (プロテクトの開始ストリング) が発行さ
れていない場合、@(IT$EPA) 関数を発行しても無効になります。この関数は、ブロック・モードの端末に
対してだけ有効です。

1 文字左に移動 @(IT$CUB)
カーソルを 1 文字左に移動します。どのデータも消去されません。@(IT$CUB, m) の m が 0 より大きい
場合は、カーソルが m 文字左に移動します。 カーソルを、行の開始位置を超えて左に移動することはで
きません。

1 行上に移動 @(IT$CUU)
カーソルを 1 行上に移動します。@(IT$CUU, m) の m が 0 より大きい場合は、カーソルが m 行上に移
動します。指定した行数が画面の最上部を超えている場合、カーソルは移動しません。

輝度の半減の開始 @(IT$SHALF)
そのあと表示される表示可能なすべての文字を、輝度を半減して表示します。@(IT$EHALF) 関数 (輝度の
半減の停止) を発行する前にいずれかのカーソル配置シーケンスを発行した場合、@(IT$EHALF) 関数は無
効になります。

輝度の半減の停止 @(IT$EHALF)
輝度の半減を停止します。それ以前に @(ITSHALF) 関数 (輝度の半減の開始) が発行されていない場合、
@(ITEHALF) 関数を発行しても無効になります。

反転表示の開始 @(IT$SREV)
そのあと表示される表示可能な文字を、すべてのピクセルを反転して表示します。@(IT$EREV) 関数 (反転
表示の停止) を発行する前にいずれかのカーソル配置シーケンスを発行した場合、@(IT$EREV) 関数は無効
になります。

反転表示の停止 @(IT$EREV)
反転映像モードを停止します。それ以前に @(IT$SREV) 関数 (反転表示の開始) が発行されていない場
合、@(IT$SREV) 関数を発行しても無効になります。

下線の開始 @(IT$SUL)
そのあと表示される表示可能なすべての文字に下線を付けます。@(IT$EUL) 関数 (下線の停止) を発行す
る前にいずれかのカーソル配置シーケンスを発行した場合、@(IT$EUL) 関数は無効になります。

下線の停止 @(IT$EUL)
@(IT$SUL) 関数 (下線の開始) によって開始された下線モードを停止します。それ以前に @(ITSUL) 関数
が発行されていない場合、@(ITEUL) 関数を発行しても無効になります。

行の挿入 @(IT$IL)
現在のカーソル位置にブランク行を挿入します。@(IT$IL, m) の m が 0 より大きい場合は、現在のカー
ソル位置に m 行のブランク行が挿入されます。 m を省略すると、デフォルトで 1 になります。m が 1
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未満の場合は、関数の発行が無効になります。 空白行を挿入すると、現在のカーソル位置から画面の最終
行まで行が下にスクロールされます。最下部の m 行は表示されなくなります。

行の削除 @(IT$DL)
現在のカーソル位置の行が削除されます。@(IT$DL, 1) としても動作は同じです。 m が 1 より大きい場
合は、現在のカーソル位置から上 m 行が削除されます。途中でファイルの最上部に達すると、それ以上は
削除されません。 行を削除すると、現在のカーソル位置より下の行が上にスクロールされます。画面上の
最終行はクリアされます。

文字の挿入 @(IT$ICH)
現在のカーソル位置にスペースを挿入します。スペースを挿入すると、カーソル位置から画面の右端までの
文字が 1 文字右に移動します。一番右端の文字は消去されます。@(IT$ICH, m) の m が 0 より大きい場
合は、現在のカーソル位置に m 文字分のスペースが挿入され、それ以降の文字が右に移動します。

挿入/上書きモードの設定 @(IT$SIRM)
挿入モードを開始します。端末の画面に送られた文字が、現在のカーソル位置に挿入されます。既存の文字
は上書きされません。現在のカーソル位置以降の文字は、文字が挿入されるたびにその分右に移動し、画面
の右端の文字が削除されます。

挿入/上書きモードのリセット @(IT$RIRM)
挿入モードを解除します。現在のカーソル位置の文字が、端末の画面に送られた文字によって上書きされま
す。

文字の削除 @(IT$DCH)
現在のカーソル位置の文字を削除します。カーソルの右にあるすべての文字は 1 文字分左に移動し、その
行の最後の文字位置はブランクになります。@(IT$DCH, m) の m が 1 より大きい場合は、カーソル位置
の右 m 文字が削除されます。途中で画面の最後に達すると、それ以上は削除されません。

補助ポートのオン @(IT$AUXON)
端末の補助 (プリンター) ポートをオンにします。端末に送られたすべての文字は、画面に表示されると同
時に補助ポートにコピーされます。

補助ポートのオフ @(IT$AUXOFF)
端末の補助 (プリンター) ポートをオフにし、補助ポートへの文字ストリームのコピーを停止します。

透過補助ポートのオン @(IT$TRON)
端末の補助 (プリンター) ポートを透過モードにします。端末に送られたすべての文字は、補助ポートにだ
け送られ、端末の画面には表示されません。

透過補助ポートのオフ @(IT$TROFF)
端末の補助 (プリンター) ポートをオフにし、画面への文字ストリームの表示を開始します。
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補助ポートの遅延時間 @(IT$AUXDLY)
補助ポートのオンおよびオフのあと、アプリケーションを何秒間停止させるかをミリ秒単位で設定します。
時間は、0 から 32,767 までの整数で指定します。この関数は、次のように !SLEEP$ サブルーチンと組み
合わせて使用します。
PRINT @(IT$AUXON):;CALL !SLEEP$(@(IT$AUXDLY))

画面の印刷 @(IT$PRSCRN)
画面の内容を補助ポートにコピーします。この関数は、エコー遅延が有効になっている端末では機能しませ
ん。

80 列モードの入力 @(IT$E80)
80 列モードを開始します。端末によっては、画面をクリアできる場合もあります。

132 列モードの入力 @(IT$E132)
132 列モードを開始します。端末によっては、画面をクリアできる場合もあります。

カーソルの抑止のリセット @(IT$RIC)
カーソルをオンにします。

カーソルの抑止の設定 @(IT$SIC)
カーソルをオフにします。

カーソルを 1 行下に移動 @(IT$CUD)
カーソルを 1 行下に移動します。@(IT$CUD, m) の m が 0 より大きい場合は、カーソルが m 行下に移
動します。 指定した行数が画面の最下部を超えている場合、カーソルは移動しません。

カーソルを前方に移動 @(IT$CUF)
カーソルを 1 文字右に移動します。どのデータも消去されません。@(IT$CUF, m) の m が 0 より大きい
場合は、カーソルが m 文字右に移動します。 カーソルを、行末を超えて移動させることはできません。

表示属性の設定 @(IT$VIDEO)
Select Graphic Rendition の表示属性部分の ANSI X3.64-1979 および ISO 6429 標準を実装します。必ず引
数 m をとります。この引数は、次の表示属性キーの 1 つ以上から構成される加算キーです。
表 24. 表示属性
値

名前

説明

0

IT$NORMAL

通常

1

IT$BOLD

太字体

2

IT$HALF

輝度の半減

4

IT$STANDOUT

拡張

4

IT$ITALIC

斜体

8

IT$ULINE

下線

16

IT$SLOWBLINK

ゆっくりとした点滅
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表 24. 表示属性 (続き)
値

名前

説明

32

IT$FASTBLINK

速い点滅

64

IT$REVERSE

反転表示

128

IT$BLANK

画面のオフ

256

IT$PROTECT

プロテクト

572

IT$ALTCHARSET

代替文字セット

例:
PRINT @(IT$VIDEO,IT$HALF+IT$ULINE+IT$REVERSE)

この例では、m は 74 (輝度の半減 2 + 下線 8 + 反転映像 64) に設定されます。 太字体、斜体、速い点
滅、および画面のオフは、一部の端末ではサポートされていません。映像属性として輝度の半減と下線を設
定するには次のように指定します。
@(-35,10)

この例では、10 が 2 (輝度の半減) と 8 (下線) から構成される加算キーです。

色の組み合わせの設定 @(IT$SCOLPR)
システムの terminfo ファイルに既に定義されている組み合わせに、背景色と前景色を設定します。

前景色の設定 @(IT$FCOLOR)
画面に表示する文字の色を設定します。@(IT$FCOLOR, arg) では、前景色を選択するための引数を必ず指
定します。次の値を指定できます。
表 25. 前景色
値

名前

説明

0

IT$63

黒

1

IT$RED

赤

2

IT$GREEN

緑

3

IT$YELLOW

黄

4

IT$BLUE

青

5

IT$MAGENTA

マゼンタ

6

IT$CYAN

シアン

7

IT$WHITE

白

8

IT$DARK.RED

濃い赤

9

IT$CERISE

薄い赤

10

IT$ORANGE

オレンジ

11

IT$PINK

ピンク

12

IT$DARK.GREEN

濃い緑

13

IT$SEA.GREEN

青緑

14

IT$LIME.GREEN

黄緑

15

IT$PALE.GREEN

薄い緑

16

IT$BROWN

茶
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表 25. 前景色 (続き)
値

名前

説明

17

IT$CREAM

クリーム

18

IT$DARK.BLUE

濃い青

19

IT$SLATE.BLUE

スレート・ブルー

20

IT$VIOLET

濃い紫

21

IT$PALE.BLUE

薄い青

22

IT$PURPLE

紫

23

IT$PLUM

薄い紫

24

IT$DARK.CYAN

濃いシアン

25

IT$SKY.BLUE

スカイ・ブルー

26

IT$GREY

グレー

色属性は付加属性ではありません。一度に表示できる前景色は 1 つだけです。端末でサポートされていな
い色を指定すると空白ストリングが返されます。

背景色の設定 @(IT$BCOLOR)
画面に表示する文字の背景色を設定します。@(IT$BCOLOR,引数 ) では、背景色を選択するための引数を
必ず指定します。 (利用可能な色のリストについては、91 ページの「前景色の設定 @(IT$FCOLOR)」を参
照してください。

ライン・グラフィックスの開始 @(IT$SLINEGRFX)
画面上にボックスや線を描画するためのライン・グラフィックス・モードをオンにします。

ライン・グラフィックスの終了 @(IT$ELINEGRFX)
ライン・グラフィックス・モードをオフにします。

ライン・グラフィックス文字 @(IT$LINEGRFXCH)
必要なライン・グラフィックス文字を指定します。引数には、次のいずれかを指定できます。
表 26. グラフィックス文字
値

トークン

説明

0

IT$GRFX.CROSS

クロス・ピース

1

IT$GRFX.H.LINE

横線

2

IT$GRFX.V.LINE

縦線

3

IT$GRFX.TL.CORNER

左上隅

4

IT$GRFX.TR.CORNER

右上隅

5

IT$GRFX.BL.CORNER

左下隅

6

IT$GRFX.BR.CORNER

右下隅

7

IT$GRFX.TOP.TEE

上端ティー・ピース

8

IT$GRFX.LEFT.TEE

左端ティー・ピース

9

IT$GRFX.RIGHT.TEE

右端ティー・ピース

10

IT$GRFX.BOTTOM.TEE

下端ティー・ピース
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キーボード入力のオフ @(IT$DMI)
端末のキーボードをロックします。

キーボード入力のオン @(IT$EMI)
端末のキーボードのロックを解除します。

画面のオフ @(IT$BSCN)
端末の画面をオフにします。それ以降の画面への出力は、@(IT$UBS) 関数で画面をオンにするまで表示さ
れません。

画面のオン @(IT$UBS)
オフになっている端末の画面をオンにします。オフの間に更新された内容も含め、最新の画面が表示されま
す。

上にスクロール @(IT$SU)
表示されている内容全体を 1 行上に移動します。@(IT$SU, m) の m が 0 より大きい場合は、表示が m
行上に移動します。最下部に達すると、それ以上はスクロールされません。 スクロールした分、最上部の
行が画面から消え、最下部に新たな行が表示されます。この機能は、画面に収まらないために表示されない
行があるような文字位置の調節を端末が行える場合にだけ動作します。通常は、初期化ストリングで端末を
垂直 2 ページモードに設定する必要があります。端末のスクロール量が多すぎる場合の影響は未定義で
す。

下にスクロール @(IT$SD)
表示されている内容全体を 1 行下に移動します。@(IT$SD, m) の m が 0 より大きい場合は、表示が m
行下に移動します。最上部に達すると、それ以上はスクロールされません。 スクロールした分、最下部の
行が画面から消え、最上部に新たな行が表示されます。この機能は、画面に収まらないために表示されない
行があるような文字位置の調節を端末が行える場合にだけ動作します。通常は、初期化ストリングで端末を
垂直 2 ページモードに設定する必要があります。端末のスクロール量が多すぎる場合の影響は未定義で
す。

右にスクロール @(IT$SR)
表示されている内容全体を 1 列右に移動します。 @(IT$SR, m) の m が 0 より大きい場合は、表示が m
列右に移動します。左端に達すると、それ以上はスクロールされません。 スクロールした分、右端の列が
画面から消え、左端に新たな列が表示されます。 この機能は、画面に収まらないために表示されない列が
あるような文字位置の調節を端末が行える場合にだけ動作します。 通常は、初期化ストリングで端末を水
平 2 ページモードに設定する必要があります。 端末のスクロール量が多すぎる場合の影響は未定義です。

左にスクロール @(IT$SL)
表示されている内容全体を 1 列左に移動します。 @(IT$SL, m) の m が 0 より大きい場合は、表示が m
列左に移動します。右端に達すると、それ以上はスクロールされません。 スクロールした分、左端の列が
画面から消え、右端に新たな列が表示されます。 この機能は、画面に収まらないために表示されない列が
あるような文字位置の調節を端末が行える場合にだけ動作します。 通常は、初期化ストリングで端末を水
平 2 ページモードに設定する必要があります。 端末のスクロール量が多すぎる場合の影響は未定義です。

82

BASIC リファレンス・ガイド

行の切り捨ての設定 @(IT$SLT)
文字が行末を超えて表示されても、カーソルを行末に配置したままにします。

行の切り捨てのリセット @(IT$RLT)
文字が行末を超えて表示されたら、カーソルを次の行の先頭に移動します。

テンキー・パッドの設定 @(IT$SNK)
テンキー・パッドのキーを、数字以外の機能に設定します。

テンキー・パッドのリセット @(IT$RNK)
テンキー・パッドのキーを、数字の入力モードに戻します。

太字体の開始 @(IT$SBOLD)
太字体モードを開始します。これ以降に入力する文字はすべて太字体で表示されます。

太字体の終了 @(IT$EBOLD)
太字体モードを終了します。文字の表示が通常どおりになります。

セキュア・モードの開始 @(IT$SSECUR)
このモードで入力された文字は、画面には表示されません。 この機能は、例えばパスワードの入力に使用
します。

セキュア・モードの終了 @(IT$ESECURE)
セキュア・モードをオフにします。入力した文字が画面に表示されるようになります。

画面プロテクト・モードの開始 @(IT$SSCRPROT)
プロテクト・モードをオンにします。 このモードで入力された文字は、画面をクリアしても消去されませ
ん。

画面プロテクト・モードの終了 @(IT$ESCRPROT)
プロテクト・モードをオフにします。

システム行の表示 @(IT$SLD)
@(IT$SLS) 関数 (システム行の設定) で設定されたユーザー定義文字を再表示します。 システム行は、端
末画面では余分な行として定義されますが、通常のカーソル配置シーケンスを使用してカーソルを配置でき
ます。 ほとんどの端末では、システム行に端末のステータスが表示されます。 画面の使用可能な行数は変
わりません。

システム行のリセット @(IT$SLR)
@(IT$SLS) 関数で設定された文字を画面から消去し、デフォルトのシステムステータス行を表示します。
画面の使用可能な行数は変わりません。
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システム行の設定 @(IT$SLS)
ユーザー定義のステータス行を表示し、カーソルをステータス行の先頭に配置します。 それ以降に端末に
送った文字は、ステータス行に表示されます。 @(IT$SLR) 関数 (システム行のリセット) を発行すると、
ステータス行への表示が終了し、カーソル位置が未定義の状態になります。 @(IT$SLS) を発行してから
@(IT$SLR) を発行するまでに表示された文字は、@(IT$SLD) 関数を発行すると再表示されます。

カーソルの横絶対位置 @(IT$CHA)
カーソルを、現在の行の m 列目に配置します。 m を省略すると、デフォルトで 0 になります。
@(IT$CHA, m) 関数は、@(m) と同じ働きをします。

文字の消去 @(IT$ECH)
カーソルを置いた文字を消去して、引数 m で決定された 1 つ以上のスペースに置き換えします。m を指
定しないか、2 より少ない値を m に指定した場合、カーソルを置いた文字のみが置き換えられます。2 以
上の値を指定すると、カーソル位置の文字とカーソルの右 m -1 文字がスペースで置換されます。 カーソ
ルの位置は変わりません。

IT$NPC、IT$DISPLAY、および IT$MINIBUF
EDFS 属性用に予約されています。

行のロック @(IT$LOKL)
画面上の n 行目をロックします。一番上の行は 0 行目です。 ロックを解除しないかぎり、その行は修
正、移動、削除できません。

行のロック解除 @(IT$UNLL)
画面上の n 行目のロックを解除します。ロックが解除された行は、修正、移動、削除できます。

マークの表示 @(IT$MARKSUBS)
画面上に InfoSphere DataStage 区切り文字として表示される文字を返します。 区切り文字は、左から順
に、項目、フィールド、値、サブ値、テキストです。

IBM に割り振り @(-80) から @(-100)
これらの関数は予約済みです。

一般使用に割り振り @(-101) から @(-128)
これらの関数は、必要に応じて端末定義ストリングを追加するのに使用できます。

表示属性: 注意点
表示属性が、組み込まれているとおり、または画面に表示されているとおりに記述されている端末では、表
示属性の開始または停止を受け取る際に画面上の文字位置を使用します。 このような端末を制御するプロ
グラムでは、連続するテキストの途中で属性を変更することはできません。 属性を変更するには、その位
置に少なくとも 1 つのブランク文字位置が必要です。 端末定義レコードには xmc というフィールドがあ
り、表示属性の変更に必要な文字位置の数を指定できます。 プログラムでこのフィールドを参照し、適切
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なアクションをとることができます。これを行うには、プログラムで GET.TERM.TYPE を実行し、
@SYSTEM-.RETURN.CODE 変数を検証するか、TERM INFO.H ファイルの定義 VIDEO.SPACES を使用
します。
多くの端末では、行のデータがクリアまたは削除されても、表示属性が自動的にクリアされることはありま
せん。 お勧めするプログラム動作は、属性が開始された位置に戻り、これを属性の終了で上書きしてから
行をクリアする方法です。
一部の端末では、行のクリアと終了を設定することで、データと表示属性を同時にクリアできます。これを
行うには、現在の位置から行末までを消去するためのストリングを組み合わせ、Graphic Rendition ノーマ
ルを選んで、現在の位置から行末までの表示属性をすべて変更します。 @(IT$CLEOL) 関数の結果を送信
すると、現在のカーソル位置から行末にかけて、表示されているデータがすべて消去された上、すべての表
示属性がノーマルに設定されます。
注: 可能な限り、データをクリアすると同時に表示属性もクリアされるようにします。 すべての端末タイ
プでこうであるとは限りません。 @(IT$CS) 関数は例外です。 この関数では、画面上のデータがクリアさ
れるだけでなく、すべての表示属性がノーマルに設定されます。

例
この例では、5 列目、20 行目に「Demonstration」と表示されます。
PRINT @(5,20):"Demonstration"

次の例では、PRINT ステートメントによってカーソルが画面の左上隅に配置され、画面がクリアされま
す。
PRINT @(IT$CS):

次の例では、$INCLUDE ステートメントを使用して、等式名のファイル ATFUNCTIONS からソース・コ
ードを挿入しています。 そのあとの代入文では、評価済みの @ 関数を変数に割り当てています。 これら
の変数を PRINT 文で使用し、一連の処理 (画面をクリアしてカーソルを元の位置に戻す。カーソルを 5
列目、20 行目に配置する。反転表示モードをオンにする。ストリングを画面に表示する。反転表示モード
をオフにする。) を実行するコードを作成しています。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE ATFUNCTIONS.H
CLS = @(IT$CS)
REVERSE.ON = @(IT$SREV)
REVERSE.OFF = @(IT$EREV)
.
.
.
PRINT CLS: @(5,20):
PRINT REVERSE.ON:"THIS IS REVERSE VIDEO":REVERSE.OFF

次の例では、それ以降のテキストが黄色で表示されます。
PRINT @(IT$FCOLOR, IT$YELLOW)

次の例では、それ以降のテキストの背景がシアンになります。
PRINT @(IT$BCOLOR, IT$CYAN)

次の例では、前景色が緑ではなく黄色になります。これは、色属性が付加属性ではないためです。
PRINT @(IT$FCOLOR, IT$BLUE):@(IT$FCOLOR, IT$YELLOW)

使用している端末が色付きの背景に色付きの文字を表示できる場合、次の例ではシアンの背景に黄色で
「Hello」と表示されます。 ほかの色が指定されないかぎり、それ以降の出力はすべてシアン地に黄色で表
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示されます。 使用している端末が色付きの背景に色付きの文字を表示できない場合は、最後のコマンドだ
けが有効となります。したがって、この例では黒地に黄色で「Hello」と表示されます。
PRINT
@(IT$BCOLOR,IT$CYAN):@(IT$FCOLOR,IT$YELLOW):"Hello"

使用している端末が色付きの背景に色付きの文字を表示できない場合は、最後のコマンドだけが有効となり
ます。したがって、次の例ではシアン地に黒で「Hello」と表示されます。
色付きの背景に色付きの文字を表示できる端末の場合、次の例は前の例と同じ結果になります。 @ 関数を
含むストリングは、繰り返し実行するために保存されている一連の命令と考えることができます。
PRINT
@(IT$FCOLOR,IT$YELLOW):@(IT$BCOLOR,IT$CYAN):"Hello"

最後の例では、画面がクリアされてカーソルが 10 行目の 10 列目に配置され、「Hello」というテキスト
が前景色シアンで表示されます。 そのあとの出力では、前景色が白に変更されます。 この一連の表示命令
は、PRINT SCREEN ステートメントを発行するだけで繰り返し実行できます。
SCREEN =
@(IT$CS):@(10,10):@(IT$FCOLOR,IT$CYAN):"Hello"
SCREEN = SCREEN:@(IT$FCOLOR,IT$WHITE)
PRINT SCREEN

[ ] 演算子
構文
expression [ [ start, ] length ]
expression [ delimiter, occurrence, fields ]

説明
[ ] 演算子 (大括弧) を使用すると、サブストリングを文字ストリングから抽出できます。太字の大括弧は
構文の一部で、入力する必要があります。
expression は、いずれかの文字ストリングとして評価されます。
start は、サブストリングの開始文字位置として評価される式です。start が 0 または負の数値の場合、開
始位置は 1 とみなされます。start が省略された場合は、開始位置は以下の公式に従って計算されます。
string.length - substring.length + 1

これによって、ストリングの長さを計算しないでも、ストリングの最後の n 個の文字を含むサブストリン
グを指定できます。
start が、expression 内の文字数を超えると、結果は空白ストリングになります。length が 0 か負の数値の
場合も、結果は空白ストリングになります。start と length の合計がストリング内の文字数より大きい場
合、サブストリングはストリングの最後の文字で終了します。
length は、サブストリングの長さとして評価される式です。
2 番目の構文を使用すると、指定した区切り文字が、指定した回数出現する間のサブストリングを抽出でき
ます。この構文では、FIELD 関数と同じ関数が実行されます。
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delimiter には、フィールド・マーク、値マーク、サブ値マーク文字を含むいずれかのストリングを指定で
きます。文字列中に 2 つの区切り文字を挿入することで、その間に現れるサブストリングの開始位置と終
了位置を指定したことになります。 delimiter に複数の文字が含まれている場合、先頭文字のみが使用され
ます。
occurrence は、区切り文字の出現が、終了文字として使用されることを指定します。occurrence が 1 未満
の場合、1 とみなされます。
fields には、occurrence で指定されたサブストリングと一緒に返される区切り文字の後に続くフィールドの
数を指定します。fields の値が 1 未満の場合、1 とみなされます。区切り文字は、後続のフィールドの値
の一部となります。
指定した区切り文字がストリング内にない場合、および出現回数が指定した値に満たない場合は、空白スト
リングが返されます。 occurrence に 1 が指定されて区切り文字が検出されない場合は、ストリング全体が
戻ります。
expression が NULL 値である場合、抽出されたサブストリングも NULL 値となります。

例
次の例では、2 番目の構文を使用して、4 番目の # までのサブストリングと 1 つのフィールドを抽出して
います。
A="###DHHH#KK"
PRINT A["#",4,1]

結果は次のようになります。
DHHH

次の構文では、文字位置 1 から始まるサブストリングを指定しています。
expression [ 0, length ]
expression [ -1, length ]

次の例では、終わりの 5 文字をサブストリングとして指定しています。
"1234567890" [5]

結果は次のようになります。
67890

すべてのサブストリング構文は、代入演算子 ( = ) と連結して使用できます。変数に割り当てられた新規
値によって、[ ] 演算子で指定されたサブストリングを置換します。例:
A=’12345’
A[3]=1212
PRINT "A=",A

返される値は次のようになります。
A=

121212

この例では、A[3] として指定された 3 文字 (A の 345) が、サブストリングに新たに割り当てられた値
(1212) で置換されています。
FIELDSTORE 関数には、[ ] 演算子の 3 つの引数構文を割り当てるのと同じ機能があります。
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ABORT ステートメント
構文
ABORT [expression ...]
ABORTE [expression ...]
ABORTM [expression ...]

説明
ABORT ステートメントを使用すると、BASIC プログラムの実行を強制終了して、コマンド・プロンプト
に戻ることができます。ABORT は STOP とは異なります。STOP ステートメントは呼び出し環境 (例: メ
ニュー、パラグラフ、EXECUTE ステートメントに続くその他の BASIC プログラムなど) に戻りますが、
ABORT は BASIC プログラムと同様にすべての呼び出し環境を終了します。ABORT を IF...THEN ステ
ートメントの一部として使用すると、ある条件を満たした場合に処理を強制終了させることができます。
expression が使用された場合、プログラムが終了した時に印刷されます。expression が NULL 値として評
価される場合、何も印刷されません。
ABORTE ステートメントは、$OPTIONS STOP.MSG が実施されているように動作することを除いて、
ABORT ステートメントと同じです。つまり ABORTE では、指定したテキストではなく ERRMSG ファイ
ルを使用してエラー・メッセージが生成されます。 ABORTE ステートメント内の expression が NULL 値
と評価された場合、デフォルトのエラー・メッセージが印刷されます。
Message ID is NULL:

undefined error

ERRMSG ファイルに関する情報については、ERRMSG ステートメントを参照してください。
ABORTM ステートメントは、$OPTIONS -STOP.MSG が実施されているように動作することを除いて、
ABORT ステートメントと同じです。つまり ABORTM では、ERRMSG のテキストではなく、指定したテ
キストを使用してエラー・メッセージを生成します。

例
PRINT "DO YOU WANT TO CONTINUE?":
INPUT A
IF A="NO" THEN ABORT

次のプログラム出力が得られます。
DO YOU WANT TO CONTINUE?NOProgram "TEST": Line 3, Abort.

ABS 関数
構文
ABS (expression)

説明
ABS 関数を使用すると、数式の絶対値を返すことができます。 式の絶対値とは、値の大きさを正負の区別
なしで表したものです。expression が負の場合、戻る値は、次のとおりです。
-expression

例えば、-6 の絶対値は、6 です。
expression が正の場合、expression の値が戻ります。expression が NULL 値として評価される場合、NULL
が戻ります。
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例
Y = 100
X = ABS(43-Y)
PRINT X

次のプログラム出力が得られます。
57

ABSS 関数
構文
ABSS (dynamic.array)

説明
ABSS 関数を使用すると、動的な配列のすべてのエレメントの絶対値を返すことができます。
dynamic.array 内のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻ります。

例
Y = REUSE(300)
Z = 500:@VM:400:@VM:300:@SM:200:@SM:100
A = SUBS(Z,Y)
PRINT A
PRINT ABSS(A)

次のプログラム出力が得られます。
200V100V0S-100S-200
200V100V0S100S200

ACOS 関数
構文
ACOS (expression)

説明
ACOS 関数を使用すると、expression の三角関数のアークコサインを返すことができます。expression は、
数値にしてください。結果は度で表現されます。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が
戻ります。ACOS 関数は、COS 関数の逆です。

例
PRECISION 5
PRINT "ACOS(0.707106781) = ":ACOS(0.707106781):"
degrees"

次のプログラム出力が得られます。
ACOS(0.707106781) = 45 degrees

ADDS 関数
構文
ADDS (array1, array2)
CALL -ADDS (return.array, array1, array2)
CALL !ADDS (return.array, array1, array2)
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説明
ADDS 関数を使用すると、2 つの動的な配列をエレメントごとに加算して、新しい動的な配列を作成でき
ます。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントに追加されます。結果は、新しい動的な配列の対
応するエレメントに返されます。あるエレメントに対応するエレメントがもう一方の配列にない場合、その
エレメントがそのまま返されます。 一方の配列のエレメントが NULL 値である場合、対応するエレメン
トとの加算結果も NULL 値となります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A = 2:@VM:4:@VM:6:@SM:10
B = 1:@VM:2:@VM:3:@VM:4
PRINT ADDS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
3V6V9S10V4

ALPHA 関数
構文
ALPHA (expression)

説明
ALPHA 関数を使用して、expression が英字ストリングまたは非英字ストリングのいずれかであるかを判別
できます。expression に、a から z または A から Z までの文字が含まれている場合は、真に評価され
て、値 1 が戻ります。expression に、その他の文字か、空白ストリングが含まれている場合、偽と評価さ
れて、値 0 が戻ります。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
NLS が有効になっている場合、ALPHA 関数では NLS.LC.CTYPE ファイルの Alphabetics フィールドの文
字を使用します。 .

例
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

"ALPHA(’ABCDEFG’) = ":ALPHA(’ABCDEFG’)
"ALPHA(’abcdefg’) = ":ALPHA(’abcdefg’)
"ALPHA(’ABCDEFG.’) = ":ALPHA(’ABCDEFG.’)
"ALPHA(’SEE DICK’) = ":ALPHA(’SEE DICK’)
"ALPHA(’4 SCORE’) = ":ALPHA(’4 SCORE’)
"ALPHA(’’) = ":ALPHA(’’)

次のプログラム出力が得られます。
ALPHA(’ABCDEFG’) = 1
ALPHA(’abcdefg’) = 1
ALPHA(’ABCDEFG.’) = 0
ALPHA(’SEE DICK’) = 0
ALPHA(’4 SCORE’) = 0
ALPHA(’’) = 0
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ANDS 関数
構文
ANDS (array1, array2)
CALL -ANDS (return.array, array1, array2)
CALL !ANDS (return.array, array1, array2)

説明
ANDS 関数を使用すると、2 つの動的な配列のエレメントごとの論理積 (AND) を計算し、新しい動的な
配列を作成できます。
新規の動的配列の各エレメントは、対応する array1 および array2 のエレメントの論理積です。あるエレ
メントに対応するエレメントがもう一方の動的な配列にない場合、その論理積としては偽 (0) が返されま
す。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
対応する array1 および array2 の両方のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して
NULL 値が戻ります。一方のエレメントが NULL 値で、もう一方が 0 または空白ストリングである場
合、それらのエレメントに対して偽が返されます。

例
A = 1:@SM:4:@VM:4:@SM:1
B = 1:@SM:1-1:@VM:2
PRINT ANDS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
1S0V1S0

ASCII 関数
構文
ASCII (expression)

説明
ASCII 関数を使用すると、expression の各文字を EBCDIC 表記値から ASCII 表記値へ変換できます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
ASCII 関数および EBCDIC 関数は補数演算を行います。

例
X = EBCDIC(’ABC 123’)
Y = ASCII(X)
PRINT "EBCDIC", "ASCII", " Y "
PRINT "------", "-----", "---"
FOR I = 1 TO LEN (X)
PRINT SEQ(X[I,1]) , SEQ(Y[I,1]),Y[I,1]
NEXT I

次のプログラム出力が得られます。
EBCDIC
-----193
194

ASCII
----65
66

Y
--A
B
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195
64
241
242
243

67
32
49
50
51

C
1
2
3

変換表
以下の表には、ASCII BASIC 関数で使用される変換情報をリストしてあります。
EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

00

00

40

20

80

5B

C0

7B

01

01

41

9F

81

61

C1

41

02

02

42

A0

82

62

C2

42

03

03

43

A1

83

63

C3

43

04

80

44

A2

84

64

C4

44

05

09

45

A3

85

65

C5

45

06

81

46

A4

86

66

C6

46

07

7F

47

A5

87

67

C7

47

08

82

48

A6

88

68

C8

48

09

83

49

A7

89

69

C9

49

0A

84

4A

A8

8A

C4

CA

E7

0B

0B

4B

2E

8B

C5

CB

E8

0C

0C

4C

3C

8C

C6

CC

E9

0D

0D

4D

28

8D

C7

CD

EA

0E

0E

4E

2B

8E

C8

CE

EB

0F

0F

4F

A9

8F

C9

CF

EC

10

10

50

26

90

5D

D0

7D

11

11

51

AA

91

6A

D1

4A

12

12

52

AB

92

6B

D2

4B

13

85

53

AC

93

6C

D3

4C

14

86

54

AD

94

6D

D4

4D

15

87

55

AE

95

6E

D5

4E

16

08

56

AF

96

6F

D6

4F

17

88

57

B0

97

70

D7

50

18

18

58

B1

98

71

D8

51

19

19

59

B2

99

72

D9

52

1A

89

5A

21

9A

CA

DA

ED

1B

8A

5B

24

9B

CB

DB

EE

1C

1C

5C

2A

9C

CC

DC

EF

1D

1D

5D

29

9D

CD

DD

F0

1E

1E

5E

3B

9E

CE

DE

F1

1F

1F

5F

5E

9F

CF

DF

F2

20

8B

60

2D

A0

D0

E0

5C

21

8C

61

2F

A1

7E

E1

F3
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EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

22

8D

62

B3

A2

73

E2

53

23

8E

63

B4

A3

74

E3

54

24

8F

64

B5

A4

75

E4

55

25

0A

65

B6

A5

76

E5

56

26

17

66

B7

A6

77

E6

57

27

1B

67

B8

A7

78

E7

58

28

90

68

B9

A8

79

E8

59

29

91

69

BA

A9

7A

E9

5A

2A

92

6A

7C

AA

D1

EA

F4

2B

93

6B

2C

AB

D2

EB

F5

2C

94

6C

25

AC

D3

EC

F6

2D

05

6D

5F

AD

D4

ED

F7

2E

06

6E

3E

AE

D5

EE

F8

2F

07

6F

3F

AF

D6

EF

F9

30

95

70

BB

B0

D7

F0

30

31

96

71

BC

B1

D8

F1

31

32

16

72

BD

B2

D9

F2

32

33

97

73

BE

B3

DA

F3

33

34

98

74

BF

B4

DB

F4

34

35

99

75

C0

B5

DC

F5

35

36

9A

76

C1

B6

DD

F6

36

37

04

77

C2

B7

DE

F7

37

38

9B

78

C3

B8

DF

F8

38

39

9C

79

60

B9

E0

F9

39

3A

13

7A

3A

BA

E1

FA

FA

3B

9D

7B

23

BB

E2

FB

FB

3C

14

7C

40

BC

E3

FC

FC

3D

15

7D

27

BD

E4

FD

FD

3E

9E

7E

3D

BE

E5

FE

FE

3F

1A

7F

22

BF

E6

FF

FF

ASIN 関数
構文
ASIN (expression)

説明
ASIN 関数を使用すると、expression の三角関数のアークサインを返すことができます。expression は、数
値にしてください。結果は度で表現されます。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻
ります。ASIN 関数は、SIN 関数の逆です。
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例
PRECISION 5
PRINT "ASIN(0.707106781) = ":ASIN(0.707106781):"
degrees"

次のプログラム出力が得られます。
ASIN(0.707106781) = 45 degrees

ASSIGNED 関数
構文
ASSIGNED (variable)

説明
ASSIGNED 関数を使用すると、variable に値が割り当てられているかどうかを判別できます。ASSIGNED
は、variable に値が割り当てられている場合 (共通変数および NULL 値を含む) は 1 (真) を返します。
variable に値が割り当てられていない場合は 0 (偽) を返します。

PICK フレーバー
PICK フレーバー・アカウントで実行している場合、最初はすべての共通変数が未割り当てとなっていま
す。したがって、共通変数であっても、プログラムで明示的に値が代入されるまでは 0 (偽) が返されま
す。

例
A = "15 STATE STREET"
C = 23
X = ASSIGNED(A)
Y = ASSIGNED(B)
Z = ASSIGNED(C)
PRINT X,Y,Z

次のプログラム出力が得られます。
1

0

1

代入文
構文
variable
variable
variable
variable

= expression
+= expression
-= expression
:= expression

説明
代入文を使用すると、変数に値を代入できます。変数は、現在未割り当ての状態 (すなわち、代入ステート
メント、ステートメント、または値を変数に割り当てるその他のステートメントによって、値が割り当てら
れていない状態) にするか、置換される古い値にすることができます。代入する値には、定数だけでなく式
を使用することもできます。 また、すべてのデータ・タイプ (数値、文字ストリング、または NULL 値)
が使用できます。
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演算子 +=、-=、および := を使用すると、変数の値を変更できます。+= 演算子は、expression の値を
variable に加算します。-= 演算子は、expression の値を variable から減算します。:= 演算子は、expression
の値を variable の最後に連結します。
システム変数 @NULL を使用すると、変数に NULL 値を代入できます。
variable = @NULL

システム変数 @NULL.STR を使用すると、NULL 値 (正確にいうと、NULL 値を表すための文字) だけを
含む文字ストリングを変数に代入できます。
variable = @NULL.STR

例
EMPL=86
A="22 STAGECOACH LANE"
X=’$4,325’
B=999
PRINT "A= ":A,"B= ":B,"EMPL= ":EMPL
B+=1
PRINT "X= ":X,"B= ":B

次のプログラム出力が得られます。
A= 22 STAGECOACH LANE
X= $4,325 B= 1000

B= 999 EMPL= 86

ATAN 関数
構文
ATAN (expression)

説明
ATAN 関数を使用すると、expression の三角関数のアークタンジェントを返すことができます。expression
は、数値にしてください。結果は度で表現されます。expression が NULL 値として評価される場合、
NULL が戻ります。ATAN 関数は、TAN 関数の逆です。

例
次の例では、数値 135 と、アークタンジェントが 135 となる角度が表示されます。
PRINT 135, ATAN(135)

次の例では、アークタンジェントが 1 となる角度が表示されます。
X = ATAN(1)
PRINT 1, X

次のプログラム出力が得られます。
135
1

89.5756
45

AUTHORIZATION ステートメント
構文
AUTHORIZATION "username"
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説明
AUTHORIZATION ステートメントを使用すると、プログラムの実効ユーザーを指定したり変更したりでき
ます。 AUTHORIZATION ステートメントが実行された後に、username がプログラムを実行しているかの
ように、いずれかの SQL セキュリティー検査が実行されます。
username は、プログラムを実行するマシンで有効なログイン名です。username は定数でなければなりませ
ん。username は、文字ストリングとしてコンパイルされます。その文字ストリングのユーザー識別 (UID)
番号は、実行時に /etc/passwd ファイルでロックされます。
AUTHORIZATION ステートメントで変更できるのは、プログラムの実行中に SQL セキュリティー・チェ
ックに使用するユーザー名だけです。 実際のユーザー名を変更したり、ユーザーの実効 UID をオペレー
ティング・システム・レベルで変更したりすることはできません。 プログラムに AUTHORIZATION ステ
ートメントが記述されていない場合は、そのプログラムを呼び出したユーザーの名前で実行されます。
プログラムの実効ユーザーは、何度でも変更できます。最近に実行された AUTHORIZATION ステートメ
ントで指定された username は、サブルーチンの場合と同様に、それ以降の EXECUTE ステートメントお
よび PERFORM ステートメントでも有効のままです。
ファイルを開くと、実効ユーザーのアクセス許可がファイル変数に格納されます。 これらのアクセス許可
は、そのあとファイル変数を参照するたびに適用されます。後続の AUTHORIZATION ステートメントで
実効ユーザー名が変更されても、ファイル変数に格納されたアクセス許可は変更されません。
実効ユーザー名は、システム変数 @AUTHORIZATION に格納されます。
AUTHORIZATION ステートメントが記述されているプログラムは、そのプログラムを実行するマシンでコ
ンパイルする必要があります。 AUTHORIZATION ステートメントをコンパイルするには、SQL DBA 権
限が必要です。 コンパイル時のユーザーに DBA 権限がない場合、プログラムはコンパイルされません。
また、コンパイルしたマシン以外のマシンでは、プログラムを実行することはできません。 別のマシンで
実行すると、プログラムが強制終了して致命的エラー・メッセージが表示されます。

例
AUTHORIZATION "susan"
OPEN "","SUES.FILE" TO FILE.S ELSE PRINT "CAN’T OPEN
SUES.FILE"
AUTHORIZATION "bill"
OPEN "","BILLS.FILE" TO FILE.B ELSE PRINT "CAN’T OPEN
BILLS.FILE"
FOR ID = 5000 TO 6000
READ SUE.ID FROM FILE.S, ID THEN PRINT ID ELSE
NULL
READ BILL.ID FROM FILE.B, ID THEN PRINT ID ELSE
NULL
NEXT ID

AUXMAP ステートメント
構文
AUXMAP { ON | OFF | expression }

説明
NLS モードで AUXMAP ステートメントを使用すると、補助デバイスを端末に関連づけることができま
す。
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AUXMAP を ON にすると、チャネル 0 を印刷するための指示を行うそれ以降の PRINT 文で、補助マッ
プが使用できるようになります。補助マップが定義されていない場合は、端末マップが使われます。
AUXMAP を OFF にすると、それ以降の PRINT 文では端末マップが使われます。 デフォルトは OFF で
す。 expression を真と評価する場合、AUXMAP は ON になります。expression を偽と評価する場合、
AUXMAP は OFF になります。
プログラムから補助デバイスのマップにアクセスするには、AUXMAP ステートメントを使用する必要があ
ります。端末チャネルに印刷するために使用されるその他のステートメント (CRC32 関数、PRINT ステー
トメントまたは INPUTERR ステートメントなど) は端末マップを使用します。
NLS が無効な状態で AUXMAP ステートメントを実行すると、ランタイム・エラーが表示されます。

BEGIN CASE 文
BEGIN CASE 文を使用すると、一連の CASE 文を開始できます。詳しくは、CASE 文を参照してくださ
い。

BEGIN TRANSACTION ステートメント
構文
BEGIN TRANSACTION [ISOLATION LEVEL level]
[statements]

説明
BEGIN TRANSACTION ステートメントを使用すると、トランザクションの開始を宣言できます。
ISOLATION LEVEL 節は、トランザクションの行われている間のトランザクションの分離レベルを設定で
きます。分離レベルは、トランザクションが終了すると元の値に戻ります。
level は、以下の 1 つと評価される式です。
v 0 から 4 までの整数
v 次のキーワードのいずれか
表 27. キーワード
整数

キーワード

このトランザクションへの影響

0

NO.ISOLATION

更新の消失を防止します。1

1

READ.UNCOMMITTED

更新の消失を防止します。

2

READ.COMMITTED

更新の消失とダーティー・リードを防
止します。

3

REPEATABLE.READ

更新の消失、ダーティー・リード、お
よび繰り返し不能な読み取りを防止し
ます。

4

SERIALIZABLE

更新の消失、ダーティー・リード、繰
り返し不能な読み取り、およびファン
トム書き込みを防止します。

1

ISOMODE 構成パラメーターが 1 または 2 に設定されている場合は、更新の消失は防止されます。
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例
次の 2 つの例では、トランザクションが分離レベル 3 で開始されます。
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE.READ
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 3

BITAND 関数
構文
BITAND (expression1, expression2)

説明
BITAND 関数を使用すると、数式で指定した 2 つの整数をビットごとに AND 比較できます。 ビットご
との AND 演算では、2 つの整数をビットごとに比較します。 両方のビットが 1 であれば 1 のビットが
返され、それ以外は 0 のビットが返されます。
expression1 か expression2 のいずれかが NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
非整数値は、演算の実行前に切り捨てられます。
BITAND 演算は、32 ビットの 2 の補数ワードで実行されます。
注: ハードウェア・アーキテクチャーの違いにより、上位ビットの使用が移植不可となる可能性がありま
す。

例
PRINT BITAND(6,12)
* The binary value of 6 = 0110
* The binary value of 12 = 1100

演算の結果は 0100 となり、次のような出力が表示されます。
4

BITNOT 関数
構文
BITNOT (expression [,bit#])

説明
BITNOT 関数を使用すると、数式で指定した整数をビットごとに否定演算できます。
bit# は、反転するビットの数として評価される式です。bit# が指定されない場合、BITNOT がそれぞれの
ビットを反転します。1 のビットは 0 に、0 のビットは 1 になります。これによって返される値は、次の
演算の結果と同じになります。
(-expression)-1

expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。bit# が NULL 値として評価される
と、BITNOT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。
整数でない値は、演算の実行前に切り捨てられます。
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BITNOT 演算は、32 ビットの 2 の補数ワードで実行されます。
注: ハードウェア・アーキテクチャーの違いにより、上位ビットの使用が移植不可となる可能性がありま
す。

例
PRINT
BITNOT(6),BITNOT(15,0),BITNOT(15,1),BITNOT(15,2)

次のプログラム出力が得られます。
-7 14 13 11

BITOR 関数
構文
BITOR (expression1, expression2)

説明
BITOR 関数を使用すると、数式で指定した 2 つの整数をビットごとに OR 比較できます。 ビットごとの
OR 演算では、2 つの整数がビットごとに比較されます。 両方またはどちらかのビットが 1 であれば 1
のビットが返され、それ以外は 0 のビットが返されます。
expression1 か expression2 のいずれかが NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
整数でない値は、演算の実行前に切り捨てられます。
BITOR 演算は、32 ビットの 2 の補数ワードで実行されます。
注: ハードウェア・アーキテクチャーの違いにより、上位ビットの使用が移植不可となる可能性がありま
す。

例
PRINT BITOR(6,12)
* Binary value of 6 = 0110
* Binary value of 12 = 1100

この結果は 1110 であるため、次の出力が表示されます。
14

BITRESET 関数
構文
BITRESET (expression, bit#)

説明
BITRESET 関数を使用すると、expression で指定した整数のビット数を 0 にリセットできます。ビットは
右から左へカウントされます。 最も右のビットの番号は 0 です。このビットが 0 ならば、そのままで残
されます。
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expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。bit# が NULL 値として評価される
と、BITRESET 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了し
ます。
整数でない値は、演算の実行前に切り捨てられます。

例
PRINT
* The
* The
* The
PRINT
* The
* The

BITRESET(29,0),BITRESET(29,3)
binary value of 29 = 11101
binary value of 28 = 11100
binary value of 21 = 10101
BITRESET(2,1),BITRESET(2,0)
binary value of 2 = 10
binary value of 0 = 0

次のプログラム出力が得られます。
28
0

21
2

BITSET 関数
構文
BITSET (expression, bit#)

説明
BITSET 関数を使用すると、expression で指定した整数のビット数を 1 に設定できます。最も右のビット
の番号は 0 です。このビットが 1 ならば、そのままで残されます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。bit# が NULL 値として評価される
と、BITSET 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。
整数でない値は、演算の実行前に切り捨てられます。

例
PRINT
* The
* The
* The
PRINT
* The
* The

BITSET(20,0),BITSET(20,3)
binary value of 20 = 10100
binary value of 21 = 10101
binary value of 28 = 11100
BITSET(2,0),BITSET(2,1)
binary value of 2 = 10
binary value of 3 = 11

次のプログラム出力が得られます。
21
3

28
2

BITTEST 関数
構文
BITTEST (expression, bit#)
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説明
BITTEST 関数を使用すると、expression で指定した整数のビット数をテストできます。ビットが設定され
ている場合は 1、設定されていない場合は 0 が返されます。 ビットは右から左へカウントされます。 最
も右のビットの番号は 0 です。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。bit# が NULL として評価されると、
BITTEST 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
整数でない値は、演算の実行前に切り捨てられます。

例
PRINT
BITTEST(11,0),BITTEST(11,1),BITTEST(11,2),BITTEST(11,
3)
* The binary value of 11 = 1011

次のプログラム出力が得られます。
1

1

0

1

BITXOR 関数
構文
BITXOR (expression1, expression2)

説明
BITXOR 関数を使用すると、数式で指定した 2 つの整数をビットごとに XOR 比較できます。 ビットご
との XOR 演算では、2 つの整数がビットごとに比較されます。 どちらかのビットだけが 1 であれば 1
のビットが返され、それ以外は 0 のビットが返されます。
expression1 か expression2 のいずれかが NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
整数でない値は、演算の実行前に切り捨てられます。
BITXOR 演算は、32 ビットの 2 の補数ワードで実行されます。
注: ハードウェア・アーキテクチャーの違いにより、上位ビットの使用が移植不可となる可能性がありま
す。

例
PRINT BITXOR(6,12)
* Binary value of 6 = 0110
* Binary value of 12 = 1100

この結果は 1010 であるため、次の出力が表示されます。
10

BREAK ステートメント
構文
BREAK [KEY] { ON | OFF | expression }
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説明
BREAK ステートメントを使用すると、キーボードの Intr キー、Quit キー、および Susp キーのオン /
オフを切り替えることができます。
BREAK ON ステートメントを発行した場合、Intr、Quit、または Susp を押すと処理が一時停止します。
BREAK OFF ステートメントを発行した場合、Intr、Quit、または Susp を押しても何の影響もありませ
ん。 これによって、実行中のプログラムを誤って停止するのを防ぐことができます。
BREAK ステートメントに expression を指定すると、expression の値に応じて Intr、Quit、および Susp
のステータスを決めることができます。 expression が偽 (0、空白ストリング、または NULL 値) と評価
された場合は、Intr、Quit、Susp が無効になります。 expression が真 (0、空白ストリング、および NULL
値以外) と評価された場合は、Intr、Quit、Susp が有効になります。
BREAK ステートメントにはカウンターが保持されています。このカウンターによって、実行された
BREAK ON コマンドおよび BREAK OFF コマンドがカウントされます。 プログラムの制御がサブルー
チンに分岐している間は、カウンターの値が保持されて 0 には戻りません。カウンターは、BREAK ON
ステートメントを実行するたびに 1 減分され、BREAK OFF ステートメントを実行するたびに 1 増分さ
れます。カウンターが 0 未満になることはありません。Intr、Quit、および Susp は、カウンターが 0 の
ときだけ有効になります。例を次に示します。
表 28. カウンターと BREAK ステートメント
ステートメントの実行元

コマンド

カウンター

キーのステータス

-

-

0

ON

メインプログラム

BREAK OFF

+1

オフ

サブルーチン

BREAK OFF

+2

オフ

サブルーチン

BREAK ON

+1

オフ

メインプログラム

BREAK ON

0

ON

例
次の例では、カウンターが 1 増分されます。
BREAK KEY OFF

次の例では、カウンターが 1 減分されます。
BREAK KEY ON

次の例では、QTY が偽 (0、空白ストリング、または NULL 値) の場合は Intr、Quit、および Susp が無
効になり、QTY が真 (0、空白ストリング、および NULL 値以外) の場合は有効になります。
BREAK QTY ;*

BSCAN ステートメント
構文
BSCAN ID.variable [ , rec.variable ] [FROM [ file.variable [ , record ]
[USING indexname] [RESET] [BY seq]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
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説明
BSCAN ステートメントを使用すると、B ツリー・ファイル (タイプ 25) または 2 次索引の末端ノードを
スキャンできます。 現在のスキャン処理で返されたレコード ID は、ID.variable に割り当てられます。
rec.variable を指定した場合は、ID が ID.variable と一致するレコードの内容が割り当てられます。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルが仮定されます (デフォルトのファイルの詳細については、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。 このファイルにアクセスできず、開くこともできない場合、プログラムはランタイム・エラー・メッ
セージを表示して強制終了します。
record には、B ツリー・ファイル内のレコードのレコード ID として評価する式を指定します。 USING
節を使用すると、record は指定された索引内の値となります。 この record によって、スキャンの相対的
な開始位置が指定されます。
record が、既存のレコード ID または値と完全に一致する必要はありません。 一致しない場合は、スキャ
ンが昇順であれば次のレコード ID が、降順であれば 1 つ前のレコード ID が検索されます。 例えば、
開始位置をレコード ID または値 SMITH にどの程度近づけたいかに応じて、 record の評価を
SMITH、SMIT、 SMI、SM、S のように変化させます。
record を省略すると、seq 式の値に応じて、一番左の末端の一番左のスロットまたは一番右の末端の一番右
のスロットからスキャンが開始されます。 そのあと、スキャンは BY 節に指定された方向に移動します。
indexname には、ファイルに関連づけられた 2 次索引の名前として評価する式を指定します。
RESET を指定すると、内部の B ツリー・スキャン・ポインターがリセットされます。 スキャン順序が昇
順の場合は、一番左の末端の一番左のスロットにポインターが設定されます。スキャン順序が降順の場合
は、一番右の末端の一番右のスロットにポインターが設定されます。 seq を省略すると、スキャンは昇順
で実行されます。 FROM 節の record を指定した場合、RESET は無視されます。
seq には、A または D と評価される式を指定します。これによって、スキャンの方向を指定できます。
デフォルトの「A」は、昇順を指定します。「D」は、降順を指定します。
BSCAN ステートメントでは、有効なレコード ID (またはレコード ID とそれに関連づけられたデータ)
が見つかると、THEN ステートメントが実行されて ELSE ステートメントは無視されます。 レコード ID
が見つからない場合や、そのほかのエラーが発生した場合は、ELSE 文が実行されて THEN 文が無視され
ます。
トランザクション内 (BEGIN TRANSACTION ステートメントと COMMIT ステートメントの間) で実行さ
れるファイルの更新は、COMMIT ステートメントが実行されるまでは BSCAN ステートメントにアクセス
できません。
BSCAN ステートメントが実行されたあとに STATUS 関数を実行すると、次の値のいずれかが返されま
す。
0

左端または右端のリーフ・ノードを超えてスキャンが行われました。ID.variable と rec.variable が
空白ストリングに設定されています。

1

既存のレコード ID、またはレコード に指定したレコード ID に一致するレコード ID が返されま
した。

2

スキャンが、record と一致しないレコード ID を返しました。 ID.variable は、スキャンの方向に
よって、B ツリーでの次または前のレコード ID です。
BASIC 言語リファレンス

103

3

ファイルが B ツリー (タイプ 25) ファイルでないか、USING 節が使用されている場合は、ファイ
ルにアクティブな 2 次索引がありません。

4

indexname がありません。

5

seq が A または D と評価されません。

6

indexname で指定されている索引が作成される必要があります。

10

内部エラーが検出されました。

NLS が有効になっている場合、レコード ID の検索の順序は、アクティブな照合ロケールによって決まり
ます。NLS が無効になっている場合は、デフォルトの順序 (標準的な 2 進値を使った単純なバイト順) で
検索されます。現在のロケール用に NLS.LC.COLLATE ファイルに指定された照合規則は無視されます。

例
次の例では、末端ノードの中身がなくなったら ELSE 文を実行する方法を示します。
BSCAN ID,REC FROM FILE,MATCH USING "PRODUCT" BY "A"
THEN
PRINT ID,REC
END ELSE
ERR = STATUS()
BEGIN CASE
CASE ERR = 0
PRINT "Exhausted leaf node contents."
CASE ERR = 3
PRINT "No active indices, or file is not
type 25."
CASE ERR = 4
PRINT "Index name does not exist."
CASE ERR = 5
PRINT "Invalid BY clause value."
CASE ERR = 6
PRINT "Index must be built."
CASE ERR = 10
PRINT "Internal error detected."
END CASE
GOTO EXIT.PROGRAM:
END

BYTE 関数
構文
BYTE (expression)

説明
NLS モードで、BYTE 関数を使用すると、expression の数値からバイトを生成できます。BYTE では、1
バイト分のストリングが返されます。
expression が 0 から 255 の範囲内の値として評価される場合、1 バイト文字が戻ります。expression が
0x80 から 0xF7 の範囲内の値として評価される場合は、マルチバイト文字の一部であるバイトが戻りま
す。
NLS が有効でない場合、BYTE は CHAR 関数のように作動します。

例
NLS が有効になっている場合、BYTE 関数および CHAR 関数で返される値は次のようになります。
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BYTE(32)
単一のスペースを含んでいるストリングが返されます。
CHAR(32)
単一のスペースを含んでいるストリングが返されます。
BYTE(230)
1 バイト 0xe6 を含むストリングが返されます。
CHAR(230)
マルチバイト文字 æ (小文字の合字の Æ ) を含むストリングが返されます。

BYTELEN 関数
構文
BYTELEN (expression)

説明
NLS モードで、BYTELEN 関数を使用すると、expression 内の ASCII ストリング値に含まれるバイト数を
生成できます。
expression 内のバイトが数えられて、その数が戻ります。expression が NULL 値として評価される場合、
NULL が戻ります。
NLS が有効でない場合、BYTELEN は LEN 関数のように作動します。

BYTETYPE 関数
構文
BYTETYPE (value)

説明
NLS モードで、BYTETYPE 関数を使用すると、value にあるバイトの関数が判別できます。
value が、0 から 255 の場合、BYTETYPE 関数は、以下に相当する数値を返します。
-1

value は、範囲外です

0

2 バイト文字、3 バイト文字、または 3 バイトを超える文字の後続バイト

1

1 バイト文字

2

2 バイト文字の先頭バイト

3

3 バイト文字の先頭バイト

4

4 バイト文字の先頭バイト用に予約

5

システム区切り文字

value が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
BYTETYPE 関数は、NLS モードが有効かどうかにかかわらず同じ機能を果たします。
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BYTEVAL 関数
構文
BYTEVAL (expression [, n ] )

説明
NLS モードで、BYTEVAL 関数を使用すると、expression の内部ストリング値に含まれるバイトを調査で
きます。BYTEVAL 関数は、expression の n のバイト数として、0 から 255 の数値を 1 つ返します。 n
を省略すると、1 が想定されます。
エラーが発生した場合は、次の条件に対応する番号が返されます。
-1

expression が空白ストリングであるか、expression が n バイトより少ないか、n が 1 より小さい
かです。

NULL 値
expression は NULL 値です。
BYTEVAL 関数は、NLS モードが有効かどうかにかかわらず同じ機能を果たします。

CALL ステートメント
構文
CALL name [ ( [MAT] argument [ , [MAT] argument ...] ) ]
variable = ’name’
CALL @variable [ ( [MAT] argument [ , [MAT] argument ...] ) ]

説明
CALL ステートメントを使用すると、プログラムの制御を、呼び出し側のプログラムからコンパイルおよ
びカタログされている外部のサブルーチンまたはプログラムに移すことができます。
ローカルでカタログされているサブルーチンは直接呼び出すことができます。 カタログにある正確な名前
を使用して、name を指定します。詳しくは、ページ 1-15 にある「CATALOG コマンド」を参照してくだ
さい。
外部サブルーチンは、直接的にも間接的にも呼び出すことができます。 サブルーチンを間接的に呼び出す
には、サブルーチンをカタログしたときの名前が、変数または配列のエレメントに割り当てられている必要
があります。この変数名または配列エレメントの指定子の先頭に @ を付け、CALL ステートメントのオ
ペランドとして使用します。
CALL 文を初めて実行すると、カタログされたライブラリーからサブルーチンが検索され、サブルーチン
名を格納している変数の内容が位置情報に置換されます。 この処理によって、プログラム内で同じサブル
ーチンが繰り返し呼び出されても、その度にカタログを検索する必要がなくなります。 間接呼び出しで
は、@ 変数として CALL に指定された変数が使われます。一方、直接呼び出しでは内部変数が使われま
す。間接的な方式では、変数へのサブルーチン名の割り当てを、CALL ステートメントを発行するたびに
行うのではなく、プログラムごとに 1 回だけ行うことをお勧めします。
arguments は、実際の値を表す、変数、配列、配列変数、式、定数です。呼び出し側のプログラムからサブ
ルーチンへは、1 つ以上の引数を渡すことができます。CALL ステートメントに渡される引数の数は、サ
ブルーチンを識別する SUBROUTINE ステートメントで指定された引数の数と同じにする必要がありま
す。複数の引数を渡す場合は、引数の間をコンマで区切ります。 引数が 1 物理行に収まらない場合は、行
末にコンマを入力して行が続くことを示します。
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argument が配列の場合、MAT キーワードが前に来る必要があります。また、このステートメントを使用
する前に、呼び出し側プログラムおよびサブルーチンの両方で、配列に名前を付けて、次元を決めておいて
ください。サブルーチンで配列の次元が宣言されていない場合は、SUBROUTINE ステートメントで MAT
キーワードを使用して宣言する必要があります。 そのほかの引数は、配列のサイズに関係なく、同時に渡
すことができます。
arguments の実際の値は、サブルーチンに渡されません。その代わりに、各引数の位置を示すポインターが
渡されます。 値ではなくポインターを渡すことで、たくさんの値も効率的に渡すことができます。 引数を
渡すこの方式は、参照による 受け渡しと呼ばれます。一方、実際の値の受け渡しは、値による 受け渡しと
呼ばれます。
スカラー変数およびマトリックス変数は、参照でサブルーチンに渡されます。 変数を値で渡したい場合は
括弧で囲みます。 データを値で渡しても、サブルーチンでのデータの処理によってメインプログラムの変
数の内容が変更されることはありません。 データを参照で渡した場合、変数のメモリー位置はメインプロ
グラムおよびサブルーチンの両方の処理で変更されます。定数で指定した引数は、値でサブルーチンに渡さ
れます。
外部サブルーチンへの引数として配列を渡す場合、サブルーチン側でその配列に代入された次元は無視さ
れ、呼び出し側のプログラムで宣言された次元がそのまま使われます。したがって、サブルーチン側で次元
の異なる配列が宣言されていても何ら問題ありません。 例えば、サブルーチンで、次のように配列が宣言
されているとします。
DIM A (1), B (1, 1), C (1, 1)

対応する配列引数が、実行時に呼び出し側プログラムからサブルーチンに渡された時、配列 A、B、C
は、呼び出し側プログラム内の配列の次元を継承します。DIMENSION ステートメントの索引は無視され
ます。
サブルーチン側で配列引数を宣言する方法としては、サブルーチンの最初の行の SUBROUTINE ステート
メントで MAT キーワードを使用する方法もあります。 次の例では、A、B、および C という配列を引数
として受け取ることを宣言しています。
SUBROUTINE X(MAT A, MAT B, MAT C)

サブルーチン内で RETURN ステートメントが出現するか、RETURN ステートメントが出現することなく
サブルーチンの実行が終了すると、制御が呼び出し側のプログラムに戻り、CALL ステートメントの次の
ステートメントが実行されます。詳しくは、RETURN ステートメントを参照してください。

例
次の例では、SUB というローカル・サブルーチンを呼び出しています。引数はありません。
CALL SUB

次の例では、QTY.ROUTINE というローカル・サブルーチンを 3 つの引数で呼び出しています。
CALL QTY.ROUTINE(X,Y,Z)

次の例では、*PROGRAM.1 としてカタログされたサブルーチンを 6 つの引数で呼び出しています。 引数
リストを、複数行にわたって記述することもできます。
AAA="*PROGRAM.1"
CALL @AAA(QTY,SLS,ORDER,ANS,FILE.O,SEQ)

次の例では、*MA というサブルーチンを呼び出しています。 索引と 3 つの引数が渡されています。
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STATE.TAX(1,2)=’*MA’
CALL @STATE.TAX(1,2)(EMP.NO,GROSS,NET)

次の例では、*SUB としてカタログされているサブルーチンを呼び出しています。引数として 2 つの行列
と 1 つのスカラーが渡されています。
GET.VALUE="*SUB"
DIM QTY(10)
DIM PRICE(10)
CALL @GET.VALUE( MAT QTY,MAT PRICE,COST )

次の例は、1 つ前の例で呼び出されているサブルーチン SUB の SUBROUTINE ステートメントを示して
います。 配列 Q および配列 P については、サブルーチン内で次元が宣言されている必要はありません。
SUBROUTINE SUB( MAT Q,MAT P,C )

CASE 文
構文
BEGIN CASE
CASE expression
.
.
END CASE

statements

[ CASE expression

statements

.

]

説明
CASE 文を使用すると、1 つ以上の式の値に応じて、命令を実行する順序を変えることができます。 最初
の CASE 文の expression が真の場合、それ以降の文から次の CASE 文までが実行されます。そのあと、
END CASE 文の次の文に制御が移ります。
1 番目の CASE 文の式が偽である場合は、次の CASE 文の式をテストすることで処理が続行します。こ
の CASE 文の式が真であれば、その次の CASE 文の直前までの文が実行されます。次の CASE 文がない
場合は、END CASE 文の直前までの文が実行されます。 そのあと、END CASE 文の次の文に制御が移り
ます。
複数の CASE 文の式が真である場合でも、最初に真と評価された CASE 文の後続文だけが実行されま
す。 すべての CASE 文が偽である場合、BEGIN CASE 文と END CASE 文の間にある文は一切実行され
ません。
式が NULL 値と評価された場合、その CASE 文は偽とみなされます。
変数の値が NULL 値かどうかをテストする場合、ISNULL 関数と CASE 文を一緒に使用します。これ
が、NULL 値をテストする唯一の方法です。それは、NULL が、自身を含めてどのような値とも同等であ
ることがないからです。構文は次のようになります。
CASE ISNULL (expression)

その他の CASE 式のいずれも真と評価されない場合、定数「1」の式を使用して、実行するデフォルトの
CASE を指定します。

例
次の例では、NUMBER に 3 が割り当てられていますが、CASE 1 が常に真となるため、制御がサブルー
チン 30 に移ります。サブルーチンの RETURN 文が実行されると、制御は END CASE 文の次の文に移
ります。
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NUMBER=3
BEGIN CASE
CASE NUMBER=1
GOTO 10
CASE 1
GOSUB 30
CASE NUMBER<3
GOSUB 20
END CASE
PRINT ’STATEMENT FOLLOWING END CASE’
GOTO 50
10*
PRINT ’LABEL 10’
STOP
20*
PRINT ’LABEL 20’
RETURN
30*
PRINT ’LABEL 30’
RETURN
50*

次のプログラム出力が得られます。
LABEL 30
STATEMENT FOLLOWING END CASE

以下の例では、「NAME」が条件のいずれも満たさないため、制御は END CASE の次の文に進みます。
NAME="MICHAEL"
BEGIN CASE
CASE NAME[1,2]=’DA’
PRINT NAME
GOTO 10
CASE NAME[1,2]=’RI’
PRINT NAME
GOSUB 20
CASE NAME[1,2]=’BA’
PRINT NAME
GOSUB 30
END CASE
PRINT ’NO MATCH’
STOP

次のプログラム出力が得られます。
NO MATCH

CATS 関数
構文
CATS (array1, array2)
CALL -CATS (return.array, array1, array2)
CALL !CATS (return.array, array1, array2)

説明
CATS 関数を使用すると、2 つの動的な配列をエレメントごとに連結して、新しい動的な配列を作成でき
ます。

BASIC 言語リファレンス

109

array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと連結されます。結果は、新しい動的な配列の対
応するエレメントに返されます。あるエレメントに対応するエレメントがもう一方の配列にない場合、その
エレメントがそのまま返されます。 一方の配列のエレメントが NULL 値である場合、対応するエレメン
トとの連結結果も NULL 値となります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A="A":@VM:"B":@SM:"C"
B="D":@SM:"E":@VM:"F"
PRINT CATS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
ADSEVBFSC

CHAIN ステートメント
構文
CHAIN command

説明
CHAIN ステートメントを使用すると、BASIC プログラムの実行を終了して、command の値を実行できま
す。command は、有効な InfoSphere DataStage コマンドとして評価される式です。 command が NULL 値
として評価されると、CHAIN ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッ
セージを出力して終了します。
あるプログラムから別のプログラムにチェーンすると、チェーン元のプログラムのローカル変数は消失しま
す。 名前付き共通変数および名前なし共通変数は保持されます。
CHAIN は、CHAIN が制御を呼び出し側プログラムに返さないという点で、EXECUTE ステートメントま
たは PERFORM ステートメントとは違います。プログラムがプロシージャーにチェーンする場合、ネスト
される呼び出し側プロシージャーは削除されます。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
チェーン後のプログラムで PICK、IN2、または REALITY フレーバー・アカウントが呼び出されると、名
前なし共通変数は消失します。 名前なし共通にある変数の値を保存する場合は、実行時に RUN コマンド
に対して KEEP.COMMON キーワードを使用します。

例
次の例では、画面をクリアして共通領域を初期化してから、メインアプリケーションを実行しています。
PRINT
PRINT
GOSUB
CHAIN

@(-1)
"INITIALIZING COMMON, PLEASE WAIT"
INIT.COMMON
"RUN BP APP.MAIN KEEP.COMMON"

CHANGE 関数
構文
CHANGE (expression, substring, replacement [ ,occurrence [ ,begin] ]
)
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説明
CHANGE 関数を使用すると、expression 内のサブストリングを他のサブストリングに置換できます。
occurrence を指定しない場合、サブストリングのすべての出現が置換されます。
occurrence には、置換する substring の出現回数を指定します。すべての出現を変更するには、1 より小さ
い数を occurrence に指定します。
begin には、置換する最初の出現を指定します。begin が省略されるか、1 より小さい場合、デフォルトの
1 になります。
substring が空白ストリングの場合、expression の値が戻ります。replacement が空白ストリングの場合、
substring のすべての出現が削除されます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。substring、replacement、occurrence、ま
たは begin が NULL 値として評価されると、CHANGE 関数は正しく実行されずプログラムはランタイ
ム・エラー・メッセージを出力して終了します。
CHANGE 関数は、substring が空白ストリングとして評価される時以外、EREPLACE 関数のように作用し
ます。

例
A = "AAABBBCCCDDDBBB"
PRINT CHANGE (A,"BBB","ZZZ")
PRINT CHANGE (A,"","ZZZ")
PRINT CHANGE (A,"BBB","")

次のプログラム出力が得られます。
AAAZZZCCCDDDZZZ
AAABBBCCCDDDBBB
AAACCCDDD

CHAR 関数
構文
CHAR (expression)

説明
CHAR 関数を使用すると、expression の数値から ASCII 文字を生成できます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。expression が 128 と評価された場合、
NULL 値ではなく CHAR(128) が戻ります。CHAR(128) は、システム変数 @NULL.STR と同等です。
CHAR 関数は、SEQ 関数の逆です。
NLS モードが有効になっており、expression が 129 から 247 の内の数値として評価された場合、CHAR
関数は、x0081 から x00F7 の Unicode 文字を生成します。これらの値は、ISO 8859-1 (Latin 1) マルチバ
イト文字相当です。0 から 127、128、248 から 255 の数値と評価された場合、NLS が有効かどうかにか
かわらず同じ状態を保ちます。
UNICHAR 関数は Unicode 文字の生成用として推奨できる方式です。
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注: NLS モードで CHAR 関数を使用したプログラムを実行するには、まず NLS モードでプログラムをリ
コンパイルする必要があります。

例
X = CHAR(38)
Y = CHAR(32)
PRINT X:Y:X

CHAR(38) はアンパサンド (&)、CHAR(32) はスペースです。次のプログラム出力が得られます。
& &

CHARS 関数
構文
CHARS (dynamic.array)
CALL -CHARS (return.array, dynamic.array)
CALL !CHARS (return.array, dynamic.array)

説明
CHARS 関数を使用すると、dynamic.array の 10 進数値の各エレメントから ASCII 文字の動的な配列を生
成できます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
動的な配列のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントは NULL 値で返されます。 動的な配列
のエレメントが 128 と評価された場合は、NULL 値ではなく CHAR(128) が返されます。 CHAR(128)
は、システム変数 @NULL.STR と同等です。
NLS モードが有効になっており、動的な配列のエレメントが 129 から 247 の数値と評価された場合は、
x0081 から x00F7 の Unicode 文字が生成されます。これらの値は、ISO 8859-1 (Latin 1) マルチバイト文
字相当です。0 から 127、128、248 から 255 の数値と評価された場合、NLS が有効かどうかにかかわら
ず同じ状態を保ちます。
UNICHARS 関数は Unicode 文字の動的配列の生成用として推奨できる方式です。

例
X = CHARS(38:@VM:32:@VM:38)
PRINT X

動的な配列 X は、CHAR(38) (アンパサンド (&) )、CHAR(32) (スペース)、もう 1 つの CHAR(38) とい
う 3 つのエレメントで構成されています。プログラムでは、これらのエレメントを値マークで区切った動
的な配列が表示されます。
&V V&

CHECKSUM 関数
構文
CHECKSUM (string)
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説明
CHECKSUM 関数を使用すると、巡回冗長コード (チェックサム値) を返すことができます。
string が NULL 値である場合、NULL が戻ります。

例
A = "THIS IS A RECORD TO BE SENT VIA SOME PROTOCOL"
REC = A:@FM:CHECKSUM(A)
PRINT REC

次のプログラム出力が得られます。
THIS IS A RECORD TO BE SENT VIA SOME PROTOCOLF30949

CLEAR ステートメント
構文
CLEAR [COMMON]

説明
プログラムの先頭で CLEAR ステートメントを使用すると、プログラムの共通領域以外の変数を、値が割
り当てられているかどうかにかかわらずすべて 0 に設定します。これによって、未割り当て変数によるラ
ンタイム・エラーを防ぐことができます。 CLEAR ステートメントをプログラムの後半で使用すると、共
通でない変数 (配列を含む) に割り当てられた値は失われます。
COMMON オプションを使用すると、名前なし共通領域の値がすべて 0 にリセットされます。共通領域以
外の変数および名前付き共通領域は変更されません。

例
A=100
PRINT "The value of A before the CLEAR statement:"
PRINT A
CLEAR
PRINT "The value of A after the CLEAR statement:"
PRINT A
PRINT
*
COMMON B,C,D
D="HI"
PRINT "The values of B, C, and D"
PRINT B,C,D
CLEAR COMMON
PRINT B,C,D

次のプログラム出力が得られます。
The value of A before the CLEAR statement: 100
The value of A after the CLEAR statement:
0
The values of B, C, and D
0
0
HI
0
0
0

CLEARDATA ステートメント
構文
CLEARDATA
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説明
CLEARDATA ステートメントを使用すると、DATA ステートメントによって入力スタックにロードされ
た、すべてのデータをフラッシュできます。このステートメントに式やスペースは使用できません。 エラ
ーが検知されたときに CLEARDATA ステートメントを発行することで、入力スタック内のデータが誤っ
て使われるのを防ぐことができます。

例
次の例は、パラグラフから呼び出すプログラムです。 パラグラフからは、DATA 文によってファイル名と
レコード ID のリストが渡されます。 ファイルが 1 つでも開けない場合、このプログラムでは DATA ス
テートメントが無効になるため、CLEARDATA ステートメントでデータ・スタックをクリアしています。
TEN:
INPUT FILENAME
IF FILENAME="END" THEN STOP
OPEN FILENAME TO FILE ELSE
PRINT "CAN’T OPEN FILE ":FILENAME
PRINT "PLEASE ENTER NEW FILENAME "
CLEARDATA
GOTO TEN:
END
TWENTY:
INPUT RECORD
READ REC FROM FILE,RECORD ELSE GOTO TEN:
PRINT REC<1>
GOTO TEN:
TEST.FILE.
0 records listed.

CLEARFILE ステートメント
構文
CLEARFILE [file.variable] [ON ERROR statements] [LOCKED
statements]

説明
CLEARFILE ステートメントを使用すると、開いてある辞書またはデータ・ファイルのすべてのレコードを
削除できます。 このステートメントで、ファイル自体を削除することはできません。 クリアするファイル
ごとに、別々の CLEARFILE ステートメントを指定する必要があります。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルが仮定されます (デフォルトのファイルの詳細については、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。
次の場合、CLEARFILE ステートメントは失敗し、プログラムが強制終了してランタイム・エラー・メッセ
ージが表示されます。
v ファイルにアクセスできないか、ファイルを開くことができない場合。
v file.variable が NULL 値として評価される場合。
v 分散ファイルには、アクセスできないパート・ファイルがありますが、CLEARFILE ステートメントによ
って、まだ使用可能なこれらのパート・ファイルがクリアされます。
v トランザクションがアクティブです。すなわち、このステートメントは BEGIN TRANSACTION (また
は TRANSACTION START) ステートメントと COMMIT (または TRANSACTION START) ステートメ
ントあるいは、トランザクションを終了する ROLLBACK ステートメントの間で実行できません。
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ON ERROR 節
CLEARFILE ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 ON ERROR 節を使用
すると、CLEARFILE ステートメントの処理中に致命的エラーが発生したとき、プログラムを強制終了させ
る代わりに実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。 ファイルの一部
がロックされているときに CLEARFILE ステートメントを実行すると、プログラムはファイルが解放され
るまで待機します。 トランザクション内の CLEARFILE ステートメントでは、ON ERROR 節はサポート
されません。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。
LOCKED 節を使用すると、ほかのユーザーが設定したロックとの競合によって CLEARFILE ステートメン
トが実行できなくなった状態を処理できます。以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節
が実行されます。
v 排他ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
v 共有ファイル・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有レコード・ロック
ロックの競合が発生した場合、CLEARFILE ステートメントに LOCKED 節が指定されていないと、プログ
ラムはファイルが解放されるまで待機します。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。

例
OPEN "","TEST.FILE" ELSE PRINT "NOT OPEN"
EXECUTE "LIST TEST.FILE"
CLEARFILE
CHAIN "LIST TEST.FILE"

次のプログラム出力が得られます。
LIST TEST.FILE 11:37:45am
TEST.FILE
ONE
TWO
THREE

03-22-94 PAGE
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3 records listed.
LIST TEST.FILE 11:37:46am
TEST.FILE.
0 records listed.

03-22-94 PAGE
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CLEARPROMPTS ステートメント
構文
CLEARPROMPTS
CALL !CLEAR.PROMPTS

説明
CLEARPROMPTS ステートメントを使用すると、インライン・プロンプトの値をクリアできます。 いった
んインライン・プロンプトに入力した値は、インライン・プロンプトの制御オプション A が指定されてい
ないかぎり、CLEARPROMPTS ステートメントが実行されるまで保持されます。 CLEARPROMPTS を実
行すると、インライン・プロンプトに入力された値がすべてクリアされます。
インライン・プロンプトについては、ILPROMPT 関数を参照してください。

CLEARSELECT ステートメント
構文
CLEARSELECT [ALL | list.number]

説明
CLEARSELECT ステートメントを使用すると、アクティブな選択リストをクリアできます。 通常、このス
テートメントは、生成した 1 つ以上の選択リストが不要になったときに使用します。 選択リストをクリア
することによって、選択リストのエントリーが誤って使われるのを防ぐことができます。
ALL キーワードと使用すると、アクティブな選択リストをすべてクリアできます。 list.number を使用し
て、クリアする、番号の付いた選択リストを指定します。list.number は、0 から 10 の数値にする必要が
あります。ALL または list.number を指定しない場合、選択リスト 0 はクリアされます。
list.number が NULL 値として評価されると、CLEARSELECT ステートメントは正しく実行されずプログ
ラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

PICK、REALITY、および IN2 フレーバー
PICK、REALITY、および IN2 フレーバー・アカウントでは、選択リストを、番号の付いた選択リストで
はなくリスト変数に格納します。これらのアカウント、および、$OPTIONS 文の VAR.SELECT オプショ
ンを使用するプログラムでの、CLEARSELECT の構文は次のとおりです。
CLEARSELECT [ALL | list.variable]

例
次の例では、一部だけ使われている選択リストを CLEARSELECT を使用してクリアするプログラムを示し
ます。 レポートは、最初の 40 時間台のレッスンが表示されるようにデザインされています。
CLEARSELECT 文を実行することで、すべての選択されたレコードが表示されないようにしています。選
択リストがクリアされると、READNEXT ステートメント ELSE 節が実行されます。
OPEN ’SUN.SPORT’ TO FILE ELSE STOP "CAN’T OPEN FILE"
HOURS=0
*
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EXECUTE ’SSELECT SUN.SPORT BY START BY INSTRUCTOR’
*
START:
READNEXT KEY ELSE
PRINT ’FIRST WEEK’, HOURS
STOP
END
READ MEMBER FROM FILE,KEY ELSE GOTO START:
HOURS=HOURS+MEMBER<4>
PRINT MEMBER<1>,MEMBER<4>
IF HOURS>40 THEN
******
CLEARSELECT
******
GOTO START:
END
GOTO START:
END

次のプログラム出力が得られます。
14 records selected to Select List #0
4309
1
6100
4
3452
3
6783
12
5390
9
4439
4
6203
14
FIRST WEEK
47

CLOSE ステートメント
構文
CLOSE [file.variable] [ON ERROR statements]

説明
CLOSE ステートメントは、ファイルを開いて処理したあとに使用します。 ファイル・ロックおよびレコ
ード・ロックが解放されます。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルとみなされます。ファイルがアクセス可能でなかったり開いていない場合、あるいは file.variable が
NULL 値として評価された場合、CLOSE ステートメントは正しく実行されず、プログラムはランタイム・
エラー・メッセージを出力して終了します。

ON ERROR 節
CLOSE ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 ON ERROR 節を使用する
と、CLOSE ステートメントの処理中に致命的エラーが発生したとき、プログラムを強制終了させる代わり
に実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
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v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

例
CLEAR
OPEN ’’,’EX.BASIC’ TO DATA ELSE STOP
READ A FROM DATA, ’XYZ’ ELSE STOP
A<3>=’*’
WRITE A ON DATA, ’XYZ’
CLOSE DATA

CLOSESEQ ステートメント
構文
CLOSESEQ file.variable [ON ERROR statements]

説明
CLOSESEQ ステートメントは、順次処理用にファイルを開いて処理したあとに使用します。 CLOSESEQ
を実行すると、ほかのユーザーがそのファイルを使用できるようになります。
file.variable には、OPENSEQ ステートメントで以前に開かれたファイルを指定します。このファイルにア
クセスできず、開くこともできない場合、プログラムはランタイム・エラー・メッセージを表示して強制終
了します。file.variable が NULL 値である場合、CLOSESEQ ステートメントは正しく実行されずプログラ
ムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

ON ERROR 節
CLOSESEQ ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 ON ERROR 節を使用
すると、CLOSESEQ ステートメントの処理中に致命的エラーが発生したとき、プログラムを強制終了させ
る代わりに実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
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ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

例
この例では、CLOSESEQ ステートメントで FILE.E を閉じ、ほかのユーザーが使用できるようにしていま
す。
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE ELSE ABORT
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A ELSE STOP
CLOSESEQ FILE
END

COL1 関数
構文
COL1 ( )

説明
FIELD 関数の実行後に COL1 関数を使用すると、選択したサブストリングの直前に来る文字位置の数値が
戻ります (FIELD 関数を参照)。COL1 関数は引数をとりませんが、関数であることを示すために括弧を付
ける必要があります。
COL1 で取得した値は、FIELD 関数を実行したプログラムまたはサブルーチンでしか使用できません。メ
インプログラムでの COL1 の値は、サブルーチンに入る前に保存されます。 サブルーチンでは、COL1 の
値は 0 に初期化されます。制御がメインプログラムに戻ると、保存されていた COL1 の値が復元されま
す。
COL1 関数より前に FIELD 関数が実行されていない場合は、値として 0 が返されます。 FIELD 関数の
区切り文字式が空白ストリングまたは NULL 値と評価された場合、またはそのストリングが見つからない
場合も、COL1 の値として 0 が返されます。

例
次の例の FIELD 関数では、サブストリング CCC が返されます。 COL1( ) は、CCC の前にくる区切り文
字 ( $ ) の位置 8 を返します。
SUBSTRING=FIELD("AAA$BBB$CCC",’$’,3)
POS=COL1()

次の例では、FIELD 関数によって区切り文字 (.) で区切られた 2 つのフィールド (4.5) が返されます。
COL1( ) は、4 の前に来る区切り文字の位置 6 を返します。
SUBSTRING=FIELD("1.2.3.4.5",’.’,4,2)
POS=COL1()

COL2 関数
構文
COL2 ( )

説明
FIELD 関数の実行後に COL2 関数を使用すると、選択したサブストリングの直後に来る文字位置の数値が
戻ります (FIELD 関数を参照)。COL2 関数は引数をとりませんが、関数であることを示すために括弧を付
ける必要があります。
BASIC 言語リファレンス
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COL2 で取得した値は、FIELD 関数を実行したプログラムまたはサブルーチンでしか使用できません。メ
インプログラムでの COL2 の値は、サブルーチンに入る前に保存されます。 サブルーチンでは、COL2 の
値は 0 に初期化されます。制御がメインプログラムに戻ると、保存されていた COL2 の値が復元されま
す。
COL2 関数より前に FIELD 関数が実行されていない場合は、値として 0 が返されます。 FIELD 関数の
区切り文字式が空白ストリングまたは NULL 値と評価された場合、またはそのストリングが見つからない
場合も、COL2 の値として 0 が返されます。

例
次の例の FIELD 関数では、サブストリング 111 が返されます。 COL2( ) は、111 に続く区切り文字 ( #
) の位置 4 を返します。
SUBSTRING=FIELD("111#222#3","#",1)
P=COL2()

次の例では、FIELD 関数は、2 つのフィールドのサブストリングにこれらのフィールドを区切る区切り文
字 ( & ) を付けて、7&8 を返します。COL2( ) は、8 に続く区切り文字の位置 5 を返します。
SUBSTRING=FIELD("&7&8&B&","&",2,2)
S=COL2()

次の例では、FIELD( ) は、区切り文字 ( . ) が見つからないので、ストリング全体を返します。COL2( )
は、ストリングの最後の文字の後の位置 6 を返します。
SUBSTRING=FIELD("9*8*7",".",1)
Y=COL2()

次の例では、FIELD( ) は、ストリングの中に 10 個目のサブストリングがないので、空白ストリングを返
します。 COL2( ) は、サブストリングが見つからないため 0 を返します。
SUBSTRING=FIELD("9*8*7","*",10)
O=COL2()

COMMIT ステートメント
構文
COMMIT [ WORK ] [ THEN statements

] [ ELSE statements ]

説明
COMMIT ステートメントを使用すると、トランザクションの間に行われたファイル入出力のすべての変更
をコミットできます。 WORK キーワードは、SQL 構文表記ルールとの互換性を維持するためのもので
す。コンパイル時は無視されます。
1 つのトランザクションには、BEGIN TRANSACTION ステートメントと、COMMIT ステートメントまた
はトランザクションを終了する ROLLBACK ステートメントとの間にすべてのステートメントが含まれて
います。現在のトランザクションは、COMMIT ステートメントまたは ROLLBACK ステートメントのどち
らかで終了します。
COMMIT ステートメントは、成功する場合と失敗する場合があります。
従属トランザクションがコミットすると、データベース操作の結果から、その親トランザクションへのアク
セスを可能にします。最上位トランザクションまでの先行ジョブがすべてコミットされている場合のみ、従
属トランザクションはデータベースにコミットします。
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1 番上のレベルのトランザクションが成功すると、そのアクティブ・トランザクションの間に行われたすべ
てのファイル処理がディスクにコミットされます。
従属トランザクションが失敗した場合、すべての変更はロールバックされるので、親トランザクションへの
影響はありません。1 番上のトランザクションが失敗すると、そのアクティブ・トランザクションの間に行
われたすべての変更がコミットされ、データベースはまったく変更されません。これによって、データベー
スの整合性が維持されます。
COMMIT ステートメントが成功すると、THEN ステートメントが実行され、ELSE ステートメントは無視
されます。 COMMIT 文が失敗すると、ELSE 文が実行されます。THEN ステートメントまたは ELSE ス
テートメントの実行後、制御は、次の END TRANSACTION ステートメントに続くステートメントに転送
されます。
トランザクション中に取得したすべてのロックは、実際のトランザクションの間、効力が残ります。これら
のロックは、トランザクションの一部である RELEASE ステートメント、WRITE ステートメントまたは
MATWRITE ステートメントにおいても解放されません。取得または昇格したロックは、親トランザクショ
ンでも有効です。 従属トランザクションがロールバックすると、トランザクション内に取得されるか昇格
されたロックは、降格または解放されます。
1 番上のレベルのトランザクションの COMMIT ステートメントでは、そのトランザクションの間に設定
されたすべてのロックが解放されます。トランザクション外で取得したロックはそのまま残ります。
アクティブなトランザクションがないときに COMMIT ステートメントを実行すると、警告メッセージが
生成されて ELSE ステートメントが実行されます。

例
この例は、ロックを rec1 と rec2 に適用するトランザクションで始まります。エラーが発生しなければ、
COMMIT ステートメントによって rec1 と rec2 への変更がファイルに書き込まれます。 rec1 と rec2 の
ロックが解放され、制御が END TRANSACTION の次のステートメントに移ります。
BEGIN TRANSACTION
READU data1 FROM file1,rec1 ELSE ROLLBACK
READU data2 FROM file2,rec2, ELSE ROLLBACK
.
.
.
WRITE new.data1 ON file1,rec1 ELSE ROLLBACK
WRITE new.data2 ON file2,rec2 ELSE ROLLBACK
COMMIT WORK
END TRANSACTION

rec1 に掛かった更新レコード・ロックは、最初の WRITE ステートメントが完了した時点では解放されま
せんが、COMMIT ステートメントの完了時には解放されます。

COMMON ステートメント
構文
COM[MON] [/name/] variable [ ,variable ...]

説明
COMMON ステートメントを使用すると、変数の保存領域を作成できます。 共通領域内の変数は、メイン
プログラムからも外部サブルーチンからもアクセスできます。 メインプログラムと外部サブルーチンで対
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応している変数に違う名前を付けることもできますが、これらは同じ順序で定義されている必要がありま
す。 Common ステートメントは、対象となる変数の参照より先に指定する必要があります。
共通領域には、名前付きと名前なしがあります。名前なし共通域は、プログラムが実行を完了して、制御が
InfoSphere DataStage コマンド・レベルに戻ると失われます。名前付き共通域は、ユーザーが InfoSphere
DataStage 環境に残っている限り使用できます。
共通領域名に長さの制限はありませんが、実際に認識されるのは最初の 31 文字までです。
COMMON ステートメントを使用して配列のディメンションと名前を設定できます。後で Dimension ステ
ートメントを使用してディメンションを再設定することはできますが、Common ステートメントは、
Dimension ステートメントより前に置かなければなりません。サブルーチンで配列のディメンションを変更
しても、COMMON ステートメントで設定した次元に関係なく、メインプログラムでの配列のディメンシ
ョンが優先されます。サブルーチンの配列変数のディメンション設定については、CALL ステートメント
を参照してください。
プログラムで共通域を共有する場合は、$INCLUDE ステートメントを使用して、各プログラムの共通域を
定義してください。

例
プログラム:
COMMON NAME, ADDRESS (15, 6), PHONE

サブルーチン:
COMMON A, B (15, 6), C

この例では、変数 NAME と A、ADDRESS と B、PHONE と C が対応しており、これらが同じメモリー
位置に格納されます。

COMPARE 関数
構文
COMPARE (string1, string2

[ , justification ])

説明
COMPARE 関数を使用すると、2 つのストリングを比較して、その結果を表す数値を返すことができま
す。
string1, string2 で、比較するストリングを指定します。
justification は、左揃え比較の場合は L、右揃え比較の場合は R のいずれかです。これら以外の値を指定
すると、実行時に警告が発生して 0 が返されます。
比較は、左揃えまたは右揃えで実行できます。 右揃えの比較では、指定したストリング内の数値サブスト
リングが数値として比較されます。 数値サブストリングは、両方のストリングで同じ文字位置から始まっ
ている必要があります。 例えば、ストリング AB100 と AB99 を右揃えで比較した場合、100 が 99 より
大きいため、AB100 は AB99 より大きいと判断されます。一方、AC99 と AB100 を右揃えで比較した場
合、C が B より大きいため、AC99 の方が大きいと判断されます。
位置揃え (L または R) を指定しないと、デフォルトで左揃えとなります。
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返される値は次のとおりです。
-1

string1 が、string2 より小さい。

0

string1 が、string2 と同じか、位置調整式が無効。

1

string1 が、string2 より大きい。

NLS が有効になっている場合、COMPARE 関数によるストリングの比較には、ソート・アルゴリズムと
NLS.LC.COLLATE ファイルに指定された照合規則が使われます。

例
次の例では、ストリング AB99 と AB100 を右揃えで比較し、その結果を表示しています。 この場合、結
果表示は -1 です。
PRINT COMPARE(’AB99’,’AB100’,’R’)

NLS モードの例を次に示します。 ストリング anilno と anillo を比較しています。結果は 1 となりま
す。続いて、ロケールをスペインに変更して比較し直しています。 その結果は -1 となります。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE UVNLSLOC.H
x=SETLOCALE( UVLC$ALL, ’OFF’ )
PRINT COMPARE( ’anilno’, ’anillo’, ’L’ )
x=SETLOCALE( UVLC$ALL, ’ES-SPANISH’ )
PRINT COMPARE( ’anilno’, ’anillo’, ’L’ )

次のプログラム出力が得られます。
1
-1

CONTINUE ステートメント
CONTINUE ステートメントを使用するとループを制御できます。構文の詳細に関しては、FOR 文および
LOOP 文を参照してください。

CONVERT 関数
構文
CONVERT (expression1, expression2, variable)

説明
CONVERT 関数を使用すると、variable 内の指定された文字が他の特定の文字に置換されるたびに、
variable のコピーを返します。 variable に変換される文字が現れるたびに、これを置換文字で置換しま
す。
expression1 は変換される文字のリストです。expression2 は対応する置換文字です。expression2 の最初の文
字は、expression1 の最初の文字のすべてのインスタンスを置き換え、expression2 の 2 番目の文字は、
expression1 の 2 番目の文字のすべてのインスタンスを置き換えるといったようになります。
expression2 に、expression1 より多くの文字が含まれている場合、余分な文字は無視されます。expression1
に、expression2 より多くの文字が含まれている場合、対応する expression2 文字がない文字は結果から削
除されます。
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variable が NULL 値である場合、NULL が戻ります。expression1 または expression2 のどちらかが NULL
値である場合、CONVERT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力
して終了します。
CONVERT 関数の機能は、CONVERT ステートメントと同じです。

例
A="NOW IS THE TIME"
PRINT A
A=CONVERT(’TI’,’XY’,A)
PRINT A
A=CONVERT(’XY’,’T’,A)
PRINT A

次のプログラム出力が得られます。
NOW IS THE TIME
NOW YS XHE XYME
NOW S THE TME

CONVERT ステートメント
構文
CONVERT expression1 TO expression2 IN variable

説明
CONVERT ステートメントを使用すると、ストリング内に特定のステートメント字が現れるたびに、指定
したステートメント字で置換できます。 ストリング内に置換する文字が現れるたびに、これを置換文字で
置換します。
expression1 は変換される文字のリストです。expression2 は置換文字のリストです。expression2 の最初の文
字は、expression1 の最初の文字のすべてのインスタンスを置き換え、expression2 の 2 番目の文字は、
expression1 の 2 番目の文字のすべてのインスタンスを置き換えるといったようになります。
expression2 に、expression1 より多くの文字が含まれている場合、余分な文字は無視されます。expression1
に、expression2 より多くの文字が含まれている場合、対応する expression2 文字がない文字は変数から削
除されます。
variable が NULL 値である場合、NULL が戻ります。expression1 または expression2 のどちらかが NULL
値と評価されると、CONVERT ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メ
ッセージを出力して終了します。

例
A="NOW IS THE TIME"
PRINT A
CONVERT ’TI’ TO ’XY’ IN A
PRINT A
CONVERT ’XY’ TO ’T’ IN A
PRINT A

次のプログラム出力が得られます。
NOW IS THE TIME
NOW YS XHE XYME
NOW S THE TME
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COS 関数
構文
COS (expression)

説明
COS 関数を使用すると、角度のコサインを返すことができます。expression は、数値として表される角度
です (度)。COS 関数は、ACOS 関数の逆です。
0 から 360 度の範囲外の値は、モジュロ 360 と解釈されます。1E17 より大きい値を指定すると、警告メ
ッセージが生成されて 0 が返されます。 expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻りま
す。

例
PRINT "COS(45) = " : COS(45)
END

次のプログラム出力が得られます。
COS(45) = 0.7071

COSH 関数
構文
COSH (expression)

説明
COSH 関数を使用すると、expression の双曲線コサインを返すことができます。expression は、数値にして
ください。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

例
PRINT "COSH(2) = ":COSH(2)

次のプログラム出力が得られます。
COSH(2) = 3.7622

COUNT 関数
構文
COUNT (string, substring)

説明
COUNT 関数を使用すると、ストリング値の中にサブストリングが出現する回数を返すことができます。
string は検索されるストリング値として評価される式です。substring は、数えられるサブストリングとし
て評価される式です。substring には、文字ストリング、定数、または変数を指定できます。
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substring が、string 内に現れない場合、値 0 が戻ります。substring が空白ストリングの場合、string 内の
文字数が戻ります。string が NULL 値である場合、NULL が戻ります。substring が NULL 値である場
合、COUNT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。
デフォルトでは、ストリング内の各文字は、substring と一回のみ一致します。そのため、substring が 1 文
字より長く、一致した部分が検出されると、一致したサブストリングに続く文字で検索が続行されます。サ
ブストリングと一致したストリング部分が、別の一致として再びカウントされることはありません。例え
ば、次の例ではサブストリング TT の出現回数が 2 回とカウントされ、変数 C に値 2 が割り当てられま
す。
C = COUNT (’TTTT’, ’TT’)

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバーでは、ストリングのどの部分が一致しているかに関係なく、次
の文字から検索が続行されます。例えば、次の例では TT の出現回数が 3 回とカウントされます。
C = COUNT (’TTTT’, ’TT’)

$OPTIONS ステートメントの COUNT.OVLP オプションを使用すると、IDEAL フレーバー・アカウント
と INFORMATION フレーバー・アカウントで、この動作を取得できます。

例
A=COUNT(’ABCAGHDALL’,’A’)
PRINT "A= ",A
*
Z=’S#FF##G#JJJJ#’
Q=COUNT(Z,’#’)
PRINT "Q= ",Q
*
Y=COUNT(’11111111’,’11’)
PRINT "Y= ",Y

次のプログラム出力が得られます。
A=
Q=
Y=

3
5
4

COUNTS 関数
構文
COUNTS (dynamic.array, substring)
CALL -COUNTS (return.array, dynamic.array, substring)
CALL !COUNTS (return.array, dynamic.array, substring)

説明
COUNTS 関数を使用すると、動的な配列の各エレメントの中にサブストリングが出現する回数をカウント
できます。 結果は、そのエレメントが、dynamic.array 内のエレメントに対応する数である新しい動的配列
です。
dynamic.array は、そのエレメントが検索される動的配列です。
substring は、数えられるサブストリングとして評価される式です。substring には、文字ストリング、定
数、または変数を指定できます。
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エレメント内の各文字は、substring と一回のみ一致します。そのため、substring が 1 文字より長く、一致
した部分が検出されると、一致したサブストリングに続く文字で検索が続行されます。サブストリングと一
致した部分が、別の一致として再びカウントされることはありません。
substring がエレメント内に現れない場合、値 0 が戻ります。substring が空白ストリングの場合、エレメン
ト内の文字数が戻ります。substring が NULL 値である場合、COUNTS 関数は正しく実行されずプログラ
ムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
dynamic.array 内のエレメントが NULL 値である場合、NULL が戻ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバーでは、要素のどの部分が一致しているかに関係なく、次の文字
から検索が続行されます。$OPTIONS ステートメントの COUNT.OVLP オプションを使用すると、IDEAL
フレーバー・アカウントと INFORMATION フレーバー・アカウントで、この動作を取得できます。

例
ARRAY="A":@VM:"AA":@SM:"AAAAA"
PRINT COUNTS(ARRAY, "A")
PRINT COUNTS(ARRAY, "AA")

次のプログラム出力が得られます。
1V2S5
0V1S2

CREATE ステートメント
構文
CREATE file.variable {THEN statements [ELSE statements] | ELSE
statements}

説明
CREATE ステートメントを OPENSEQ ステートメントの後に使用すると、レコードがタイプ 1 ファイル
かタイプ 19 ファイルに作成されるか、UNIX ファイルまたは DOS ファイルが作成されます。OPENSEQ
ステートメントが失敗すると、CREATE ステートメントによってレコードまたはファイルが作成されま
す。 指定した file.variable の OPENSEQ ステートメントは、file.variable で作成されるファイルのパス名
またはレコード ID を関連付けるために、CREATE ステートメントの前に実行する必要があります。
file.variable が NULL 値である場合、CREATE ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイ
ム・エラー・メッセージを出力して終了します。
OPENSEQ が、レコードや開くファイルを検出できない時に CREATE ステートメントを使用します。次の
操作は、NOBUF ステートメント、READSEQ ステートメント、または READBLK ステートメントになり
ます。最初のファイル操作が WRITESEQ ステートメントの場合、レコードやファイルが存在しないと
WRITESEQ がレコードやファイルを作成するので、CREATE ステートメントを使用する必要はありませ
ん。
レコードまたはファイルが作成されると、THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。 THEN ステー
トメントが指定されていない場合、プログラムは続けて次のステートメントを実行します。
レコードまたはファイルが作成されなかった場合は、ELSE 文が実行され、THEN 文は無視されます。
BASIC 言語リファレンス

127

ファイルのバッファリング
通常、InfoSphere DataStage は、順次入出力操作用のバッファリングを使用します。NOBUF ステートメン
トを OPENSEQ ステートメントの後に使用すると、バッファリングがオフにされて、ファイルへのすべて
の書き込みが即座に実行できるようになります。ファイルのバッファリングの詳細については、NOBUF ス
テートメントを参照してください。

例
次の例で、RECORD4 が存在していないとします。 OPENSEQ で RECORD4 が開けないため、CREATE
ステートメントによって RECORD4 がタイプ 1 ファイル FILE.E 内に作成され、ファイル変数 FILE が
開かれます。
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE
ELSE CREATE FILE ELSE ABORT
WEOFSEQ FILE
WRITESEQ ’HELLO, UNIVERSE’ TO FILE ELSE STOP

CRC32 関数
構文
CRC32 (string)

説明
CRC32 関数を使用すると、16 ビット巡回冗長コードを返すことができます。
string が NULL 値である場合、NULL が戻ります。

例
この例では、CRC 関数を使用して指定したストリングの巡回冗長コードである数値を戻します。
MyString = "This is any arbitrary string value"
CheckValue = CRC32(MyString) ;* returns 36235

CRT32 関数
構文
CRT [print.list]

説明
CRT ステートメントを使用すると、PRINTER ON ステートメントが実行されているかどうかにかかわら
ず、画面にデータを出力できます。print.list の構文は PRINT 文と同じです。
print.list には、BASIC 式を含めることができます。リストのエレメントは、数値または文字ストリング、
変数、定数、またはリテラル・ストリングです。ただし、NULL 値は出力できません。リストには、出力
形式に合った、単一式または、コンマ ( , ) かコロン ( : ) で区切られた一連の式を含めることができま
す。 print.list の指定がない場合は、ブランク行が出力されます。
コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 式の間を複数
のタブで空けるには、その個所に複数のコンマを挿入してください。
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コロンで区切られている式は連結されます。 すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあ
とに印刷されます。 LINEFEED および RETURN のないリストを印刷するには、print.list をコロン ( : )
で終了します。
CRT ステートメントの機能は DISPLAY ステートメントと同じです。
NLS が有効になっている場合は、CRT ステートメントによる表示に端末マップが使われます。

例
CRT "This can be used to print something on the"
CRT "terminal while"
CRT "the PRINTER ON statement is in effect."

端末上のプログラム出力は次のようになります。
This can be used to print something on the
terminal while
the PRINTER ON statement is in effect.

DATA ステートメント
構文
DATA expression [ ,expression ...]

説明
DATA ステートメントを使用すると、入力スタックに値を格納できます。これらの値は、プログラムまた
はサブルーチンで後で実行される INPUT ステートメントに対応するものとして使用できます (INPUT ス
テートメントを参照)。値は、入力を要求する InfoSphere DataStage コマンドに対応するものとしても使用
できます。
DATA 文に指定する式には、数値データまたは文字ストリング・データを指定できます。 NULL 値は、入
力スタックには格納できません。expression が NULL として評価されると、DATA ステートメントは正し
く実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
データ式が次の行に続いていることを示すには、DATA ステートメントの各行の終わりにコンマを付けま
す。
DATA ステートメントに指定した式の順序は、そのままそれ以降の INPUT ステートメントでアクセスで
きる値の順序となります (先入れ先出し)。 INPUT ステートメントですべての DATA 値を使いきると、ユ
ーザーに応答を求めるプロンプトが表示されます。
DATA ステートメントは、入力の expression を使用する INPUT ステートメントの前に実行する必要があ
ります。
1 つのデータ・スタックには、512 文字まで格納できます。
スタック内のデータをリストするには、次のようなステートメントで @DATA.PENDING 変数にアクセス
します。
PRINT @DATA.PENDING
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例
次の例では、入力スタックの 1 番目の値である 33 が、INPUT NBR ステートメントによって NBR の値
として取得されます。 INPUT DESCR ステートメントでは、2 番目の値 50 が DESCR の値として取得さ
れます。 INPUT PRICE ステートメントでは、3 番目の値 21 が PRICE の値として取得されます。
X=33; Y=50; Z=21
DATA X,Y,Z
X=Y+Z
*
INPUT NBR
INPUT DESCR
INPUT PRICE
INPUT QTY
PRINT NBR,DESCR,PRICE,QTY

次のプログラム出力が得られます。
?33
?50
?21
?2
33

50

21

2

NBR の値は、DATA ステートメントを実行した時点での X の値となります。現時点の X の値 (つまり
Y+Z) ではありません。 入力スタックには INPUT QTY ステートメントに対応する値がないため、ユーザ
ーに値の入力を要求するプロンプトが表示されます。

DATE 関数
構文
DATE ( )

説明
DATE 関数を使用すると、内部システム日付を数値で返すことができます。 DATE 関数は引数をとりませ
んが、関数であることを示すために括弧を付ける必要があります。
日付の内部フォーマットは、1967 年 12 月 31 日を 0 とした参照日付です。それ以降の日付は、日付 0
からの経過日数を表す正の数となります。日付 0 以前の日付は、日付 0 までの経過日数を表す負の数とな
ります。次の表に例を示します。
表 29. 日付の内部フォーマット
日付

内部フォーマット

1967 年 12 月 10 日

-21

1967 年 11 月 15 日

-46

1968 年 2 月 15 日

46

1985 年 1 月 1 日

6575

例
PRINT DATE()
PRINT OCONV(DATE(),"D2/")

次のプログラム出力が得られます。
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DCFLUSH 関数
構文
DCFLUSH (file.variable, opt)

説明
DCFLUSH 関数を使用すると、ディスク・キャッシュのファイル・バッファーをフラッシュできます。
file.variable は、開いている内部ファイルのファイル記述子です。
opt はフラッシュ・モードです。opt を 1 に設定した場合、ディスク・キャッシュ・ファイル・バッファ
ーは直接ディスクにフラッシュされます。それ以外では、オペレーティング・システムによってディスクに
後でフラッシュされるように、ディスク・キャッシュからオペレーティング・システム・ファイル・バッフ
ァーにフラッシュされます。
DCFLUSH では、ディスクまたはオペレーティング・システムのバッファーへのファイルのフラッシュが
完了すると 0 が返されます。

DCOUNT 関数
構文
DCOUNT (string, delimiter)

説明
DCOUNT 関数を使用すると、区切り文字で区切られたフィールドがデータ・ストリング内に幾つかあるか
を調べることができます。
string は、検索されるデータ・ストリングとして評価される式です。
delimiter は、数えられるフィールドを区切る区切り文字として評価される式です。delimiter は、0、1、ま
たはより多くの文字の文字ストリングです。
DCOUNT は、文字ストリングの出現回数ではなく、区切り文字によって区切られる値の数を戻すという点
で COUNT とは異なります。string 内の連続する 2 つの区切り文字は、1 フィールドとカウントされま
す。 delimiter が空白ストリングとして評価される場合、1 にストリング内の文字数を加えた数が戻りま
す。string が空白ストリングとして評価される場合は、0 が戻ります。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。delimiter が NULL 値として評価される
と、DCOUNT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバーでは、ストリングのどの部分が一致しているかに関係なく、次
の文字から検索が続行されます。$OPTIONS ステートメントの COUNT.OVLP オプションを使用すると、
IDEAL フレーバー・アカウントと INFORMATION フレーバー・アカウントで、この動作を取得できま
す。
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例
REC="88.9.B.7"
Q=DCOUNT(REC,’.’)
PRINT "Q= ",Q
REC=34:@VM:55:@VM:88:@VM:"FF":@VM:99:@VM:"PP"
R=DCOUNT(REC,@VM)
PRINT "R= ",R

次のプログラム出力が得られます。
Q=
R=

4
6

DEBUG ステートメント
構文
DEBUG

説明
DEBUG ステートメントを使用すると、対話式 BASIC デバッガーである RAID を呼び出せます。DEBUG
ステートメントには引数はありません。 このステートメントが検出されると、プログラムの実行が中止さ
れ、RAID コマンドの入力を待機して、二重コロン ( :: ) プロンプトが表示されます。次の表で、RAID
コマンドを要約してあります。
表 30. RAID コマンド
コマンド

アクション

line

ソース・コードの指定した行を表示します。

/[string]

string のソース・コードを検索します。

B

RAID ブレークポイントを設定します。

C

プログラムを続行します。

D

RAID ブレークポイントを削除します。

G

指定した行またはアドレスに移動し、プログラムを続行し
ます。

H

プログラムに関する統計情報を表示します。

I

次のオブジェクト・コード命令を表示して実行します。

L

次に実行する行を表示します。

M

監視ポイントを設定します。

Q

RAID を終了します。

R

プログラムを実行します。

S

BASIC ソース・コードを 1 ステップずつ実行します。

T

呼び出しスタックのトレース結果を表示します。

V

M コマンドの冗長モードに切り替えます。

V*

オブジェクト・コードを生成したコンパイラーのバージョ
ンを表示します。

W

現在のウィンドウを表示します。

X

現在のオブジェクト・コード命令とアドレスを表示しま
す。
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表 30. RAID コマンド (続き)
コマンド

アクション

X*

ローカルの実行マシンのレジスターおよび変数を表示しま
す。

Z

ソース・コードの次の 10 行を表示します。

$

命令カウントをオンにします。

#

プログラムのタイミングをオンにします。

+

現在の行またはアドレスを増分します。

-

現在の行またはアドレスを減分します。

.

最後に実行したオブジェクト・コード命令を表示します。

variable/

variable の値を表示します。

variable!string

variable の値を string に変更します。

DEFFUN ステートメント
構文
DEFFUN function [ ( [MAT] argument [ , [MAT] argument ...] ) ]
[CALLING call.ID]

説明
DEFFUN ステートメントを使用すると、ユーザー作成関数を宣言できます。ユーザー記述関数は、プログ
ラムで使用する前に宣言する必要があります。DEFFUN ステートメントは、関数名、引数の数や型といっ
た情報をコンパイラーに提供する役割を果たします。 ユーザー作成関数は、1 つのプログラム内で 1 回し
か定義できません。既に定義されている関数が別の DEFFUN ステートメントで定義されると、致命的エラ
ーが発生します。
function は、ユーザー作成関数の名前です。
argument で、最大 254 個の引数を DEFFUN ステートメントに指定できます。配列を渡すには、配列名の
前にキーワード MAT が来るようする必要があります。特別な引数が 1 つ隠されており、これを使用して
値を返すことができます。ユーザー作成関数によって、余分な引数が保存され、RETURN (値 ) ステート
メント (詳しくは、RETURN ステートメントの (値) ステートメントを参照してください。) によって、値
が返されます。RETURN (値 ) ステートメントで値が指定されていない場合は、空白ストリングが戻りま
す。余分な引数は、MAP コマンドおよび MAKE.MAP.FILE コマンドによって報告されます。
call.ID は、関数が関数名と同じでない場合に、その関数が呼び出される名前として評価される式です。呼
び出し ID 自体を引用符で囲んで指定するか、呼び出し ID として評価される変数を指定します。
CALLING 節を省略すると、そのユーザー記述関数は VOC ファイル内で定義され、プレフィックスなしで
カタログされているものとみなされます。

例
次の例では、MYFUNC というユーザー作成関数を定義しています。引数 (正規パラメーター) は A、B、
および C です。
FUNCTION MYFUNC(A, B, C)
Z = ...
RETURN (Z)
END
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次の例では、関数 MYFUNC を宣言しています。T = MYFUNC (X, Y, Z) というステートメントで実際に
関数を使用しています。 X、Y、および Z に実際に保持されるパラメーターは、正規パラメーター
A、B、および C から参照されます。計算後の値は T に割り当てられています。
DEFFUN MYFUNC(X, Y, Z)
T = MYFUNC(X, Y, Z)
END

DEL ステートメント
構文
DEL dynamic.array < field# [ ,value# [ ,subvalue#] ] >

説明
DEL ステートメントを使用すると、動的な配列からフィールド、値、サブ値を削除できます。DEL ステー
トメントの機能は DELETE 関数の機能に似ています。
dynamic.array は、動的な配列として評価される式です。dynamic.array が NULL 値として評価される場
合、NULL が戻ります。
field# は dynamic.array 内のフィールドとして評価される式です。value# はフィールド内の値として評価さ
れる式です。subvalue# は値内のサブ値として評価される式です。これらの式は、区切り文字式と呼ばれま
す。 区切り文字式の数値によって、削除するフィールド、値、サブ値を指定します。区切り文字を含め
て、対象の全体が削除されます。
value# と subvalue# はオプションです。これらの値が 0 である場合は、フィールドの全体が削除されま
す。 subvalue# が 0 に等しく、value# と field# が 0 より大きい場合、指定したフィールドの指定値が削
除されます。3 つの区切り文字式がすべて 0 よりも大きい場合は、指定されたサブ値だけが削除されま
す。
区切り文字式が 1 つでも NULL 値と評価された場合、DEL 文は失敗し、プログラムが強制終了してラン
タイム・エラー・メッセージが表示されます。
あるレベルの区切り文字式が 0 より大きく、その上位レベルの区切り文字式の値が 0 である場合、その 0
の区切り文字は 1 として扱われます。区切り文字式をレベルが高い順に並べると、フィールド、値、サブ
値の順になります。
DEL ステートメントで、値が NULL 値であるより高位のエレメントの従属エレメントが参照される場
合、動的配列は変更されません。同様に、すべての区切り文字式が 0 の場合は、元のストリングが返され
ます。

例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
最初の例では、フィールド 1 を削除して、値 Q を VAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3SSUBV4 に設定しま
す。
R="FLD1":@FM:"VAL1":@VM:"SUBV1":@SM:"SUBV2":@FM:@FM:"SUBV3":
@SM:"SUBV4"
Q=R
DEL Q<1,0,0>
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次の例では、フィールド 4 内の最初のサブ値を削除して、値 Q を
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV4 に設定します。
Q=R
DEL Q<4,1,1>

次の例では、フィールド 2 内の 2 番目の値を削除して、値 Q を FLD1FVAL1FFSUBV3SSUBV4 に設定
します。
Q=R
DEL Q<2,2,0>

次の例では、フィールド 3 全体を削除して、値 Q を FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FSUBV3SSUBV4 に設
定します。
Q=R
DEL Q<3,0,0>

次の例では、フィールド 4 内の 2 番目のサブ値を削除して、値 Q を
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3 に設定します。
Q=R
DEL Q<4,1,2>

DELETE 関数
構文
DELETE (dynamic.array, field#[ ,value#[ ,subvalue#] ] )

説明
DELETE 関数を使用すると、指定したフィールド、値、またはサブ値のデータとそれに対応する区切り文
字を、動的な配列から削除できます。 DELETE 関数では、指定したデータが削除されたあとの動的な配列
が返されます。この際、動的な配列の実際の値は変更されません。
dynamic.array は、削除されるフィールド、値、またはサブ値を検出できる配列として評価される式です。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
field# は動的配列内のフィールドとして評価される式です。value# はフィールド内の値として評価される式
です。subvalue# は値内のサブ値として評価される式です。区切り文字式の数値によって、削除するフィー
ルド、値、サブ値を指定します。区切り文字を含めた全体が削除されます。
value# と subvalue# はオプションです。これらの値が 0 である場合は、フィールドの全体が削除されま
す。 subvalue# が 0 に等しく、value# と field# が 0 より大きい場合、指定したフィールドの指定値が削
除されます。3 つの区切り文字式がすべて 0 よりも大きい場合は、指定されたサブ値だけが削除されま
す。
区切り文字式が 1 つでも NULL 値と評価された場合、DELETE 関数は失敗し、プログラムが強制終了し
てランタイム・エラー・メッセージが表示されます。
あるレベルの区切り文字式が 0 より大きく、その上位レベルの区切り文字式の値が 0 である場合、その 0
の区切り文字は 1 として扱われます。区切り文字式をレベルが高い順に並べると、フィールド、値、サブ
値の順になります。
DELETE 関数で、値が NULL 値であるより高位のエレメントの従属エレメントが参照される場合、動的配
列は変更されません。同様に、すべての区切り文字式が 0 の場合は、元のストリングが返されます。
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例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
最初の例では、フィールド 1 を削除して、値 Q を VAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3SSUBV4 に設定しま
す。
R="FLD1":@FM:"VAL1":@VM:"SUBV1":@SM:"SUBV2":@FM:@FM:"SUBV3":
@SM:"SUBV4"
Q=DELETE (R,1)

次の例では、フィールド 4 内の最初のサブ値を削除して、値 Q を
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV4 に設定します。
Q=DELETE (R,4,1,1)

次の例では、フィールド 2 内の 2 番目の値を削除して、値 Q を FLD1FVAL1FFSUBV3SSUBV4 に設定
します。
Q=DELETE (R,2,2)

次の例では、フィールド 3 全体を削除して、値 Q を FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FSUBV3SSUBV4 に設
定します。
Q=DELETE (R,3,0,0)

次の例では、フィールド 4 内の 2 番目のサブ値を削除して、値 Q を
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3 に設定します。
Q=DELETE (R,4.1,2)

DELETE 文
構文
DELETE [ file.variable , ] record.ID [ ON ERROR statements ]
[ LOCKED statements ][ THEN statements ] [ ELSE statements ]
DELETEU [ file.variable , ] record.ID [ ON ERROR statements ]
[ LOCKED statements ]
[ THEN statements ] [ ELSE statements ]

説明
DELETE 文を使用すると、レコードを InfoSphere DataStage ファイルから削除できます。ファイル変数を
指定した場合、DELETE ステートメントが現れる時にファイルを開いておく必要があります (OPEN ステ
ートメントを参照)。
file.variable は、以前の OPEN ステートメントのファイル変数です。
record.ID は、削除されるレコードのレコード ID として評価される式です。
指定したファイルが存在しないか、そのファイルを開くことができない場合は、ランタイム・エラーが発生
してプログラムが強制終了します。 ファイル変数を省略すると、最後に開かれたファイルがデフォルトで
使われます (デフォルト・ファイルの詳細については OPEN ステートメントを参照してください)。 ファ
イル変数とレコード ID の両方を指定する場合は、これらをコンマで区切る必要があります。
ファイルが SQL 表である場合、プログラムのユーザーは、ファイル内のレコードを削除するための SQL
DELETE 権限を持っている必要があります。プログラムの実効ユーザーについては、AUTHORIZATION ス
テートメントを参照してください。
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レコードが削除されると、THEN 文が実行されます。 削除が失敗した場合は、ELSE 文が実行され、
THEN 文は無視されます。
レコードがロックされていると、削除は行われず、エラー・メッセージが生成されます。 この場合、ELSE
文は実行されません。
file.variable または record.ID のどちらかが NULL 値として評価されると、DELETE ステートメントは正
しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

DELETEU ステートメント
DELETEU ステートメントを使用すると、以前の READU ステートメントで設定された更新レコード・ロ
ックを解放しなくとも、レコードを削除できます (ステートメントを参照)。
このファイルは、それ以前に OPEN ステートメントで開かれている必要があります。 OPEN ステートメ
ントでファイル変数が指定されていた場合は、DELETEU ステートメントでもそのファイル変数を使用でき
ます。 ファイル変数とレコード ID の間は、コンマで区切る必要があります。 ファイル変数を省略する
と、DELETEU ステートメントはデフォルト・ファイルに適用されます。デフォルト・ファイルの説明に関
しては、OPEN ステートメントを参照してください。

ON ERROR 節
DELETE ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 その構文は、ELSE 節の構
文と同様です。 ON ERROR 節を使用すると、DELETE ステートメントの処理中に致命的エラーが発生し
たとき、プログラムを強制終了させる代わりに実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。
LOCKED 節を使用すると、ほかのユーザーが設定したロックとの競合によって DELETE ステートメント
が実行できなくなった状態を処理できます。以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が
実行されます。
v 排他ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
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v 共有ファイル・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有レコード・ロック
ロックの競合が発生した場合、DELETE ステートメントに LOCKED 節が指定されていないと、プログラ
ムはファイルが解放されるまで待機します。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。

レコード・ロックの解放
DELETEU ステートメントによって保持されるレコード・ロックは、RELEASE ステートメントによって明
示的に解放でき、WRITE、WRITEV、MATWRITE、または DELETE ステートメントによって暗黙的に解
放できます。レコード・ロックは、コマンド・プロンプトに戻ると解放されます。

例
OPEN "","MLIST" TO MALIST ELSE STOP
PRINT "FILE BEFORE DELETE STATEMENT:"
EXECUTE "COUNT MLIST"
PRINT
DELETE MALIST, "JONES"
PRINT "FILE AFTER DELETE STATMENT:"
EXECUTE "LIST MLIST"

次のプログラム出力が得られます。
FILE BEFORE DELETE STATEMENT:
3 records listed.
FILE AFTER DELETE STATMENT:
2 records listed.

次の例では、SUBSIDIARIES ファイルのデータ部分が、ファイル変数 SUBS に開かれています。ファイル
を開くことができない場合は、適切なメッセージが表示されます。レコード MADRID が読み取られ、フ
ァイルから削除されます。更新レコード・ロックが設定され、DELETEU ステートメントによって保持され
ます。
OPEN "","SUBSIDIARIES" TO SUBS
READU REC FROM SUBS, ’MADRID’
ELSE STOP ’Sorry, cannot open Subsidiaries file’
DELETEU SUBS, "MADRID"

DELETELIST ステートメント
構文
DELETELIST listname

説明
DELETELIST ステートメントを使用すると、&SAVEDLISTS& ファイルに保存した選択リストを削除でき
ます。
listname は以下の形式として評価されます。
record.ID
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または、
record.ID account.name

record.ID は、&SAVEDLISTS& ファイル内の選択リストの名前です。account.name を指定した場合、ロー
カル &SAVEDLISTS& ファイルの代わりに、指定したアカウントの &SAVEDLISTS& ファイルが使用さ
れます。
listname が NULL 値として評価されると、DELETELIST ステートメントは正しく実行されずプログラムは
ランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

DELETEU ステートメント
DELETEU ステートメントを使用すると、DELETE ステートメントの実行中も更新レコード・ロックを維
持できます。

DIMENSION ステートメント
構文
DIM[ENSION] matrix (rows, columns) [ , matrix (rows, columns) ...]
DIM[ENSION] vector (subscript) [ , vector (subscript) ...]

説明
DIMENSION ステートメントを使用すると、プログラム内で配列を参照する前に、配列変数の次元を定義
できます。 マトリックス (2 次元配列) に対して DIMENSION ステートメントを使用すると、配列のエレ
メントに使用できる行および列の最大数を設定できます。 ベクトル (1 次元配列) に対して DIMENSION
ステートメントを使用すると、配列の添え字の最大値 (つまり、最大エレメント数) を設定できます。
matrix と vector は、いずれかの有効な変数名です。最大の次元数は、有効な数式で表せる範囲です。 マ
トリックスの 2 つの次元を指定する際は、行の式と列の式をコンマで区切る必要があります。 これらの式
をインデックスと呼びます。
1 つの DIMENSION ステートメントで、複数の配列を定義することもできます。 この場合は、配列定義
をコンマで区切る必要があります。
DIMENSION ステートメントでは、配列の名前とサイズだけが宣言されます。 配列のエレメントには値は
割り当てられません。 エレメントへの値の割り当ては、MAT ステートメント、MATPARSE ステートメ
ント、MATREAD ステートメント、MATREADU ステートメント、および割り当てステートメントによっ
て行われます。
IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウントでは、DIMENSION ステートメントは実行時に実
行されます。InfoSphere DataStage がこのステートメントを扱う方法による利点は、DIM ステートメントが
実行されるまでは、割り振られるメモリー大きさが決まらないという点です。これによって、配列の次元を
実行時に変更することが可能となります。
配列の次元を変更する際は、エレメント、行、列 (またはこれら組み合わせ) の最大数を変更できます。ま
た、次元数自体を変更することもできます。つまり、1 次元を 2 次元に変更したり、2 次元を 1 次元に変
更したりできます。
次元の変更に伴い、配列エレメントの値は次のように処理されます。
v 共通エレメント (同じ索引のエレメント) は保持されます。
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v 新しいエレメント (元の配列では索引がなかったエレメント) は、未割り当てのエレメントとして初期化
されます。
v 破棄されたエレメント (変更後の配列では参照されなくなったエレメント) は消失し、そのメモリー・ス
ペースはオペレーティング・システムに返されます。
配列に必要となるメモリー容量が不足すると、DIMENSION ステートメントは失敗します。これが起きる
と、INMAT 関数が値 1 に設定されます。
CALL ステートメントの引数としてサブルーチンに配列全体を渡した場合、この配列の次元をサブルーチ
ン内で変更することはできません。 サブルーチンで使用する配列の次元は、一度に設定する必要がありま
す。サブルーチン DIMENSION ステートメントで宣言された次元は無視されますが、配列がサブルーチン
に引数として渡される場合は別です (詳しくは、CALL ステートメントを参照してください)。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントでは、配列は実行時ではなくコンパイル時に作成
されます。 したがって、配列の次元は変更できません。またゼロ・エレメントはありません。
INFORMATION または IDEAL フレーバー・アカウントで同じ特性を取得するには、$OPTIONS ステート
メントの STATIC.DIM オプションを使用します。

例
DIM ARRAY(2,2)
ARRAY(1,1)="KK"
ARRAY(1,2)="GG"
ARRAY(2,1)="MM"
ARRAY(2,2)="NN"

次の例では、マトリックス内の未割り当てエレメントに関して警告メッセージが表示されます。エレメント
の値には空白ストリングが割り当てられます。
DIM ARRAY(2,3)
*
PRINT
FOR X=1 TO 2
FOR Y=1 TO 3
PRINT "ARRAY(":X:",":Y:")", ARRAY(X,Y)
NEXT Y
NEXT X
DIM S(3,2)
S(1,1)=1
S(1,2)=2
S(2,1)=3
S(2,2)=4
S(3,1)=5
S(3,2)=6

次の例では、共通エレメントが保持されます。新しいマトリックス (S(3,1), S(3,2)) で参照できないこれら
のエレメントは消失します。
DIM S(2,2)
*
PRINT
FOR X=1 TO 2
FOR Y=1 TO 2
PRINT "S(":X:",":Y:")", S(X,Y)
NEXT Y
NEXT X

次のプログラム出力が得られます。
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ARRAY(1,1)
ARRAY(1,2)
ARRAY(1,3)
Line 12, Variable
used.

KK
GG
Program ’DYNAMIC.DIMENSION’:
previously undefined, empty string

ARRAY(2,1)
ARRAY(2,2)
ARRAY(2,3)
Line 12, Variable
used.

MM
NN
Program ’DYNAMIC.DIMENSION’:
previously undefined, empty string

S(1,1)
S(1,2)
S(2,1)
S(2,2)

1
2
3
4

DISPLAY ステートメント
構文
DISPLAY [print.list]

説明
DISPLAY ステートメントを使用すると、PRINTER ON ステートメントが実行されているかどうかにかか
わらず、データを画面に出力できます。 print.list の構文は PRINT 文と同じです。
リストのエレメントは、数値または文字ストリング、変数、定数、またはリテラル・ストリングです。ただ
し、NULL 値は出力できません。リストには、出力形式に合った、単一式または、コンマ ( , ) かコロン (
: ) で区切られた一連の式を含めることができます。 print.list の指定がない場合は、ブランク行が出力さ
れます。
コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 式の間を複数
のタブで空けるには、その個所に複数のコンマを挿入してください。
コロンで区切られている式は連結されます。 すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあ
とに印刷されます。 LINEFEED および RETURN のないリストを印刷するには、印刷リストをコロン ( :
) で終了します。
DISPLAY ステートメントの機能は、CRC32 関数ステートメントと同じです。

例
DISPLAY "This can be used to print something on the
DISPLAY "terminal while"
DISPLAY "the PRINTER ON statement is in effect."

端末上のプログラム出力は次のようになります。
This can be used to print something on the
terminal while
the PRINTER ON statement is in effect.

DIV 関数
構文
DIV (dividend, divisor)
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説明
DIV 関数を使用すると、被除数 を除数 で除算した後に商の値を計算できます。
被除数および除数には、数値として評価される式を指定します。 唯一の例外は、除数 を 0 にできないこ
とです。被除数 か除数 のどちらかが NULL 値として評価されると NULL が戻ります。

例
X=100; Y=25
Z = DIV (X,Y)
PRINT Z

次のプログラム出力が得られます。
4

DIVS 関数
構文
DIVS (array1, array2)
CALL -DIVS (return.array, array1, array2)
CALL !DIVS (return.array, array1, array2)

説明
DIVS 関数を使用すると、2 つの動的な配列をエレメントごとに除算して、新しい動的な配列を作成できま
す。
array1 の各エレメントは、array2 の対応するエレメントによって除算されて、結果が新規動的配列の対応
するエレメントに返されます。array1 のエレメントに対応するエレメントが、array2 にない場合、array2
は、エレメントで埋め込まれて、array1 のエレメントが戻ります。array2 のエレメントに対応するエレメ
ントが array1 にない場合は、0 が戻ります。array2 のエレメントが 0 の場合は、ランタイム・エラー・
メッセージが印刷され、0 が戻ります。対応するエレメントのいずれかが NULL 値である場合は NULL
が返されます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A=10:@VM:15:@VM:9:@SM:4
B=2:@VM:5:@VM:9:@VM:2
PRINT DIVS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
5V3V1S4V0

DOWNCASE 関数
構文
DOWNCASE (expression)

説明
DOWNCASE 関数を使用すると、expression 内のすべての大文字を小文字に変更できます。expression が
NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
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DOWNCASE は、OCONV 関数 ("MCL") に相当します。
NLS が有効であれば、DOWNCASE 関数は、NLS.LC.CTYPE ファイルの小文字フィールドの Ctype カテ
ゴリーで指定されている規則を使用して、expression 内の文字を変更します。

例
A="DOWN CASE DOES THIS:
PRINT A:DOWNCASE(A)
B="Down Case Does This:
PRINT B:DOWNCASE(B)

"
"

次のプログラム出力が得られます。
DOWN CASE DOES THIS:
Down Case Does This:

down case does this:
down case does this:

DQUOTE 関数
構文
DQUOTE (expression)

説明
DQUOTE 関数を使用すると、式を二重引用符で囲むことができます。 expression が NULL 値として評価
される場合、NULL が戻ります。

例
PRINT DQUOTE(12 + 5) : " IS THE ANSWER."
END

次のプログラム出力が得られます。
"17" IS THE ANSWER.

DSAttachJob
ジョブ制御シーケンスのジョブを実行するには、DSAttachJob 関数を使用します。この関数をジョブにアタ
ッチすると、ジョブのアドレッシングに使用されるハンドルが返されます。特定のジョブに対して同時には
1 つのハンドルだけが開きます。

構文
JobHandle = DSAttachJob (JobName, ErrorMode)

JobHandle には、戻り値を保持する変数の名前を指定します。この変数は、ほかの関数やルーチンによるジ
ョブの参照時に使われます。 この値は整数にはなりません。
JobName には、アタッチするジョブの名前を表すストリングを指定します。
ErrorMode には、ハンドルを使用するほかのルーチンが、エラーをどのようにレポートするかを指定しま
す。次のいずれかの値が使われます。
v DSJ.ERRFATAL 致命的なメッセージをログに記録し、制御する側のジョブを強制終了させます (デフォ
ルト)。
v DSJ.ERRWARNING 警告メッセージをログに記録し、そのまま続行します。
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v DSJ.ERRNONE メッセージはログに記録されません。呼び出し側がすべての責任を担います (ただし、
DSAttachJob 自体の失敗はログに記録されます)。

備考
ジョブをそれ自身にアタッチすることはできません。
JobName パラメーターにジョブの正確なバージョンを指定する場合は、job%Reln.n.n というフォーマット
で指定します。job の最新のバージョンを指定する場合は、job とだけ指定します。 制御する側のジョブ
自体がリリースされている場合は、job の最新バージョンが取得されます。 制御する側のジョブがまだ開
発バージョンである場合は、job の最新の開発バージョンが取得されます。

例
ジョブ Qsales のリリース 11 にアタッチする例を次に示します。
Qsales_handle = DSAttachJob ("Qsales%Rel1",
→ DSJ.ERRWARN)

DSCheckRoutine
DSCheckRoutine 関数を使用して、BASIC ルーチンが VOC 内 (呼び出し可能項目として) またはカタロ
グ・スペース内でカタログされているかどうかを調べることができます。

構文
Found = DSCheckRoutine(RoutineName)

RoutineName には、検索する BASIC ルーチンの名前を指定します。
Found はブール値です。 RoutineName が検出されなかった場合は @False、検出された場合は @True とな
ります。

例
rtn$ok = DSCheckRoutine("DSU.DSSendMail")
If(NOT(rtn$ok)) Then
* error handling here
End.

DSDetachJob
ジョブを制御する必要がなくなった場合は、DSDetachJob 関数を使用して、DSAttachJob 関数で取得した
JobHandle パラメーターを解放できます (これによって、ほかのジョブがコントローラーになることができ
ます)。この関数を呼び出す必要は特にありません。制御する側のジョブが完了すると、アタッチされてい
るジョブは常に自動的にデタッチされます。

構文
ErrCode = DSDetachJob (JobHandle)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
ErrCode は、DSStopJob が正常に完了すれば 0、そうでない場合は次のようになります。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
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DSJ.ME を閉じようと試みる場合にだけ、エラーの可能性があります。それ以外の場合には、呼び出しは常
に成功します。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales のハンドルが解除されます。
Deterr = DSDetachJob (qsales_handle)

DSExecute
DSExecute 関数を使用して、ステージ前処理サブルーチンまたはステージ後処理サブルーチンから
DOS、UNIX、またはエンジンのコマンドを実行できます。

構文
Call DSExecute (ShellType, Command, Output, SystemReturnCode)

ShellType (入力) には、実行するコマンドのタイプを指定します。NT、UNIX、または UV (エンジン用)
を指定します。
Command (入力) には、実行するコマンドを指定します。 Command の実行時に、入力が要求されないよう
にする必要があります。
Output (出力) には、コマンドからの出力を格納されます。 出力の各行はフィールド・マーク (@FM) で区
切られます。 出力は、ジョブ・ログ・ファイルに情報メッセージとして追加されます。
SystemReturnCode (出力) には、コマンドが成功したかどうかを示すコードが格納されます。 値 0 は、コ
マンドが正常に実行されたことを意味します。 値 1 (DOS または UNIX のコマンドの場合) は、コマン
ドが見つからなかったことを示します。 そのほかの値は、固有なコマンド終了コードです。

備考
変換から DSExecute を使用しないでください。ステージによって処理される行ごとにコマンドを実行する
とオーバーヘッドが発生し、ジョブの性能が低下します。

DSGetCustInfo
DSGetCustInfo 関数を使用して、特定のパラレル・ステージの実行の最後に報告された情報を取得できま
す。収集して問い合わせに利用する情報は、デザイン時に指定します。例えば、トランスフォーマー・ステ
ージ情報は、Transformer ステージの「プロパティー」ダイアログ・ボックスの「トリガー」タブで指定し
ます。

構文
Result = DSGetCustInfo (JobHandle, StageName, CustInfoName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジョブを参照する
DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要がある場合は、DSJ.ME
にすることもできます。
CustInfoName は問い合わせ対象となる変数名です。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
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DSJ.CUSTINFOVALUE
DSJ.CUSTINFODESC
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.CUSTINFOVALUE ストリング - 指定した custinfo 項目の値です。
v DSJ.CUSTINFODESC ストリング - 指定した custinfo 項目の説明です。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。

v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
v DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出していません。
v DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しません。
v DSJE.BADCUSTINFO CustInfoName はジョブ上の custinfo 項目を参照していません。

DSGetJobInfo
DSGetJobInfo 関数を使用して、ジョブに関する情報を取得できます。この情報は、一般的にはジョブ制御
にも使用できます。DSGetJobInfo 関数では、JobHandle 変数の値に応じて、現在のジョブまたは被制御ジ
ョブを参照できます。

構文
Result = DSGetJobInfo (JobHandle, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジョブを参照する
DSJ.ME である場合もあります。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.JOBSTATUS
DSJ.JOBNAME
DSJ.JOBCONTROLLER
DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP
DSJ.JOBWAVENO
DSJ.PARAMLIST
DSJ.STAGELIST
DSJ.USERSTATUS
DSJ.JOBCONTROL
DSJ.JOBPID
DSJ.JPBLASTTIMESTAMP
DSJ.JOBINVOCATIONS
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DSJ.JOBINTERIMSTATUS
DSJ.JOBINVOCATIONID
DSJ.JOBDESC
DSJ.JOBFULLDESC
DSJ.STAGELIST2
DSJ.JOBELAPSED
DSJ.JOBEOTCOUNT
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
DSJ.JOBRTISERVICE
DSJ.JOBMULTIINVOKABLE
DSJ.JOBFULLSTAGELIST
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.JOBSTATUS 整数: ジョブ全体の現在の状況。 返される状態は、現在、2 種類あります。
1 つは、進行中のジョブを識別する以下の状況です。
DSJS.RESET ジョブは、リセット処理を完了しました。
DSJS.RUNFAILED ジョブは通常の実行を完了しましたが、致命的エラーがあります。
DSJS.RUNNING ジョブ実行中 - ジョブが実際に実行中であることを示す状況はこれのみです。
第 2 に、実行していないジョブに対しては、次の状態が示されます。
DSJS.RUNOK ジョブは、警告なしで通常の実行を完了しました。
DSJS.RUNWARN ジョブは通常の実行を完了しましたが、警告があります。
DSJS.STOPPED ジョブは、オペレーターの介入により停止されました (実行タイプは不明です)。
DSJS.VALFAILED ジョブは、確認処理に失敗しました。
DSJS.VALOK ジョブは、警告なしで検証の実行を完了しました。
DSJS.VALWARN ジョブは検証の実行を完了しましたが、警告があります。
v DSJ.JOBNAME ストリング: ジョブ・ハンドルが指すジョブの実際の名前。
v DSJ.JOBCONTROLLER ストリング: ジョブ・ハンドルが指すジョブを制御する側のジョブの名前。 そ
れ自体が制御されているジョブによってジョブが制御されている場合には、複数のジョブ名がピリオド
で区切られることがあります。
v DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP ストリング: YYYY-MM-DD hh:nn:ss 形式で表された、エンジン上でジョブ
が開始した日時。
v DSJ.JOBWAVENO 整数: 最後の実行または現在の実行のウェーブ番号。
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v DSJ.PARAMLIST: パラメーター名のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.STAGELIST: アクティブなステージ名のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.USERSTATUS ストリング: ジョブの最後の DSSetUserStatus 呼び出しが最後に記録したもの、そう
でなければ、空ストリング。
v DSJ.JOBCONTROL 整数: 現在のジョブ制御状況。つまり、停止要求がジョブに対して発行されたかどう
か。
v DSJ. JOBPID 整数。 ジョブ・プロセス ID。
v DSJ.JOBLASTTIMESTAMP ストリング: YYYY-MM-DD HH:NN:SS 形式で表された、エンジン上でジョブ
の実行が最後に完了した日時。
v DSJ.JOBINVOCATIONS: 呼び出し ID のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.JOBINTERIMSTATUS: すべてのステージおよび制御される側のジョブを実行したあとのジョブの状
況が返されます。この時点で、ジョブの後処理のサブルーチンは実行されていません。 (ジョブ後処理サ
ブルーチンで、現在のジョブの状況を取得するために使用します。)
v DSJ.JOBINVOCATIONID: 指定したジョブの呼び出し ID を返します。ジョブ・デザイン時の
DSJobInvocationId マクロで、ジョブを呼び出すための呼び出し ID にアクセスするために使用します。
v DSJ.STAGELIST2: パッシブなステージ名のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.JOBELAPSED ストリング: ジョブの秒単位の経過時間。
v DSJ.JOBDESC ストリング: 「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスに指定されたジョブ説明で
す。
v DSJ.JOBFULLDESSC ストリング: 「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスで指定される「詳細
説明」。
v DSJ.JOBRTISERVICE 整数: Web サービス・ジョブの場合は true に設定されます。
v DSJ.JOBMULTIINVOKABLE 整数: ジョブが複数の呼び出しをサポートする場合は true に設定されま
す。
v DSJ.JOBEOTCOUNT 整数: ジョブでこれまでに EndOfTransmission ブロックが処理された回数。
v DSJ.JOBEOTTIMESTAMP タイム・スタンプ: このジョブによって処理された最後の EndOfTransmission
ブロックの日時。
v DSJ.FULLSTAGELIST: すべてのステージ名のリストがコンマで区切って返されます。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。
DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetJobInfo を使用できます。
DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales のジョブ状況を要求しています。
q_status = DSGetJobInfo(qsales_handle, DSJ.JOBSTATUS)

次のコマンドは、現在のジョブの実際の名前を要求します。
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whatname = DSGetJobInfo (DSJ.ME, DSJ.JOBNAME)

DSGetLinkInfo
DSGetLinkInfo 関数を使用して、アクティブ・ステージのリンクに関する情報を取得できます。この情報
は、一般的にはジョブ制御にも使用できます。DSGetLinkInfo 関数は、JobHandle 変数の値に応じて、被制
御ジョブか現在のジョブか、どちらかを参照する場合があります。

構文
Result = DSGetLinkInfo (JobHandle, StageName, LinkName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジョブを参照する
DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先アクティブ・ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要がある場
合は、DSJ.ME にすることもできます。
LinkName には、ステージにアタッチされているリンク (入力または出力) の名前を指定します。 現在のリ
ンクを参照する DSJ.ME を指定することもできます (例えば、リンク・コードから呼び出されたトランス
フォーマー式または変換処理関数で使用する場合)。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.LINKLASTERR
DSJ.LINKNAME
DSJ.LINKROWCOUNT
DSJ.LINKSQLSTATE
DSJ.LINKDBMSCODE
DSJ.LINKDESC
DSJ.LINKSTAGE
DSJ.INSTROWCOUNT
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.LINKLASTERR ストリング - 対象のリンクから報告された最新エラー・メッセージ (ある場合)。
v DSJ.LINKNAME ストリング - リンクの名前を返します。JobHandle = DSJ.ME、StageName =
DSJ.ME、および LinkName = DSJ.ME と組み合わせて、独自の名前を検索する場合に便利です。
v DSJ.LINKROWCOUNT 整数 - これまでにリンクに渡された行の数。
v DSJ.LINKSQLSTATE - リンク上で発生した最後のエラーでの SQL の状態を示します。
v DSJ.LINKDBMSCODE - リンク上で発生した最後のエラーでの DBMS コードを示します。
v DSJ.LINKDESC - リンクの説明。
v DSJ.LINKSTAGE - リンク先のステージの名前。
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v DSJ.INSTROWCOUNT - コンマで区切られた rowcount のリスト (パラレル・ジョブのインスタンスごと
に 1 つ)。
v DSJ.LINKEOTROWCOUNT - 最後の EndOfTransmission ブロック以降の行数です。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。

v

DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

v

DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しません。

v

DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出していません。

v

DSJE.BADLINK LinkName が対象ステージの既知のリンクを参照していません。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetLinkInfo を使用できます。
DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales の loader ステージで order_feed リンクに渡された行の数を要求してい
ます。
link_status = DSGetLinkInfo(qsales_handle, "loader",
→ "order_feed", DSJ.LINKROWCOUNT)

DSGetLogEntry
DSGetLogEntry 関数を使用して、EventId という名前の特定のログ・イベントの完全なイベント詳細を読み
取ることができます。

構文
EventDetail = DSGetLogEntry (JobHandle, EventId)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventId には、詳細を取得したい特定のログ・イベントを表す整数を指定します。これは、
DSGetNewestLogId 関数を使用して取得されます。
EventDetail には、¥ 区切りのサブストリングを含んだストリングが返されます。次のサブストリングが含
まれています。
Substring1 タイム・スタンプ YYYY-MM-DD HH:NN:SS
Substring2 ユーザー情報
Substring3 イベント・タイプ - DSGetNewestLogId を参照
Substring4 イベント・メッセージ
エラーが発生すると、負の整数の結果コードを表す次のいずれかでエラーが報告されます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADVALUE EventId へのアクセス・エラー
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例
次のコマンドは、まず要求されたログ・イベントのイベント ID を取得して、次に LatestLogid によって識
別されたログ・イベントのすべてのイベント内容をストリング LatestEventString に読み取ります。
latestlogid =
→ DSGetNewestLogId(qsales_handle,DSJ.LOGANY)
LatestEventString =
→ DSGetLogEntry(qsales_handle,latestlogid)

DSGetLogSummary
DSGetLogSummary 関数を使用して、ログ・イベントの詳細のサマリーのリストを返すことができます。返
される詳細は、特定のフィルターの設定によって決まります。フィルターは慎重に設定してください。場合
によっては、返される情報の量が多大になるおそれがあります。

構文
SummaryArray = DSGetLogSummary (JobHandle, EventType, StartTime, EndTime, MaxNumber)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventType はログに残されるイベントのタイプで、次のうちのいずれか 1 つです。
v DSJ.LOGINFO 情報メッセージ
v DSJ.LOGWARNING 警告メッセージ
v DSJ.LOGFATAL 致命的エラー
v DSJ.LOGREJECT リジェクト・リンクがアクティブ
v DSJ.LOGSTARTED ジョブ開始
v DSJ.LOGRESET ログのリセット
v DSJ.LOGANY 任意のカテゴリー (デフォルト)
StartTime は、YYYY-MM-DD HH:NN:SS または YYYY-MM-DD のフォーマットで指定します。
EndTime は、YYYY-MM-DD HH:NN:SS または YYYY-MM-DD のフォーマットで指定します。
MaxNumber には、返すイベントの最大数を整数で指定します。 0 は、制限を意味しません。 この設定の
使用には注意が必要です。
SummaryArray には、@FM でフィールドを区切った動的な配列を指定します。 各フィールドは、¥ によっ
て区切られる幾つかのサブストリングで構成されます。このとき、各フィールドは、次のサブストリングを
使用して個別イベントを表します。
Substring1 DSGetLogEntry に対応する EventId
Substring2 タイム・スタンプ YYYY-MM-DD HH:NN:SS
Substring3 イベント・タイプ - DSGetNewestLogId を参照
Substring4 - n イベント・メッセージ
エラーが発生すると、負の整数の結果コードを表す次のいずれかでエラーが報告されます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE 無効な EventType。
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v DSJE.BADTIME 無効な StartTime または EndTime。
v DSJE.BADVALUE 無効な MaxNumber。

例
次のコマンドは、1998 年 8 月 18 日と 1998 年 9 月 18 日の間に qsales ジョブに関して記録されたリジ
ェクト・リンク・アクティブ・イベントの配列を最大 MAXREJ エントリー生成します。
RejEntries = DSGetLogSummary (qsales_handle,
→ DSJ.LOGREJECT, "1998-08-18 00:00:00", "1998-09-18
→ 00:00:00", MAXREJ)

DSGetNewestLogId
DSGetNewestLogId 関数を使用して、カテゴリー内の最終のログ・イベントの ID を取得できます。

構文
EventId = DSGetNewestLogId (JobHandle, EventType)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventType はログに残されるイベントのタイプで、次のうちのいずれか 1 つです。
v DSJ.LOGINFO 情報メッセージ
v DSJ.LOGWARNING 警告メッセージ
v DSJ.LOGFATAL 致命的エラー
v DSJ.LOGREJECT リジェクト・リンクがアクティブ
v DSJ.LOGSTARTED ジョブ開始
v DSJ.LOGRESET ログのリセット
v DSJ.LOGANY 任意のカテゴリー (デフォルト)
EventId は、特定のログ・イベントを識別する正整数です。 エラーが発生した場合、EventId は、今度は、
負の整数として返され、その場合、対応する以下のエラー・コードを含みます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE 無効な EventType。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales のログの中で最新の警告メッセージの ID を取得しています。
Warnid = DSGetNewestLogId (qsales_handle,
→ DSJ.LOGWARNING)

DSGetParamInfo
DSGetParamInfo 関数を使用して、パラメーターに関する情報を取得できます。この情報は、ジョブ制御の
ために使用できます。DSGetParamInfo 関数は、JobHandle 変数の値に応じて、被制御ジョブか現在のジョ
ブか、どちらかを参照する場合があります。

構文
Result = DSGetParamInfo (JobHandle, ParamName, InfoType)
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JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジョブを参照する
DSJ.ME である場合もあります。
ParamName には、問い合わせるパラメーターの名前を指定します。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.PARAMDEFAULT
DSJ.PARAMHELPTEXT
DSJ.PARAMPROMPT
DSJ.PARAMTYPE
DSJ.PARAMVALUE
DSJ.PARAMDES.DEFAULT
DSJ.PARAMLISTVALUES
DSJ.PARAMDES.LISTVALUES
DSJ.PARAMPROMPT.AT.RUN
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.PARAMDEFAULT ストリング - 当該パラメーターの現行のデフォルト値。
DSJ.PARAMDES.DEFAULT も参照してください。
v DSJ.PARAMHELPTEXT ストリング - 対象となるパラメーターのヘルプ・テキストです (存在する場合
だけ)。
v DSJ.PARAMPROMPT ストリング - 対象となるパラメーターのプロンプトです (存在する場合だけ)。
v DSJ.PARAMTYPE 整数 - このパラメーターに設定されたすべての値に対して実行する検証テストのタイ
プを示します。 次のいずれかです。
DSJ.PARAMTYPE.STRING
DSJ.PARAMTYPE.ENCRYPTED
DSJ.PARAMTYPE.INTEGER
DSJ.PARAMTYPE.FLOAT (パラメーターにピリオドおよび E が含まれる可能性あり)
DSJ.PARAMTYPE.PATHNAME
DSJ.PARAMTYPE.LIST (タブで区切ったストリングでなければなりません)
DSJ.PARAMTYPE.DATE (YYYY-MM-DD フォーマットのストリング)
DSJ.PARAMTYPE.TIME (HH:MM の形式に従うストリング)
v DSJ.PARAMVALUE ストリング - 実行中のジョブまたは、ジョブが終了している場合は最後に実行され
たジョブのパラメーターの現行値。
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v DSJ.PARAMDES.DEFAULT ストリング - パラメーターの元のデフォルト値です。ジョブのインストー
ル後にアドミニストレーターが変更した場合は、DSJ.PARAMDEFAULT とは異なります。
v DSJ.PARAMLISTVALUES ストリング - パラメーターとして使用できる値のタブ区切りリストです。
DSJ.PARAMDES.LISTVALUES も参照してください。
v DSJ.PARAMDES.LISTVALUES ストリング - パラメーターとして使用できる値の元のタブ区切りリスト
です。ジョブのインストール後にアドミニストレーターが変更した場合は、DSJ.PARAMLISTVALUES
とは異なります。
v DSJ.PROMPT.AT.RUN ストリング - 1 の場合は、ジョブの実行時にパラメーターの入力が要求されるこ
とを意味します。それ以外の場合は入力は要求されず、DSJ.PARAMDEFAULT のストリングがそのまま
使われます。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。
v DSJE.BADPARAM ParamName がジョブのパラメーター名ではない。
v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetParamInfo を使用できます。
DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales の quarter パラメーターのデフォルト値を要求しています。
Qs_quarter = DSGetparamInfo(qsales_handle, "quarter",
→ DSJ.PARAMDEFAULT)

DSGetProjectInfo
DSGetProjectInfo 関数を使用して、現行プロジェクトに関する情報を取得できます。

構文
Result = DSGetProjectInfo (InfoType)

InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.JOBLIST
DSJ.PROJECTNAME
DSJ.HOSTNAME
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.JOBLIST ストリング - プロジェクトで認識されているすべてのジョブ名のコンマ区切りリストで
す。ジョブがアタッチされているかどうかは関係ありません。
v DSJ.PROJECTNAME ストリング - 現在のジョブの名前です。
v DSJ.HOSTNAME ストリング - 現在のプロジェクトが保持されているエンジンのホスト名です。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
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DSGetStageInfo
DSGetStageInfo 関数を使用して、ステージに関する情報を取得できます。この情報は、ジョブ制御のため
に使用できます。 DSGetStageInfo 関数は、JobHandle 変数の値に応じて、現在のジョブか非制御ジョブ
か、どちらかを参照できます。

構文
Result = DSGetStageInfo (JobHandle, StageName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジョブを参照する
DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要がある場合は、DSJ.ME
にすることもできます。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.LINKLIST
DSJ.STAGELASTERR
DSJ.STAGENAME
DSJ.STAGETYPE
DSJ.STAGEINROWNUM
DSJ.VARLIST
DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP
DSJ.STAGEENDTIMESTAMP
DSJ.STAGEDESC
DSJ.STAGEINST
DSJ.STAGECPU
DSJ.LINKTYPES
DSJ.STAGEELAPSED
DSJ.STAGEPID
DSJ.STAGESTATUS
DSJ.STAGEEOTCOUNT
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
DSJ.CUSTINFOLIST
DSJ.STAGEEOTSTART
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Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.LINKLIST - ステージ内のリンク名のコンマ区切りリストです。
v DSJ.STAGELASTERR ストリング - 対象となるステージのいずれかのリンクから最後に報告されたエラ
ー・メッセージを返します (存在する場合だけ)。
v DSJ.STAGENAME ストリング - JobHandle = DSJ.ME および StageName = DSJ.ME と組み合わせて、
独自の名前を検索する場合に便利です。
v DSJ.STAGETYPE ストリング - ステージ・タイプの名前 (「Transformer」、「BeforeJob」など) です。
v DSJ. STAGEINROWNUM 整数 - 一次リンクの入力行番号です。
v DSJ.VARLIST - ステージ変数名のコンマ区切りリストです。
v DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP - ステージが実行を開始した日付および時刻。形式は YYY-MM-DD
HH:NN:SS.。
v DSJ.STAGEENDTIMESTAMP - d ステージが実行を終了した日付および時刻。形式は YYY-MM-DD
HH:NN:SS.。
v DSJ.STAGEDESC - ステージの説明。
v DSJ.STAGEINST - コンマで区切られたインスタンス ID のリスト (パラレル・ジョブ)。
v DSJ.STAGECPU - 使用される CPU のパーセンテージ (整数)。
v DSJ.LINKTYPES - コンマで区切られたリンク・タイプのリスト。
v DSJ.STAGEELAPSED - 経過時間 (秒単位)。
v DSJ.STAGEPID - コンマで区切られたプロセス ID のリスト。
v DSJ.STAGESTATUS - ステージ状況。
v DSJ.STAGEEOTCOUNT - これまでにステージが EndOfTransmission ブロックを処理した回数。
v DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP - ステージで EndOfTransmission ブロックを最後に受け取った日付と時
刻。
v DSJ.CUSTINFOLIST - ステージが生成したカスタム情報 (パラレル・ジョブ)
v DSJ.STAGEEOTSTART - 現在の EndOfTransmission ブロックの開始時の行数。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。
v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
v DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出していません。
v DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しません。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetStageInfo を使用できます。
DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales の loader ステージの最後のエラー・メッセージを要求しています。
stage_status = DSGetStageInfo(qsales_handle, "loader",
→ DSJ.STAGELASTERR)
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DSGetVarInfo
DSGetVarInfo 関数を使用して、トランスフォーマー・ステージで使用される変数に関する情報を取得でき
ます。

構文
Result = DSGetVarInfo (JobHandle, StageName, VarName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジョブを参照する
DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要がある場合は、DSJ.ME
にすることもできます。
VarName は問い合せ対象となる変数名です。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.VARVALUE
DSJ.VARDESCRIPTION
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.VARVALUE ストリング - 指定した変数の値。
v DSJ.VARDESCRIPTION ストリング - 指定した変数の説明。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。

v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
v DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出していません。
v DSJE.BADVAR VarName が認識されていない。
v DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しません。

DSLogEvent
DSLogEvent 関数を使用して、現在のジョブ以外のジョブに対するイベント・メッセージをログに記録でき
ます。(現在のジョブに対するイベント・メッセージをログに記録するには、DSLogInfo、DSLogFatal、また
はDSLogWarn のいずれかの関数を使用します。)

構文
ErrCode = DSLogEvent (JobHandle, EventType, EventMsg)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventType はログに残されるイベントのタイプで、次のうちのいずれか 1 つです。
v DSJ.LOGINFO 情報メッセージ
v DSJ.LOGWARNING 警告メッセージ
EventMsg には、イベント・メッセージのストリングを指定します。
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ErrCode が 0 の場合には、エラーが発生していません。 1 以外の場合には、次のエラーのいずれかが発生
しています。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE 無効な EventType。致命的なメッセージは、別のジョブのログに格納できません。

例
ジョブ msales に含まれる次のコマンドでは、「monthly sales complete」というメッセージをジョブ qsales
のログに追加しています。
Logerror = DsLogEvent (qsales_handle, DSJ.LOGINFO,
→ "monthly sales complete")

DSLogFatal
DSLogFatal 関数を使用して、致命的エラー・メッセージをジョブのログ・ファイルに記録し、ジョブを終
了できます。

構文
Call DSLogFatal (Message, CallingProgName)

Message (入力) は、記録しておく警告メッセージです。 Message の前には自動的に、現在のステージの名
前と、呼び出し側の前 / 後処理サブルーチンの名前が付けられます。
CallingProgName (入力) には、DSLogFatal サブルーチンを呼び出す前 / 後処理サブルーチンの名前を指定
します。

備考
DSLogFatal は、ジョブ・ログ・ファイルに致命的なエラー・メッセージを書き込み、ジョブを異常終了し
ます。 DSLogFatal は、呼び出し側の前/後処理サブルーチンに戻らないため、使用する場合には注意が必
要です 。重大なエラーによってジョブが中止する場合には、再実行前に Director クライアントを使用して
そのジョブをリセットする必要があります。
前/後処理サブルーチンでは、(DSLogWarn を使用して) 警告メッセージをログに記録し、ゼロ以外のエラ
ー・コードで終了することをお勧めします。これにより、InfoSphere DataStage はジョブを適切に停止でき
ます。
DSLogFatal は、変換処理では使用できません。 代わりに DSTransformError を使用してください。

例
Call DSLogFatal("Cannot open file", "MyRoutine")

DSLogInfo
DSLogInfo 関数を使用して、情報メッセージをジョブのログ・ファイルに記録できます。

構文
Call DSLogInfo (Message, CallingProgName)

Message (入力) には、ログに記録する情報メッセージを指定します。 Message の先頭には、現在のステー
ジと呼び出し側のプログラムの名前が自動的に挿入されます。
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CallingProgName (入力) は、DSLogInfo サブルーチンを呼び出す変換または前/後処理サブルーチンの名前
です。

備考
DSLogInfo は、ジョブ・ログ・ファイルに情報メッセージとしてメッセージ・テキストを書き込み、呼び
出し側のルーチンまたは変換に戻ります。 リポジトリーで新しく作成したルーチンのテスト段階に
DSLogInfo を呼び出すと、結果ウィンドウに二つの引数が表示されます。
情報メッセージは、ジョブ・ログ・ファイルに無制限に書き込むことができます。 ただし、多くのメッセ
ージが生成されると、ジョブの実行速度が低下し、Director クライアントによるジョブ・ログ・ファイルの
表示に時間がかかります。

例
Call DSLogInfo("Transforming: ":Arg1, "MyTransform")

DSLogToController
DSLogToController 関数を使用して、別のジョブを制御しているジョブのログ・ファイルに情報メッセージ
を書き込むことができます。

構文
Call DSLogToController(MsgString)

MsgString には、ログに記録するテキストを指定します。 ログ・イベントのタイプは情報です。

備考
現在のジョブが制御下にない場合、メッセージを表示せずに終了します。

例
Call DSLogToController("This is logged to parent")

DSLogWarn
DSLogWarn 関数を使用して、警告メッセージをジョブのログ・ファイルに記録できます。

構文
Call DSLogWarn (Message, CallingProgName)

Message (入力) は、記録しておく警告メッセージです。 Message の前には自動的に、現在のステージの名
前と、呼び出し側の前 / 後処理サブルーチンの名前が付けられます。
CallingProgName (入力) には、DSLogWarn サブルーチンを呼び出す前 / 後処理サブルーチンの名前を指定
します。

備考
DSLogWarn は、警告としてジョブ・ログ・ファイルにメッセージを書き込み、呼び出し側の前/後処理サブ
ルーチンに戻ります。 ジョブに警告回数の上限が定義されている場合、警告の回数が上限に達すると、呼
び出しは返されずにジョブが中止されます。
DSLogWarn は、変換処理では使用しません。代わりに DSTransformError を使用してください。
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例
If InputArg > 100 Then
Call DSLogWarn("Input must be =< 100; received
":InputArg,"MyRoutine")
End Else
* Carry on processing unless the job aborts
End

DSMakeJobReport
DSMakeJobReport 関数を使用して、アタッチされている有効なジョブについて、その完全な状況を説明す
るレポートを生成できます。

構文
ReportText = DSMakeJobReport(JobHandle, ReportLevel, LineSeparator)

JobHandle には、DSAttachJob で取得したストリングを指定します。
ReportLevel はレポートのタイプを指定します。次のうちのいずれか 1 つになります。
v 0 - 基本的なレポート。 開始/終了時刻、経過時間、およびジョブの状況を含むテキスト・ストリング。
v 1 - ステージ / リンクの詳細。 基本的なレポートと同じですが、ジョブ内の個別のステージとリンクに
関する情報も含みます。
v 2 - XML レポート全体を含んでいるテキスト・ストリング。
デフォルトでは、生成された XML には <?xml-stylesheet?> 処理命令は含まれません。 スタイルシートが
必要な場合は、 ReportLevel に 2 を指定し、必要なスタイルシートの URL の名前を付加して
「2;styleSheetURL」のように設定します。これにより、生成済みの XML に次のような形式で処理命令が
挿入されます。
<?xml-stylesheet type=text/xsl" href="styleSheetURL"?>

LineSeparator には、レポートで改行に使用する文字を指定します。 認識される特別な値は次のとおりで
す。
v "CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
v "LF" => CHAR(10)
v "CR" => CHAR(13)
デフォルトは、Windows の場合は CRLF、それ以外の場合は LF です。

備考
指定したジョブ・ハンドルが無効な場合やエラーが発生した場合は、レポート・テキストに情報が追加され
ます。

例
h$ = DSAttachJob("MyJob", DSJ.ERRNONE)
rpt$ = DSMakeJobReport(h$,0,"CRLF")
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DSMakeMsg
DSMakeMsg 関数を使用して、引数をメッセージ・テンプレートに挿入できます。オプションで、この関数
を使用して、標準 InfoSphere DataStage メッセージ・ファイル内でテンプレート ID をルックアップし、
返されたメッセージ・テンプレートをルーチンで指定されたテンプレートの代わりに使用することができま
す。

構文
FullText = DSMakeMsg(Template, ArgList)

FullText には、パラメーターを置換したフル・テキストのメッセージが返されます。
Template には、%1、%2 などのメッセージ・テンプレートを指定します。このテンプレートが、ArgList の
対応する位置の値で置換されます。 テンプレート・ストリングが数字で始まり、その後に「¥」が続いてい
る場合は、 InfoSphere DataStage メッセージ・ファイル内でルックアップするメッセージ ID の一部とみ
なされます。
お願い: 引数トークンの次に [E] がある場合、この引数の値はジョブ制御エラー・コードと仮定され、そ
の説明が [E] の場所に挿入されます。 (DSTranslateCode 関数を参照してください)。
ArgList には、置換に使用する引数を各フィールドに格納した動的な配列を指定します。

備考
このルーチンは、JobSequence Generator によって生成されたジョブ制御コードから呼び出します。
また、メッセージ・テキスト内のローカル・ジョブ・パラメーターの置換も実行します。 つまり、ジョブ
内で呼び出された場合、「#xyz#」などのサブストリングを検索して、「xyz」というジョブ・パラメーター
の値で置き換えます。

例
t$ = DSMakeMsg("Error calling DSAttachJob(%1)<L>%2",
→jb$:@FM:DSGetLastErrorMsg())

DSPrepareJob
DSPrepareJob 関数を使用して、コンパイル済みジョブが正しい状態で実行または検証されるようにしま
す。

構文
JobHandle = DSPrepareJob(JobHandle)

JobHandle は、DSAttachJob() によって返される、準備対象ジョブのハンドルです。
JobHandle は、既に存在するものでも、新しく作成するものでもかまいません。 0 が返された場合は、エ
ラーが発生しており、メッセージがログに記録されます。

例
h$ = DSPrepareJob(h$)
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DSRunJob
DSRunJob 関数を使用して、ジョブの実行を開始できます。この呼び出しは非同期です。要求はランタイ
ム・エンジンに渡されますが、その進行状況は通知されません。

構文
ErrCode = DSRunJob (JobHandle, RunMode)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
RunMode には、ジョブを実行するモードの名前を指定します。次のモードを指定できます。
v DSJ.RUNNORMAL (デフォルト) 標準的なジョブの実行
v DSJ.RUNRESET ジョブのリセットを実行
v DSJ.RUNVALIDATE ジョブの検証だけを実行
v DSJ.RUNRESTART オリジナル・ジョブ・パラメーター値を使用して、再開可能ジョブ・シーケンスを
再開
DSRunJob が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の負の整数のいずれかが返
されます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADSTATE ジョブが正しい状態ではない (コンパイル済み、実行はされていない)。
v DSJE.BADTYPE RunMode が無効

備考
制御ジョブが検証モードで実行している場合、DSRunJob の呼び出しは、すべて実際の設定に関係なく、
RunMode が DSJ.RUNVALIDATE であるかのように処理されます。
検証モードのジョブでは、前 / 後処理ルーチンの場合と同様、JobControl ルーチンが存在するかどうかを
確認し、存在する場合はこれを実行します。 これによって、どのジョブが検証モードで開始されたかがロ
グに記録されます。
DSRunJob の呼び出しのあと、被制御ジョブのハンドルはリセットされます。 同じジョブの再実行を要求
する場合には、DSDetachJob と DSAttachJob を使用して、新しいハンドルをセットします。 また、
DSWaitForJob も使用する必要があります。実行中のジョブにはアタッチできないからです。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales を標準モードで開始しています。
RunErr = DSRunJob(qsales_handle, DSJ.RUNNORMAL)

DSSendMail
DSSendMail 関数は、sendmail プログラムとのインターフェースとして使用できます。sendmail プログラム
は、(エンジン層ホスト上の) 現行ユーザーの検索パス内のどこかに存在していることが前提です。この関
数によって、各種の sendmail プログラムに対する呼び出しインターフェースの違いを隠し、テキストを送
信するためのシンプルなインターフェースを提供できます。
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構文
Reply = DSSendMail(Parameters)

Parameters は、マーク文字または「¥n」で区切られた、名前:値パラメーターのセットです。
現時点で認識される名前は次のとおりです (大/小文字は区別されません)。
v "From" 送信者のメール・アドレス (Me@SomeWhere.com など)。
ローカル・テンプレート・ファイルに "%from%" トークンが含まれていない場合にのみ、ブランクのま
まにできます。
v "To" 受信者のメール・アドレス (You@ElseWhere.com など)。
ローカル・テンプレート・ファイルに "%to%" トークンが含まれていない場合にのみ、ブランクのまま
にできます。
v "Subject" メッセージの件名行に書き込む内容。
"%subject%" トークンを参照します。 "" のままにすると、 "From InfoSphere DataStage job: jobname"
のようなフォーマットで標準の件名行が作成されます。
v "Server" メール送信に使用されるホストの名前
SMTP ホスト名を外部的に設定できるシステム (UNIX など) では省略できます。その場合、ローカルの
テンプレート・ファイルはおそらく "%server%" トークンを含みません。
v "Body" メッセージ本文。
省略可能です。 空のメッセージが送信されます。 このパラメーターを使用する場合は、"¥n" で改行し
てメッセージに複数行を取り込めるよう、これを最後に指定する必要があります。 "%body%" トークン
を参照します。
注: 本文のテキスト中に、"%report%" または "%fullreport%" のトークンを含めることもできます。これ
により、その位置に、現在のジョブ状況のレポートが挿入されます。 完全なレポート (%fullreport%) に
は、ジョブ状況に加えて、ステージとリンクの情報も含まれます。
Reply は、 可能な返信は次のとおりです。
v DSJE.NOERROR (0) OK
v DSJE.NOPARAM パラメーター名がありません - フィールドは 'name:value' 形式でないようです。
v DSJE.NOTEMPLATE テンプレート・ファイルが見つかりません。
v DSJE.BADTEMPLATE テンプレート・ファイルにエラーがあります。

備考
このルーチンでは、現在のプロジェクト・ディレクトリー内で、一般的な名前でローカルのテンプレート・
ファイルを検索します。 このテンプレート・ファイルには、ローカルのメール送信コマンドをどのように
実行するかが記述されています。

例
code = DSSendMail("From:me@here¥nTo:You@there¥nSubject:Hi ya¥nBody:Line1¥nLine2")
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DSSetGenerateOpMetaData
DSSetGenerateOpMetaData 関数を使用して、ジョブでオペレーショナル・メタデータを生成するかどうかを
指定できます。この関数により、プロジェクトのデフォルト設定がオーバーライドされます。

構文
ErrCode = DSSetGenerateOpMetaData (JobHandle, value)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
value に TRUE を指定すると、処理メタデータが生成されます。FALSE を指定すると生成されません。
DSRunJob が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の負の整数のいずれかが返
されます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE value が正しくない

例
次のコマンドで、ジョブ qsales はプロジェクトのデフォルト設定を無視して処理メタデータを生成しま
す。
GenErr = DSSetGenerateOpMetaData(qsales_handle, TRUE)

DSSetJobLimit
DSSetJobLimit 関数を使用して、制御する側のジョブの行制限または警告制限をオーバーライドできます。
デフォルトでは、制御する側のジョブの行制限および警告制限は、制御される側のジョブによって継承され
ます。

構文
ErrCode = DSSetJobLimit (JobHandle, LimitType, LimitValue)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
LimitType には、実行しているジョブに適用する制限の名前を指定します。次の制限を指定できます。
v DSJ.LIMITWARN LimitValue 警告イベントのあとでジョブが停止します。
v DSJ.LIMITROWS ステージが LimitValue に指定した行に制限されます。
LimitValue には、制限を設定する値を整数で指定します。 無制限の警告を指定するには、0 を設定してく
ださい。
DSSetJobLimit が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の負の整数のいずれか
が返されます。
v DSJE.BADHANDLE: JobHandle が無効です。
v DSJE.BADSTATE ジョブが正しい状態ではない (コンパイル済み、実行はされていない)。
v DSJE.BADTYPE LimitType は、既知の制限条件ではありません。
v DSJE.BADVALUE LimitValue は、制限条件種別として不適切です。
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例
次のコマンドでは、警告が 10 個発生するとジョブ qsales が停止するように設定しています。
LimitErr = DSSetJobLimit(qsales_handle,
→ DSJ.LIMITWARN, 10)

DSSetParam
DSSetParam 関数を使用して、ジョブを実行する前にジョブ・パラメーター値を指定できます。設定されて
いないパラメーターにはデフォルト値が使用されます。

構文
ErrCode = DSSetParam (JobHandle, ParamName, ParamValue)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
ParamName には、パラメーターの名前として設定するストリングを指定します。
ParamValue には、パラメーターの値として設定するストリングを指定します。
DSSetParam が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の負の整数のいずれかが
返されます。
v DSJE.BADHANDLE: JobHandle が無効です。
v DSJE.BADSTATE ジョブが正しい状態ではない (コンパイル済み、実行はされていない)。
v DSJE.BADPARAM ParamName に指定したパラメーターがジョブ内に存在しない
v DSJE.BADVALUE ParamValue が、指定したパラメーター・タイプに対して適切でない

例 1
次のコマンドでは、ジョブ qsales の quarter パラメーターを 1 に、startdate パラメーターを 1/1/97 に設
定しています。
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "quarter", "1")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "startdate", "1997-01-01")

例 2
この例では、ジョブ qsales で PS1 というパラメーター・セットを使用します。このパラメーター・セット
には、2 つのパラメーター P1 および P2 が含まれていて、デフォルト値はそれぞれ P1def および P2def
です。このパラメーター・セットに対して、値セット VSetA が定義されていて、P1 および P2 の値はそれ
ぞれ P1A および P2A です。
デフォルトでは、ジョブは、パラメーター・セット PS1 からのデフォルト値を使用します。この場合、使
用されるパラメーター値は、P1=P1def および P2=P2def です。
次のコマンドでは、値セット VSetA からパラメーターの値を設定します。この場合、使用されるパラメー
ター値は、P1=P1A および P2=P2A です。
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1", "VsetA")

次のコマンドでは、値セット VSetA からパラメーターの値を設定し、パラメーター P2 の値を値 P2X でオ
ーバーライドします。この場合、使用されるパラメーター値は P1=P1A および P2=P2X です。
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1", "VsetA")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1.P2", "P2x")
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DSSetUserStatus
DSSetUserStatus ルーチンを使用して、別のジョブからの問い合わせに対する完了コードを設定できます。
このルーチンは現在のジョブのみに適用され、JobHandle パラメーターはとりません。
このルーチンは、JobControl ルーチンまたは After ルーチン内の任意のジョブで使用でき、別のジョブか
らの問い合わせに対して完了コードを設定できます。事実、このコードは、ジョブの任意の個所で使用で
き、最後の設定が任意の時点で適用されます。 ジョブの実際の終了コードを正確に取得するためには、あ
らかじめ呼び出し側で DSWaitForJob および DSGetJobInfo を使用して正常な終了状況を確認しておきま
す。
エラーがないため、次のルーチンは、関数ではなく、サブルーチンとして定義されます。

構文
Call DSSetUserStatus (UserStatus)

UserStatus ストリングは、ユーザーが定義した任意の終了メッセージです。 このストリングは、呼び出し
側のジョブのログに適切な「制御」イベントの一部として記録され、DSGetJobInfo で取得するためのスト
リングとして格納されます。それ以前に格納されていたストリングは上書きされます。
このストリングとして負の整数を指定することはできません。指定した場合は、DSGetJobInfo の内部エラ
ーと区別できなくなるおそれがあります。

例
次のコマンドでは、「sales job done」の終了コードを設定しています。
Call DSSetUserStatus("sales job done")

DSStopJob
DSStopJob 関数を使用して、ランタイム・エンジンに直ちに停止要求を送ることができます。この関数は、
DSRunJob を発行した後でのみ使用します。
呼び出しは非同期です。 ジョブが実際に停止したことを確認する場合には、DSWaitForJob を呼び出すか、
Sleep ステートメントを使用して DSGetJobStatus を監視する必要があります。 停止要求が、ジョブの現在
の状況に関係なく送信されます。

構文
ErrCode = DSStopJob (JobHandle)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
ErrCode は、DSStopJob が正常に完了すれば 0、そうでない場合は次のようになります。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales に対して停止要求を送信しています。
stoperr = DSStopJob(qsales_handle)
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DSTransformError
DSTransformerError 関数を使用して、警告メッセージをジョブ・ログ・ファイルに記録できます。この関数
は、変換処理からだけ呼び出せます。

構文
Call DSTransformError (Message, TransformName)

Message (入力) は、記録しておく警告メッセージです。 Message の先頭には、現在のステージと呼び出し
側の変換処理の名前が自動的に挿入されます。
TransformName (入力) には、DSTransformError サブルーチンを呼び出す変換処理の名前を指定します。

備考
DSTransformError は、警告としてメッセージ、そのほかの情報をジョブ・ログ・ファイルに書き込み、変
換処理に返します。 ジョブに警告回数の上限が定義されている場合、警告の回数が上限に達すると、呼び
出しは返されずにジョブが中止されます。
警告メッセージに加えて、DSTransformError は、現在のステージに接続されているすべての入力と出力の
リンクに関して、現在の行に含まれるすべての列の値を記録します。

例
Function MySqrt(Arg1)
If Arg1 < 0 Then
Call DSTransformError("Negative value:"Arg1, "MySqrt")
Return("0")
;*transform produces 0 in this case
End
Result = Sqrt(Arg1) ;* else return the square root
Return(Result)

DSTranslateCode
DSTranslateCode 関数を使用して、ジョブ制御状況またはエラー・コードを説明用のテキスト・メッセージ
に変換できます。

構文
Ans = DSTranslateCode(Code)

Code は、次のように評価されます。
v

Code > 0 の場合、ジョブ状況として評価されます。

v

Code < 0 の場合、エラー・コードとして評価されます。

v

(0 は指定しないようにしてください。指定した場合は「no error」が返されます。)

Ans には、コードに関連づけられたメッセージが返されます。

備考
Code が認識されない場合は、Ans にレポートされます。

例
code$ = DSGetLastErrorMsg()
ans$ = DSTranslateCode(code$)
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DSWaitForFile
DSWaitForFile 関数を使用して、指定されたファイルが作成されるまで、または存在しなくなるまで、ジョ
ブを中断できます。

構文
Reply = DSWaitForFile(Parameters)

Parameters には、待機するファイルのフルパスを指定します。 パスが有効であるかどうか (指定したパス
内すべてのディレクトリーが存在するかどうか、など) は確認されません。 パス名の先頭に「-」というフ
ラグを付けると、パスが存在しないかどうかが確認されます。 このフラグは、パス名の一部ではありませ
ん。
パラメーターは「timeout:NNNN」または「timeout=NNNN」) という形式で終わることもできます。これ
は、待機するのをやめるまでのデフォルト以外の時間を示します。 幾つかの形式で指定できます (大文字
小文字は区別しません)。
v nnn 待機する秒数 (現時点から)
v nnnS 同上
v nnnM 待機する分数 (現時点から)
v nnnH 待機する時間数 (現時点から)
v nn:nn:nn 待機の制限時刻 (24 時間表記の HH:MM:SS)。 この時間または nn:nn 時間が過ぎている場合
は、次の日まで待ちます。
デフォルトのタイムアウトは「12H」と同じです。
オプションとして、この形式の最後に「/nn」を付加できます。これはポーリング遅延時間の秒数です。省
略した場合、デフォルトのポーリング時間が使われます。
Reply は次のいずれかになります。
v DSJE.NOERROR (0) OK - フラグに応じて、ファイルが存在することまたは存在しないことが確認され
る
v DSJE.BADTIME タイムアウトのフォーマットが無効
v DSJE.NOFILEPATH ファイル・パスが見つからない
v DSJE.TIMEOUT タイムアウト

例
Reply = DSWaitForFile("C:¥ftp¥incoming.txt timeout:2H")

(C: の指定ファイルが作成されるまで 7200 秒間待機します)
Reply = DSWaitForFile("-incoming.txt timeout=15:00")

(ローカル・ディレクトリーのファイルが存在しなくなるのを午後 3 時まで待ちます)
Reply = DSWaitForFile("incoming.txt timeout:3600/60")

(ローカル・ディレクトリー内の指定ファイルが作成されるまで 1 時間待機します。1 分に一度、存在を確
認します。)
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DSWaitForJob
DSWaitForJob 関数を使用して、処理が次の BASIC ステートメントに継続する前に、ジョブ (1 つでも複
数でも可) を待機させることができます。
現在のジョブが特定の JobHandle で DSRunJob を発行した場合にだけ、この関数が有効です。 ハンドル
がリストにあるいずれかのジョブが終了している場合、DSWaitForJob 関数は即時に値を返します。 どのジ
ョブも終了していない場合、DSWaitForJob 関数は、いずれかのジョブが終了するとすぐに値を返します。

構文
ErrCode = DSWaitForJob (JobHandle)

JobHandle には、DSAttachJob で取得したストリングを指定します。 コンマが含まれている場合、
JobHandle は一連のコンマ区切りのジョブ・ハンドルで、待機する複数のジョブのリストを示します。
ErrCode には、エラーがなければ 0 が、エラーがあればそのエラー・コード (<0) が返されます。
v DSJE.BADHANDLE ジョブ・ハンドルが無効
v DSJE.WRONGJOB このジョブ・ハンドルのジョブは、このジョブからは実行されていない
ErrCode が >0 の場合は、複数ジョブを待っている状態で完了したジョブのハンドルです。

備考
DSWaitForJob は、単一ジョブか複数ジョブのいずれかを待機します。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales を待機しています。
WaitErr = DSWaitForJob(qsales_handle)

DTX 関数
構文
DTX (number [ ,size] )

説明
DTX 関数を使用すると、10 進整数を 16 進に変換できます。
size は、16 進文字ストリングに必要な最小サイズを示します。このフィールドは、必要に応じて 0 が補わ
れます。
number が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。size が、NULL 値である場合、DTX 関
数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
X = 25
Y = DTX (X)
PRINT Y
Y = DTX (X,4)
PRINT Y
END

次のプログラム出力が得られます。
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0019

EBCDIC 関数
構文
EBCDIC (expression)

説明
EBCDIC 関数を使用すると、expression の各文字を ASCII 表記値から EBCDIC 表記値へ変換できます。
EBCDIC 関数と ASCII 関数は補数演算を行います。ASCII コードで表現されないデータの結果は不定で
す。
expression が NULL 値として評価されると、EBCDIC 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・
エラー・メッセージを出力して終了します。

例
X = ’ABC 123’
Y = EBCDIC(X)
PRINT "ASCII", "EBCDIC", " X "
PRINT "------", "-----", "---"
FOR I = 1 TO LEN (X)
PRINT SEQ(X[I,1]) , SEQ(Y[I,1]),X[I,1]
NEXT I

次のプログラム出力が得られます。
ASCII
-----65
66
67
32
49
50
51

EBCDIC
----193
194
195
64
241
242
243

X
--A
B
C
1
2
3

変換表
以下の表には、EBCDIC BASIC 関数で使用される変換情報をリストしてあります。
ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

00

00

40

7C

80

04

C0

75

01

01

41

C1

81

06

C1

76

02

02

42

C2

82

08

C2

77

03

03

43

C3

83

09

C3

78

04

37

44

C4

84

0A

C4

8A

05

2D

45

C5

85

13

C5

8B

06

2E

46

C6

86

14

C6

8C

07

2F

47

C7

87

15

C7

8D

08

16

48

C8

88

17

C8

8E

09

05

49

C9

89

1A

C9

8F

0A

25

4A

D1

8A

1B

CA

9A
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ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

0B

0B

4B

D2

8B

20

CB

9B

0C

0C

4C

D3

8C

21

CC

9C

0D

0D

4D

D4

8D

22

CD

9D

0E

0E

4E

D5

8E

23

CE

9E

0F

0F

4F

D6

8F

24

CF

9F

10

10

50

D7

90

28

D0

A0

11

11

51

D8

91

29

D1

AA

12

12

52

D9

92

2A

D2

AB

13

3A

53

E2

93

2B

D3

AC

14

3C

54

E3

94

2C

D4

AD

15

3D

55

E4

95

30

D5

AE

16

32

56

E5

96

31

D6

AF

17

26

57

E6

97

33

D7

B0

18

18

58

E7

98

34

D8

B1

19

19

59

E8

99

35

D9

B2

1A

3F

5A

E9

9A

36

DA

B3

1B

27

5B

80

9B

38

DB

B4

1C

1C

5C

E0

9C

39

DC

B5

1D

1D

5D

90

9D

3B

DD

B6

1E

1E

5E

5F

9E

3E

DE

B7

1F

1F

5F

6D

9F

41

DF

B8

20

40

60

79

A0

42

E0

B9

21

5A

61

81

A1

43

E1

BA

22

7F

62

82

A2

44

E2

BB

23

7B

63

83

A3

45

E3

BC

24

5B

64

84

A4

46

E4

BD

25

6C

65

85

A5

47

E5

BE

26

50

66

86

A6

48

E6

BF

27

7D

67

87

A7

49

E7

CA

28

4D

68

88

A8

4A

E8

CB

29

5D

69

89

A9

4F

E9

CC

2A

5C

6A

91

AA

51

EA

CD

2B

4E

6B

92

AB

52

EB

CE

2C

6B

6C

93

AC

53

EC

CF

2D

60

6D

94

AD

54

ED

DA

2E

4B

6E

95

AE

55

EE

DB

2F

61

6F

96

AF

56

EF

DC

30

F0

70

97

B0

57

F0

DD

31

F1

71

98

B1

58

F1

DE

32

F2

72

99

B2

59

F2

DF

33

F3

73

A2

B3

62

F3

E1
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ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

34

F4

74

A3

B4

63

F4

EA

35

F5

75

A4

B5

64

F5

EB

36

F6

76

A5

B6

65

F6

EC

37

F7

77

A6

B7

66

F7

ED

38

F8

78

A7

B8

67

F8

EE

39

F9

79

A8

B9

68

F9

EF

3A

7A

7A

A9

BA

69

FA

FA

3B

5E

7B

C0

BB

70

FB

FB

3C

4C

7C

6A

BC

71

FC

FC

3D

7E

7D

D0

BD

72

FD

FD

3E

6E

7E

A1

BE

73

FE

FE

3F

6F

7F

07

BF

74

FF

FF

ECHO ステートメント
構文
ECHO {ON | OFF | expression}

説明
ECHO ステートメントは、画面への入力文字の表示を制御します。
ECHO ON を指定すると、それ以降の入力文字は画面上に表示またはエコー表示されます。ECHO OFF を
指定すると、次の入力文字は INPUT ステートメント変数に割り当てられますが、画面には表示されませ
ん。
文字の表示をオフにすると、キーボードでカーソルの移動やパスワード情報の入力を行う場合に便利です。
expression が真として評価される場合、ECHO は ON になります。expression が偽として評価される場
合、ECHO は OFF になります。expression が NULL 値として評価される場合は、偽として扱われるので
ECHO は OFF になります。

例
PROMPT ""
ECHO OFF
PRINT "ENTER YOUR PASSWORD"
INPUT PWORD
ECHO ON

次のプログラム出力が得られます。
ENTER YOUR PASSWORD

END ステートメント
構文
END
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説明
END ステートメントを使用すると、BASIC プログラムまたは IF ステートメントまたは OPEN ステート
メントのセクションを終了することができます。
END ステートメントは BASIC プログラムの末尾に置かれるステートメントで、プログラムの論理的な完
結を表します。 IF、READ、または OPEN ステートメントに対応しない END ステートメントが検出され
ると、プログラムの実行は終了します。END ステートメントの後ろにはコメントを指定できます。
END ステートメントは、プログラム本体の条件ステートメントにも使用できます。この場合、END は複
数の文の条件節の終わりを示します。

INFORMATION と REALITY フレーバー
INFORMATION と REALITY フレーバーでは、最後の END ステートメントがないと警告メッセージが表
示されます。$OPTIONS ステートメントの END.WARN オプションは、警告メッセージを同じ条件の元の
IDEAL、IN2、PICK、および PIOPEN フレーバーに印刷します。

例
A="YES"
IF A="YES" THEN
PRINT "THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY"
PRINT "WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’."
END
*
PRINT
PRINT "THIS IS THE END OF THE PROGRAM"
END ; * END は最後に実行されるステートメント

次のプログラム出力が得られます。
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM

END CASE 文
END CASE 文を使用すると、一連の CASE 文を終了できます。

END TRANSACTION ステートメント
END TRANSACTION ステートメントは、トランザクションの終了後に処理を継続する位置を指定しま
す。

ENTER ステートメント
構文
ENTER subroutine
variable = ’subroutine’
ENTER @variable

説明
ENTER ステートメントは、プログラム制御を呼び出し側のプログラムから外部サブルーチンに移し、呼び
出し側のプログラムには戻しません。 サブルーチンは、コンパイルとカタログを済ませておく必要があり
ます。
BASIC 言語リファレンス
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ENTER ステートメントは、CALL ステートメントに似ていますが、ENTER ステートメントでは、プログ
ラム・フローが入力されたプログラムから呼び出し側プログラムに戻りません (CALL ステートメントを参
照)。また、ENTER ステートメントは引数を指定できません。
PIOPEN フレーバーでは、ENTER ステートメントと CALL ステートメントは同じ機能です。 つまり、引
数が指定できて制御は呼び出し側のプログラムに戻ります。
外部サブルーチンへは、直接的または間接的に移行できます。 サブルーチンに間接的に移行するには、カ
タログされたサブルーチンの名前を変数または配列のエレメントに割り当てます。 この変数または配列エ
レメントの名前の先頭にアットマーク (@) を付加して、ENTER ステートメントのオペランドに指定しま
す。
subroutine が NULL 値として評価されると、ENTER ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
次のプログラムは、カタログされたプログラムの PROGRAM2 に制御を渡します。
ENTER PROGRAM2

EOF(ARG.)関数
構文
EOF(ARG.)

説明
EOF(ARG.) 関数は、コマンド・ラインの引数ポインターが最後のコマンド・ライン引数を超えたかどうか
を判断します。ARG. は、EOF(ARG.) 関数の構文の一部で、省略はできません。EOF(ARG.) は、ポインタ
ーが最後のコマンド・ライン引数を超えている場合は 1 (true) を返し、そうでない場合には 0 (false) を返
します。
GET(ARG.) ステートメントと SEEK(ARG.) ステートメントの arg# 引数は、EOF(ARG.) 関数の値に影響
します。

EQS 関数
構文
EQS (array1, array2)
CALL -EQS (return.array, array1, array2)
CALL !EQS (return.array, array1, array2)

説明
EQS 関数は、ある動的な配列のエレメントが別の動的な配列のエレメントと等しいかどうかをチェックし
ます。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと比較されます。 2 つのエレメントが等しけれ
ば、動的な配列の対応するエレメントで 1 が返されます。 2 つのエレメントが等しくなければ、0 が返さ
れます。 一方の動的な配列のエレメントと対応するエレメントが他方の動的な配列にない場合は、0 が返
されます。 対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては
NULL が返されます。
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サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A=1:@VM:45:@SM:3:@VM:"one"
B=0:@VM:45:@VM:1
PRINT EQS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
0V1S0V0

EQUATE ステートメント
構文
EQU[ATE] symbol TO expression [ ,symbol TO expression ...]
EQU[ATE] symbol LIT[ERALLY] string [ ,symbol LIT string ...]

説明
EQUATE ステートメントで、symbol は expression または string の値を表します。プログラムではこの 2
つを同じ目的で使用できます。 プログラムがコンパイルされる際、symbol が出現するたびに、expression
または string の値で置き換えられます。この値はオブジェクト・コードとしてコンパイルされるので、プ
ログラムの実行のたびに再割り当てをする必要はありません。
1 つの EQUATE ステートメントで複数の記号を定義できます。symbol は数値にはできません。
symbol は、一回のみ定義できます。それ以降の EQUATE ステートメントはコンパイラー・エラーとなり
ます。これは、コンパイラーはステートメントを構文解析する前に記号を解釈するからです。
コネクターとして TO を使用すると、オブジェクトには任意の BASIC 式を指定できます。 コネクターと
して LIT または LITERALLY を使用するときは、オブジェクトはストリングでなければなりません。
RAID は EQUATE 記号を認識しません。RAID セッションではオブジェクト値を使用する必要がありま
す。
BASIC コンパイラーでは、メモリー量以外に EQUATE 文の数に関する制限はありません。
symbol が BASIC 関数の名前と同じ場合、その関数はプログラムで使用できません。無効にされた関数と
同じ名前のステートメントがあれば、そのステートメントも無効にされます。

例
次の例では、A はストリングの JANE として設定されます。
JANE="HI"
EQUATE A TO "JANE"

次の例では、B は変数の JANE として設定されます。
EQUATE B LIT "JANE"
PRINT "A IS EQUAL TO ":A
PRINT "B IS EQUAL TO ":B

次のプログラム出力が得られます。
A IS EQUAL TO JANE
B IS EQUAL TO HI
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次の例では、COST は式の PRICE*QUANTITY の値として設定されます。
EQUATE COST LIT "PRICE * QUANTITY"
PRICE=3;QUANTITY=7
PRINT "THE TOTAL COST IS $": COST

次のプログラム出力が得られます。
THE TOTAL COST IS $21

次の例は、EQUATE ステートメントによる複数の記号の設定を示します。
EQUATE C TO "5",
D TO "7",
E LIT "IF C=5 THEN PRINT ’YES’"
PRINT "C+D=": C+D
E

次のプログラム出力が得られます。
C+D=12
YES

EREPLACE 関数
構文
EREPLACE (expression, substring, replacement [,occurrence [,begin]
] )

説明
EREPLACE 関数を使用すると、expression 内の substring を他のサブストリングに置換できます。
occurrence を指定しないと、substring が出現するたびに置換されます。
occurrence には、置換する substring の出現回数を指定します。すべての出現を置換するには、1 より小さ
い数を occurrence に指定します。
begin には、置換する最初の出現を指定します。begin が省略されるか、1 より小さい場合、デフォルトの
1 になります。
substring が空白ストリングの場合、replacement が、expression の接頭部となります。replacement が空白ス
トリングの場合、substring のすべての出現が削除されます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。substring、replacement、occurrence、ま
たは begin が NULL 値として評価されると、EREPLACE 関数は正しく実行されずプログラムはランタイ
ム・エラー・メッセージを出力して終了します。
EREPLACE 関数は、substring が空白ストリングとして評価される時以外、CHANGE 関数のように作用し
ます。

例
A = "AAABBBCCCDDDBBB"
PRINT EREPLACE (A,"BBB","ZZZ")
PRINT EREPLACE (A,"","ZZZ")
PRINT EREPLACE (A,"BBB","")

次のプログラム出力が得られます。
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AAAZZZCCCDDDZZZ
ZZZAAABBBCCCDDDBBB
AAACCCDDD

ERRMSG ステートメント
構文
ERRMSG message.ID [ ,message.ID ...]

説明
ERRMSG ステートメントは、ERRMSG ファイルのフォーマット化されたエラー・メッセージを出力しま
す。
message.ID は画面上に表示されるメッセージのレコード ID として評価される式です。それ以外の式は、
エラー・メッセージに含める引数として評価されます。
message.ID が NULL 値と評価された場合、デフォルトのエラー・メッセージが印刷されます。
Message ID is NULL:

undefined error

標準ピック ERRMSG ファイルは、InfoSphere DataStageと一緒に提供されます。ユーザーは、次の構文に
基づいてレコード内にローカルの ERRMSG ファイルを構築できます。 各フィールドは、次の表に示すい
ずれかのコードで開始しなければなりません。
表 31. ERRMSG ファイルのコード
コード

アクション

A[(n)]

次の引数を左揃えで表示します。n には、フィールド長を
指定します。

D

システム日付を表示します。

E [string]

大括弧内にメッセージのレコード ID を表示します。
string が ID の後に表示されます。

H [string]

string を表示します。

L [(n)]

改行を出力します。n には改行数を指定します。

R [(n)]

次の引数を右揃えで表示します。n には、フィールド長を
指定します。

S [(n)]

行の始めから n 個のブランク・スペースを出力します。

T

システム時刻を表示します。

例
>ED ERRMSG 17 lines long.
----: P0001: HBEGINNING OF ERROR MESSAGE
0002: L
0003: HFILE NAMED "
0004: A
0005: H" NOT FOUND.
0006: L
0007: H END OF MESSAGE
Bottom at line 7
----: QOPEN ’SUN.SPORT’ TO test
THEN PRINT "File Opened" ELSE ERRMSG "1", "SUN.SPORT"

次のプログラム出力が得られます。
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BEGINNING OF ERROR MESSAGE
FILE NAMED "SUN.SPORT" NOT FOUND.
END OF MESSAGE

EXCHANGE 関数
構文
EXCHANGE (string, xx, yy)

説明
EXCHANGE 関数は、ある文字を別の文字に置き換えるか、指定される文字のすべての出現を削除します。
string は、その文字が置換または削除されるストリングとして評価される式です。string が NULL 値とし
て評価される場合、NULL が戻ります。
xx は置換される文字として評価される 16 進表記の式です。
yy は置換文字として評価される式です。これも 16 進表記です。
yy が FF である場合、xx のすべての出現が削除されます。 xx または yy が、2 文字未満の場合、変換は
行われません。xx または yy が NULL 値である場合、EXCHANGE 関数は正しく実行されずプログラムは
ランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
注: 0x80 は、@NULL としてではなく @NULL.STR として扱われます。
NLS が有効である場合、EXCHANGE は、文字を評価するために xx と yy の最初の 2 バイトのみを使用
します。EXCHANGE 関数による次の文字の評価に注意してください。
対象バイト
評価結果
00 から FF
00 から FF
00 から FA
0000 から FA の Unicode 文字
FB から FE
システム区切り文字

例
次の例で、41 は文字 A の 16 進値、2E はピリオド (.) の 16 進値です。
PRINT EXCHANGE(’ABABC’,’41’,’2E’)

次のプログラム出力が得られます。
.B.BC

EXECUTE ステートメント
構文
EXECUTE commands [CAPTURING variable] [PASSLIST
[dynamic.array] ]
[RTNLIST [variable] ] [ {SETTING | RETURNING}
variable]
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EXECUTE commands [ ,IN < expression] [ ,OUT > variable]
[ ,SELECT[ (list) ] < dynamic.array] [ ,SELECT[ (list) ] >
variable]
[ ,PASSLIST [ (dynamic.array) ] ] [ ,STATUS > variable]
EXECUTE commands [ ,//IN. < expression] [ ,//OUT. > variable]
[ ,//SELECT.[ (list) ] < dynamic.array] [ ,//SELECT.[
(list) ] > variable]
[ ,//PASSLIST.[ (dynamic.array) ] ] [ ,//STATUS. >
variable]

説明
EXECUTE ステートメントは、BASIC プログラム内で InfoSphere DataStage コマンドを実行して、
EXECUTE ステートメントに続くステートメントに制御を返します。
EXECUTE は、実行したコマンドに対する新しい環境を作成します。この新しい環境は、現行プロンプト
の値、現行プリンター状況、Break キー・カウンター、インライン・プロンプトの値、KEYEDIT ステート
メント、KEYTRAP ステートメント、および KEYEXIT ステートメントによって初期化されます。新しい
環境で以上のいずれかの値が変化しても、その変化が呼び出し側の環境に戻されることはありません。新し
い環境では、スタックに格納された @ 変数は 0 に初期化されるか新しい環境に応じて設定されます。 ス
タックに格納されない @ 変数は、EXECUTE と呼び出し側の環境の間で共有されます。
commands は、センテンス、パラグラフ、動詞、プロシージャー、メニュー、または BASIC プログラムに
なります。UniVerse パラグラフに指定するのと同じように、複数のコマンドを EXECUTE ステートメント
に指定できます。各コマンドまたは行は、フィールド・マーク (ASCII CHAR 254) で区切る必要がありま
す。
EXECUTE ステートメントの主な構文は 2 つです。 第 1 の構文では、オプションをスペースで区切りま
す。 第 2 および第 3 の構文では、オプションをコンマで区切ります。 第 3 の構文では、キーワードの
前に来る「//」とキーワードに続くピリオドはオプションになります。コンパイラーはこれらのマークを無
視します。第 2 と第 3 の構文は、スラッシュとピリオドを除けば同じです。
第 1 の構文で、CAPTURING 節は実行されたコマンドの出力を variable に割り当てます。 PASSLIST 節
は、現在のアクティブな選択リストまたは式を選択リスト 0 として使用するようにコマンドに渡します。
RTNLIST オプションは、コマンドの作成する選択リスト 0 を variable に割り当てます。 variable を指定
しなければ RTNLIST 節は無視されます。 SETTING または RETURNING 節を使用すると、最後に実行
されたコマンドの @SYSTEM.RETURN.CODE が variable で置き換えられます。
第 2 の構文では、実行されるコマンドは IN 節の expression の値を入力として使用します。 IN 節を使用
する場合は DATA キューは呼び出し側に戻され、それ以外はデータは環境間で共有されます。OUT 節
は、コマンドの出力を variable に割り当てます。 SELECT 節では、expression に格納される選択リストを
選択リストとしてコマンドに提示したり、コマンドの作成する選択リストを variable に割り当てたりでき
ます。 list を指定しないと選択リスト 0 が使用されます。 PASSLIST 節は、現在のアクティブな選択リ
ストをコマンドに渡します。list を指定しないと、現在のプログラム環境の選択リスト 0 が実行されるコ
マンド環境の選択リスト 0 として渡されます。 STATUS 節は、最後に実行されたコマンドの
@SYSTEM.RETURN.CODE を variable に格納します。
次の場合は、EXECUTE ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセー
ジを出力して終了します。
v IN 節の dynamic.array または expression が NULL 値に評価される場合。
v コマンド式が NULL 値に評価される場合。
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トランザクションでは、次の InfoSphere DataStage コマンドと SQL ステートメントだけを EXECUTE で
使用できます。
CHECK.SUM INSERT SEARCH SSELECT COUNT LIST SELECT (RetrieVe) STAT DELETE (SQL)
LIST.ITEM SELECT (SQL) SUM DISPLAY LIST.LABEL SORT UPDATE ESEARCH RUN SORT.ITEM

INFORMATION フレーバー
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、オプションを指定しない EXECUTE ステートメントは
PERFORM ステートメントと同じです。 この場合、実行されたコマンドは呼び出し側の BASIC プログラ
ムと同じ環境を維持します。$OPTIONS ステートメントで EXEC.EQ.PERF オプションを使用すると、
EXECUTE はそのほかのフレーバーの PERFORM と同じ機能になります。

例
次の例は、ネスト構造の SELECT を実行して CAPTURING、RTNLIST、および PASSLIST キーワードの
使用法を明らかにします。
CMD = "SELECT VOC WITH TYPE = V"
EXECUTE CMD RTNLIST VERBLIST1
CMD = "SELECT VOC WITH NAME LIKE ...LIST..."
EXECUTE CMD PASSLIST VERBLIST1 RTNLIST VERBLIST2
CMD = "LIST VOC NAME"
EXECUTE CMD CAPTURING RERUN PASSLIST VERBLIST2
PRINT RERUN

このプログラムは、まず動詞を定義するすべての VOC エントリーを選択して、その選択リストを変数の
VERBLIST1 に渡します。 次に、名前にストリングの LIST が含まれるすべての動詞を VERBLIST1 から
選択して、新しい選択リストを VERBLIST2 に渡します。 VERBLIST2 のリストは LIST コマンドに渡さ
れ、その結果は変数の RERUN に取り込まれて、最後に出力が行われます。

EXIT ステートメント
構文
EXIT

説明
EXIT ステートメントを使用すると、説明ループの実行を終了したり、ループの NEXT ステートメントま
たは REPEAT ステートメント以降の分への分岐と説明ループの実行を終了できます。EXIT ステートメン
トは、1 つのループを正確に終了します。ループがネスト構造の場合は、EXIT ステートメントが内部ルー
プで実行されても外部ループは制御を維持します。

例
COUNT = 0
LOOP
WHILE COUNT < 100 DO
INNER = 0
LOOP
WHILE INNER < 100 DO
COUNT += 1
INNER += 1
IF INNER = 50 THEN EXIT
REPEAT
PRINT "COUNT = ":COUNT
REPEAT
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次のプログラム出力が得られます。
COUNT = 50
COUNT = 100

EXP 関数
構文
EXP (expression)

説明
EXP 関数を使用すると、expression で指定された指数で累乗された「e」の値を返すことができます。値
「e」は、約 2.71828 です。expression は、数値として評価される必要があります。
expression が大きすぎたり、小さすぎると、警告メッセージが表示されて、0 が戻ります。expression が
NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
EXP 関数で使用される式は、次のように計算を実行します。
value of EXP function = 2.71828**(expression)

例
X=5
PRINT EXP(X-1)

次のプログラム出力が得られます。
54.5982

EXTRACT 関数
構文
EXTRACT (dynamic.array, field# [,value# [,subvalue#] ] )
variable < field# [ ,value# [ ,subvalue#] ] >

説明
EXTRACT 関数は、動的な配列の指定されるフィールド、数値、またはサブ値のデータ内容にアクセスし
ます。 データの抽出はどちらの構文でも行えます。 第 1 の構文は EXTRACT キーワード、第 2 の構文
は不等号括弧を使用します。
dynamic.array は、抽出されるフィールド、値、またはサブ値を検出できる配列として評価される式です。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
field# には、動的配列内のフィールドを指定します。value# には、フィールド内の値を指定します。
subvalue# には、値内のサブ値を指定します。これらの引数は区切り文字式と呼ばれます。区切り文字式の
数値は、フィールド、数値、またはサブ値のどれを抽出するかを指定します。value# と subvalue# はオプ
ションです。
EXTRACT 関数として使われる不等号括弧は代入ステートメントの右側です。代入ステートメントの左側
の不等号括弧は、REPLACE 関数が実行されることを示します (例については、REPLACE 関数を参照して
ください)。
第 2 の構文は、不等号括弧を使用して動的な配列からデータを抽出します。variable には、抽出されるデ
ータを含む動的配列を指定します。field#、value#、および subvalue# は、区切り文字式です。
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区切り文字式のさまざまな用法から得られる 5 つの結果を次に示します。
ケース 1:
field#、value#、および subvalue# が、省略されるか、0 と評価される場合、空白ストリングが戻り
ます。
ケース 2:
value# および subvalue# が、省略されるか、0 と評価される場合、フィールド全体が抽出されま
す。
ケース 3:
subvalue# が、省略されるか、0 と指定され、value# および field# が、ゼロ以外と評価される場
合、指定したフィールド内の指定した値全体が抽出されます。
ケース 4:
field#、value#、および subvalue# がすべて指定されて、すべてがゼロ以外である場合、指定したサ
ブ値が抽出されます。
ケース 5:
field#、value#、または subvalue# が NULL 値として評価されると、EXTRACT 関数は正しく実行
されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
上位レベルの区切り文字式の値が 0 で下位レベルの区切り文字が 0 より大きければ、1 であるとみなされ
ます。区切り文字式の最上位から最下位の順は、フィールド、数値、およびサブ値です。
EXTRACT 関数が、値が NULL 値であるエレメントの従属エレメントを参照する場合、NULL が戻りま
す。

例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
VAR=1:@FM:4:@VM:9:@SM:3:@SM:5:@FM:1:@VM:0:@SM:7:@SM:3
Z=EXTRACT(VAR,1,0,0)
PRINT Z
*
Z=VAR<1,1,1>
PRINT Z
*
Z=EXTRACT(VAR,2,1,1)
PRINT Z
*
Z=VAR<3,2,3>
PRINT Z
*
Z=EXTRACT(VAR,10,0,0)
PRINT Z
*
Z=EXTRACT(VAR,2,2,0)
PRINT Z
*

次のプログラム出力が得られます。
1
1
4
3
9S3S5
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FADD 関数
構文
FADD (number1, number2)
CALL !FADD (return.array, number1, number2)

説明
FADD 関数は、2 つの数値の間で浮動小数点加算を実行します。 いずれかの数値が NULL 値として評価
される場合、NULL が戻ります。number1 か number2 のいずれかが NULL 値として評価される場合、
NULL が戻ります。return.array は、number1 に number2 を足したものと等価です。
この関数は、既存のソフトウェアとの互換性のために提供されています。 + 演算子で浮動小数点加算を実
行することもできます。

例
PRINT FADD(.234,.567)

次のプログラム出力が得られます。
0.801

FDIV 関数
構文
FDIV (number1, number2)
CALL !FDIV (return.array, number1, number2)

説明
FDIV 関数は、2 つの数値の間で浮動小数点除算を実行します。number1 が、number2 で除算されます。
return.array は、number2 で除算された number1 と等価です。number2 が 0 の場合は、ランタイム・エラ
ー・メッセージが作成され、関数に対して 0 が戻ります。いずれかの数値が NULL 値として評価される
場合、NULL が戻ります。
この関数は、既存のソフトウェアとの互換性のために提供されています。 / 演算子で浮動小数点除算を実
行することもできます。

例
PRINT FDIV(.234,.567)

次のプログラム出力が得られます。
0.4127

FFIX 関数
構文
FFIX (number)

説明
FFIX 関数は、浮動小数点値を固定精度の数値ストリングに変換します。 number が NULL 値として評価
される場合、NULL が戻ります。
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この関数は、既存のソフトウェアとの互換性のために提供されています。

FFLT 関数
構文
FFLT (number)

説明
FFLT 関数は、数値を精度が 13 のストリングに丸めます。数値は、精度が必要な場合には浮動小数にも変
換されます。 number が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

FIELD 関数
構文
FIELD (string, delimiter, occurrence [ ,num.substr] )

説明
FIELD 関数を使用すると、string 内の指定した区切り文字の間にある 1 つ以上のサブストリングを返すこ
とができます。
delimiter は、フィールド・マーク、値マーク、サブ値マークを含むいずれかの文字として評価されます。
これは、サブストリングの始点および終端を区切ります。 delimiter が、複数の文字と評価されると、先頭
文字のみが使用されます。区切り文字は、サブストリングとともには返されません。
occurrence は、区切り文字の出現が、終了文字として使用されることを指定します。occurrence が 1 未満
の場合、1 とみなされます。
num.substr には、区切り文字で区切られている、返すサブストリングの数を指定します。num.substr の値が
空白ストリングか 1 未満の場合、1 とみなされます。1 つよりも多くのサブストリングが返される場合、
連続するサブストリングとともに区切り文字も返されます。
delimiter または occurrence のどちらかがストリング内にない場合、occurrence で 1 を指定しない限り、
空白ストリングが戻ります。 occurrence が 1 で、delimiter が検出されない場合は、ストリング全体が戻
ります。delimiter が空白ストリングの場合、ストリング全体が戻ります。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。string に CHAR(128) (すなわち
@NULL.STR) が含まれている場合、ストリング内の他の文字と同様に扱われます。delimiter、occurrence、
または num.substr が NULL 値として評価されると、FIELD 関数は正しく実行されずプログラムはランタ
イム・エラー・メッセージを出力して終了します。
FIELD 関数の機能は GROUP 関数と同じです。

例
D=FIELD("###DHHH#KK","#",4)
PRINT "D= ",D

変数 D は DHHH に設定されます。これは、区切り文字 # の 3 番目と 4 番目の間にあるデータが
DHHH であるからです。
REC="ACADABA"
E=FIELD(REC,"A",2)
PRINT "E= ",E
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変数 E は、「C」に設定されます。
VAR="?"
Z=FIELD("A.1234$$$$&&",VAR,3)
PRINT "Z= ",Z

Z は「?」がストリングに現れないので、空白ストリングに設定されます。
Q=FIELD("+1+2+3ABAC","+",2,2)
PRINT "Q= ",Q

2 つの連続するフィールドが、「+」の 2 回目の出現後に返されるように指定されたので、Q は「1+2」に
設定されます。
次のプログラム出力が得られます。
D=
E=
Z=
Q=

DHHH
C
1+2

FIELDS 関数
構文
FIELDS (dynamic.array, delimiter, occurrence [ ,num.substr] )
CALL -FIELDS (return.array, dynamic.array, delimiter, occurrence,
num.substr )
CALL !FIELDS (return.array, dynamic.array, delimiter, occurrence,
num.substr )

説明
FIELDS 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメント内に指定された区切り文字の間にあるサブスト
リングの動的配列を返すことができます。
delimiter は、値文字およびサブ値文字を含むいずれかの文字として評価されます。サブストリングの開始
と終了をマークします。 delimiter が、複数の文字と評価されると、先頭文字が使用されます。
occurrence は、区切り文字の出現が、終了文字として使用されることを指定します。occurrence が 1 未満
の場合、1 とみなされます。
num.substr には、区切り文字で区切られている、返すサブストリングの数を指定します。num.substr の値が
空白ストリングか 1 未満の場合、1 とみなされます。この場合は、区切り文字が連続するサブストリング
とともに返されます。 delimiter または occurrence がストリング内にない場合、occurrence で 1 を指定し
ない限り、空白ストリングが戻ります。occurrence が 1 で、指定した区切り文字が検出されない場合は、
エレメント全体が戻ります。occurrence が 1 で、delimiter が空白ストリングの場合は、空白ストリングが
戻ります。
dynamic.array が NULL 値である場合は、NULL が戻ります。dynamic.array 内のいずれかのエレメントが
NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻ります。delimiter、occurrence、または
num.substr が NULL 値として評価されると、FIELDS 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・
エラー・メッセージを出力して終了します。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
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例
A="000-P-0":@VM:"-H--O-":@SM:"N-I-T":@VM:"BC":@SM:"L-"
PRINT FIELDS(A,"-",2)

次のプログラム出力が得られます。
PVHSIVSL

FIELDSTORE 関数
構文
FIELDSTORE (string, delimiter, start, n, new.string)

説明
FIELDSTORE 関数は、指定される区切り文字で分割されるフィールドの挿入、削除、または置換を実行し
て文字ストリングを変更します。
string は変更される文字ストリングとして評価される式です。
delimiter は、フィールド・マーク、値マーク、サブ値マークを含むいずれかの単一 ASCII 文字として評価
されます。
start は、開始フィールド位置を指定する数値として評価されます。変更は、start で指定したフィールドで
始まります。start が string 内のフィールドの数より大きい場合、FIELDSTORE 関数が実行される前に、
必要な数だけ空フィールドが生成されます。
n には、string 内に挿入する new.string のフィールド数を指定します。n は、FIELDSTORE 処理の実行方
法を判別します。n が正の場合、string 内の n 個のフィールドが、new.string の最初の n 個のフィールド
で置換されます。 n が負の場合、string 内の n 個のフィールドが、new.string 内のすべてのフィールドで
置換されます。 n が 0 の場合、new.string 内のすべてのフィールドが start で指定されたフィールドの前
の string に挿入されます。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。delimiter、start、n、または new.string が
NULL である場合、FIELDSTORE 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージ
を出力して終了します。

例
Q=’1#2#3#4#5’
*
TEST1=FIELDSTORE(Q,"#",2,2,"A#B")
PRINT "TEST1= ",TEST1
*
TEST2=FIELDSTORE(Q,"#",2,-2,"A#B")
PRINT "TEST2= ",TEST2
*
TEST3=FIELDSTORE(Q,"#",2,0,"A#B")
PRINT "TEST3= ",TEST3
*
TEST4=FIELDSTORE(Q,"#",1,4,"A#B#C#D")
PRINT "TEST4= ",TEST4
*
TEST5=FIELDSTORE(Q,"#",7,3,"A#B#C#D")
PRINT "TEST5= ",TEST5

次のプログラム出力が得られます。
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TEST1=
TEST2=
TEST3=
TEST4=
TEST5=

1#A#B#4#5
1#A#B#4#5
1#A#B#2#3#4#5
A#B#C#D#5
1#2#3#4#5##A#B#C

FILEINFO 関数
構文
FILEINFO ( file.variable ,

key)

file.variable は、開いているファイルのファイル変数です。
key は、必要な特定の情報を示す数値です。 これらのキー番号の説明は、「FILEINFO 関数で用意されて
いるキーおよび数値」の表にあります。

説明
FILEINFO 関数を使用すると、指定したファイルの構成に関する情報 (パラメーター、モジュラスとロー
ド、オペレーティング・システムのファイル名、VOC 名など) を返すことができます。返される情報は、
ファイル・タイプとキーの値によって決まります。
最初の引数がファイル変数でなければ、0 を除くすべてのキーは空白ストリングを返します。 警告メッセ
ージも表示されます。 無効なキーを指定すると致命的エラーになります。

キーの等式名
等式名の挿入ファイルは、キー番号ではなくニーモニックを使用できるように用意されています。 挿入フ
ァイルは、FILEINFO.INS.IBAS という名前で UV アカウント・ディレクトリー内の INCLUDE ディレク
トリーに格納されています。 このファイルは、PIOPEN フレーバー・アカウントでは SYSCOM という名
前の VOC ファイル・ポインターを通して参照されます。$INCLUDE ステートメントは、次の例に示すよ
うに等式名を使用する場合にこのファイルを挿入します。 次の表に、シンボル名、数値、および説明を示
します。
表 32. FILEINFO 関数で用意されているキーおよび数値
シンボル名

値

説明

FINFO$IS.FILEVAR

0

file.variable が有効なファイル変数な
ら 1、それ以外は 0。

FINFO$VOCNAME

1

ファイルの VOC 名。

FINFO$PATHNAME

2

ファイルのパス名。

FINFO$TYPE

3

次に示すファイル・タイプ。
1 静的ハッシュ
3 動的ハッシュ
4 タイプ 1
5 順次
7 分散およびマルチボリューム

FINFO$HASHALG

4

ハッシュ・アルゴリズム。GENERAL
では 2、SEQ.NUM では 3。
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表 32. FILEINFO 関数で用意されているキーおよび数値 (続き)
シンボル名

値

説明

FINFO$MODULUS

5

現在のモジュラス。

FINFO$MINMODULUS

6

最小モジュラス。

FINFO$GROUPSIZE

7

1 KB 単位のグループ・サイズ。

FINFO$LARGERECORDSIZE

8

大規模レコード・サイズ。

FINFO$MERGELOAD

9

ロード・パラメーターのマージ。

FINFO$SPLITLOAD

10

ロード・パラメーターの分割。

FINFO$CURRENTLOAD

11

現在ロード中のファイル (%)。

FINFO$NODENAME

12

ファイルがローカル・システムにある
場合は空白ストリング、それ以外はフ
ァイルがあるノードの名前。

FINFO$IS.AKFILE

13

ファイルに 2 次索引がある場合は
1、それ以外は 0。

FINFO$CURRENTLINE

14

現在の行番号。

FINFO$PARTNUM

15

分散ファイルの場合は現在開いている
パート番号のリストを返します。

FINFO$STATUS

16

分散ファイルの場合は、各パートの最
後の入出力操作が各パートで成功した
か失敗したかを示すステータス・コー
ドのリストを返します。 -1 なら、対
応するパート・ファイルが開いていな
いことを示します。

FINFO$RECOVERYTYPE

17

ファイルが回復可能としてマークされ
ている場合は 1、それ以外は 0。 回
復可能機能が、ファイル・タイプ (例:
タイプ 1 ファイルおよびタイプ 19
ファイル) でサポートされていない場
合は、空白ストリングを返します。

FINFO$RECOVERYID

18

常に空白ストリングを返します。

FINFO$IS.FIXED.MODULUS

19

常に 0 を返します。

FINFO$NLSMAP

20

NLS が有効ならファイル・マップ
名、それ以外は空白ストリング。 マ
ップ名が uvconfig ファイルで指定さ
れるデフォルトなら、返されるストリ
ングはマップ名とそれに続く括弧内の
設定可能パラメーター名です。

FINFO$MAXKEYSIZE

21

指定されるファイルに書き込み可能な
キーの最大文字サイズを返します。
最大文字サイズは、分離値の影響を受
け、分離値の半分より大きくすること
はできません。例えば分離値が 4 な
ら、各グループは 2048 バイトで構成
され、最大のキーが 1024 バイトを超
えないことを意味します。 キーの最
大サイズは分離サイズに関係なく
2048 バイトです。
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表 32. FILEINFO 関数で用意されているキーおよび数値 (続き)
シンボル名

値

説明

FINFO$DISKCACHEMODE

22

0 - ファイルはディスク・キャッシュ
内にありません。
1 - ファイルは標準の読み取り/書き込
みモードのディスク・キャッシュ内に
あります。
2 - ファイルは読み取り専用モードの
ディスク・キャッシュ内にあります。

FINFO$PRECACHE

23

1 - ファイルはディスク・キャッシュ
にプリロード済みです。その他の場合
は 0 です。

FINFO$WRITEDEFER

24

1 - ファイルはディスク・キャッシュ
で遅延書き込み済みです。その他の場
合は 0 です。

FINFO$MAXOPTION

20

FINFO$ キーの最大数値。

STATUS 関数によって返される値
関数が正常に実行されると STATUS 関数は 0 を返し、関数が実行に失敗すると STATUS はゼロ以外の
値を返します。次の表に、キー、ファイル・タイプ、および key に対して戻り値を示します。
表 33. ファイル・タイプ別の FILEINFO の戻り値
キー

動的

ディレクトリー

分散

順次

0

1 = ファイルは開い
ている 0 = ファイル
は閉じている

1 = ファイルは開い
ている 0 = ファイル
は閉じている

コードの動的配列: 1
= ファイルは開いて
いる 0 = ファイルは
閉じている

1 = ファイルは開い
ている 0 = ファイル
は閉じている

1

VOC 名

VOC 名

VOC 名

VOC 名

2

ファイルのパス名

ファイルのパス名

VOC レコード順によ ファイルのパス名
る完全なパス名の動的
な配列 (VOC で使用
不可ファイルに対して
用いられるパス名)

3

3

4

7

5

4

2 = GENERAL

空白ストリング

コードの動的配列: 2
= GENERAL 3 =
SEQ.NUM

空白ストリング

3 = SEQ.NUM
5

現在のモジュラス

1

各パート・ファイルの
現在のモジュラスの動
的な配列

6

最小モジュラス

空白ストリング

各パート・ファイルの 空白ストリング
最小モジュラスの動的
な配列
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表 33. ファイル・タイプ別の FILEINFO の戻り値 (続き)
キー

動的

ディレクトリー

分散

順次

7

ディスク・レコード単 空白ストリング
位のグループ・サイズ

各パート・ファイルの 空白ストリング
グループ・サイズの動
的な配列

8

大規模レコード・サイ 空白ストリング
ズ

各パート・ファイルの 空白ストリング
大規模レコード・サイ
ズの動的な配列

9

ロード値のマージ

空白ストリング

各パート・ファイルの 空白ストリング
マージ・ロード % の
動的な配列

10

ロード値の分割

空白ストリング

各パート・ファイルの 空白ストリング
分割ロード値の動的な
配列 1

11

現行ロード値

空白ストリング

各パート・ファイルの 空白ストリング
現行ロード値の動的配
列 1

12

ローカル・ファイル: 空白ストリング
空白ストリング リモ
ート・ファイル: ノー
ド名

ローカル・ファイル
= 空白ストリング、
リモート・ファイル
= ノード名の value
を持つ値の動的配列

空白ストリング

13

1 = 索引 2 = 索引な
し

0

1 = 共通索引の表示
2 = 表示なし

空白ストリング

15

空白ストリング

空白ストリング

VOC レコード順によ 空白ストリング
るコードの動的な配列
コードは次のとおり:
パート・ファイルが開
いていなければ空白ス
トリング、ファイルが
開いていればパート番
号。

16

空白ストリング

空白ストリング

各パート・ファイルに 空白ストリング
対する VOC レコー
ド順によるコードの動
的配列: 0 = 入出力操
作 OK -1 = パート・
ファイルが使用不可
>0 = エラー・コード

19

0 = 固定モジュラス
なし 1 = 固定モジュ
ラス

空白ストリング

各パート・ファイルの 空白ストリング
コードの動的配列: 0
= 固定モジュラスな
し 1 = 固定モジュラ
ス

1 分散ファイルに対して返される値は、各パート・ファイルの該当の値を持つ動的な配列です。 各値は、パート・ファイルのファイル・タイプによって決まりま
す。 例えば、パート・ファイルがハッシュ・ファイルなら、最小モジュラスなどの一部の数値はそのパート・ファイルの動的な配列では空ストリングになります。
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注: 最初に入出力操作が分散ファイルでのパート・ファイルの処理に失敗したときは、FILEINFO 関数はそ
のパート・ファイルのエラー・コードを返します。 同じ使用不可のパート・ファイルを持つ分散ファイル
上のそれ以降の入出力処理では、FILEINFO 関数は -1 を返します。

NLS モード
FILEINFO 関数は、FINFO$NLSMAP の値に基づいてファイルのマップ名を判定します。 NLS は
FILEINFO.H と呼ばれる挿入ファイルを使用します。

例
次の例では、キーの等式名を含むファイルが $INCLUDE ステートメントで挿入されます。 FILMS ファイ
ルが開いてそのファイル・タイプが表示されます。
$INCLUDE SYSCOM FILEINFO.INS.IBAS
OPEN ’’,’FILMS’ TO FILMS
ELSE STOP ’CANT OPEN FILE’
PRINT FILEINFO(FILMS,FINFO$TYPE)

次の例では、FILMS ファイルが開いて、そのファイル・タイプは数値キーを指定することで表示されま
す。
OPEN ’’,’FILMS’ TO FILMS
ELSE STOP ’CANT OPEN FILE’
PRINT FILEINFO(FILMS,3)

FILELOCK ステートメント
構文
FILELOCK [ file.variable ] [ , lock.type ]
[ON ERROR statements] [LOCKED statements]

説明
FILELOCK ステートメントは、ファイル全体にロックを設定します。 このロックは、プログラムが解放す
るまでファイルがほかのユーザーから更新されるのを防ぎます。 lock.type を指定しない FILELOCK ステ
ートメントは、ファイルの全レコードに対して更新レコード・ロックを取得するのに相当します。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルが仮定されます (デフォルトのファイルの詳細については、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。 このファイルにアクセスできず、開くこともできない場合、プログラムはランタイム・エラー・メッ
セージを表示して強制終了します。 file.variable が NULL 値として評価されると、FILELOCK ステートメ
ントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
lock.type は、以下のキーワードの 1 つとして評価される式です。
v SHARED (FS ロックの要求)
v INTENT (IX ロックの要求)
v EXCLUSIVE (FX ロックの要求)

ON ERROR 節
ON ERROR 節は FILELOCK ステートメントのオプションです。 ON ERROR 節では、FILELOCK ステ
ートメントの処理中に致命的エラーが検出される場合のプログラム終了の代替手段を指定できます。
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致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。 ファイルの一部
がロックされているときに FILELOCK ステートメントを使用すると、プログラムはファイルが解放される
まで待ちます。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。 LOCKED 節は、FILELOCK ステートメントの処理を防
ぐ競合ロック (別のユーザーが設定する) によって発生する条件を取り扱います。 以下の競合ロックのい
ずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実行されます。
これが要求されるロック...
競合
共有ファイル・ロック
排他ファイル・ロック、意図的ファイル・ロック、更新レコード・ロック
意図的ファイル・ロック
排他ファイル・ロック、意図的ファイル・ロック、共有ファイル・ロック、更新レコード・ロック
排他ファイル・ロック
排他ファイル・ロック、意図的ファイル・ロック、共有ファイル・ロック、更新レコード・ロッ
ク、共有レコード・ロック
FILELOCK ステートメントが LOCKED 節を含まず、競合ロックが存在する場合は、プログラムはロック
が解放されるまで一時的に停止します。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。

ロックの解除
共有ファイル・ロック、意図的ファイル・ロック、排他ファイル・ロックは、構文、RELEASE 文、または
STOP 文によって解除できます。
トランザクション内で取得または昇格されるロックは、それ以前の文が処理されるまでは解放されません。
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例
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO DATA ELSE STOP "CAN’T OPEN
FILE"
FILELOCK DATA LOCKED STOP ’FILE IS ALREADY LOCKED’
FILEUNLOCK DATA
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE STOP "CAN’T OPEN FILE"
FILELOCK LOCKED STOP ’FILE IS ALREADY LOCKED’
PRINT "The file is locked."
FILEUNLOCK

次のプログラム出力が得られます。
The file is locked.

次の例は、意図的ファイル・ロックを取得します。
FILELOCK fvar, "INTENT" LOCKED
owner = STATUS( )
PRINT "File already locked by":owner
STOP
END

FILEUNLOCK ステートメント
構文
FILEUNLOCK [file.variable] [ON ERROR statements]

説明
FILEUNLOCK ステートメントを使用すると、FILELOCK ステートメントで設定されたファイル・ロック
を解除できます。
file.variable には、FILELOCK ステートメントで以前にロックされたファイルを指定します。file.variable
が指定されていない場合、FILELOCK ステートメントで指定されたデフォルトのファイルとみなされます
(デフォルトのファイルについては、OPEN ステートメントを参照してください)。file.variable が NULL 値
として評価されると、FILEUNLOCK ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラ
ー・メッセージを出力して終了します。
FILEUNLOCK ステートメントは、FILELOCK ステートメントで設定されたファイル・ロックだけを解放
します。 更新レコード・ロックは、次のいずれかのロック解除文 (WRITE、WRITEV など) で解放する必
要があります。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は FILEUNLOCK ステートメントのオプションです。 ON ERROR 節では、FILEUNLOCK
ステートメントの処理中に致命的エラーが検出される場合のプログラム終了の代替手段を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
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致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。 ON ERROR 節
は、トランザクション内にある FILEUNLOCK ステートメントではサポートされません。

例
次の例で、最初の FILEUNLOCK ステートメントはデフォルト・ファイルをロック解除します。 次の
FILEUNLOCK ステートメントは、ファイル変数の FILE をロック解除します。
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE STOP "CAN’T OPEN
SUN.MEMBER"
FILELOCK
.
.
.
FILEUNLOCK
OPEN ’EX.BASIC’ TO FILE ELSE STOP
FILELOCK FILE
.
.
.
FILEUNLOCK FILE

FIND ステートメント
構文
FIND element IN dynamic.array [ ,occurrence] SETTING fmc [ ,vmc
[ ,smc] ]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
FIND ステートメントを使用すると、dynamic.array 内のエレメントを見つけられます。 element のフィー
ルド、値、およびサブ値の位置は、変数 fmc、vmc、および smc にそれぞれ置かれます。
element は文字ストリングとして評価されます。FIND は、ストリングがエレメントの全体と一致する場合
だけ正しく実行されます。 element が dynamic.array で検出されると、THEN 文が実行されます。element
が検出されない場合、または dynamic.array が NULL 値と評価される場合、fmc、vmc、および smc は変
更されないで、ELSE 文が実行されます。
occurrence が指定されない場合は、デフォルトで 1 になります。occurrence が NULL 値である場合、
FIND ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了し
ます。

例
A="THIS":@FM:"IS":@FM:"A":@FM:"DYNAMIC":@FM:"ARRAY"
FIND "IS" IN A SETTING FM,VM,SM ELSE ABORT
PRINT "FM=",FM
PRINT "VM=",VM
PRINT "SM=",SM

次のプログラム出力が得られます。
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FM=
VM=
SM=

2
1
1

FINDSTR ステートメント
構文
FINDSTR substring IN dynamic.array [ ,occurrence]
SETTING fmc [ ,vmc [ ,smc] ]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
FINDSTR ステートメントを使用すると、dynamic.array 内の substring を見つけられます。 substring のフ
ィールド、値、およびサブ値の位置は、変数 fmc、vmc、および smc にそれぞれ置かれます。
FINDSTR が dynamic array 内のエレメントの一部として、substring を検出すれば成功です。substring が
dynamic.array で検出されると、THEN 文が実行されます。substring が検出されない場合、または
dynamic.array が NULL 値と評価される場合、fmc、vmc、および smc は変更されないで、ELSE 文が実行
されます。
occurrence が指定されない場合は、デフォルトで 1 になります。occurrence が NULL 値である場合、
FINDSTR は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
A="THIS":@FM:"IS":@FM:"A":@FM:"DYNAMIC":@FM:"ARRAY"
FINDSTR "IS" IN A SETTING FM,VM,SM ELSE ABORT
PRINT "FM=",FM
PRINT "VM=",VM
PRINT "SM=",SM

次のプログラム出力が得られます。
FM=
VM=
SM=

1
1
1

FIX 関数
構文
FIX (number [ ,precision [ ,mode ] ] )

説明
FIX 関数は、数値を、指定された精度の浮動小数点数に変換します。FIX を使用すると、数値結果から超
過データまたは信頼性のないデータを除去して、計算の精度を制御できます。例えば、顧客の口座で発生す
る利息を計算する銀行向けアプリケーションでは、円の端数で表される預金額を取り扱う必要はありませ
ん。工学技術向けアプリケーションなら、許容される計算の信頼性を超える桁は破棄する必要があります。
number は、変換される数値として評価される式です。
precision は、浮動小数点数値での精度の桁数として評価される式です。precision を指定しない場合、
PRECISION ステートメントで指定された精度が使用されます。デフォルトの精度は 4 です。
mode は、余分な桁の処理方法を指定するフラグです。mode が 0 であるか、指定されない場合、余分な桁
は四捨五入されます。mode が 0 以外である場合、余分な桁は切り捨てられます。
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number が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

例
次の例は、デフォルトの 4 の精度で数値を計算します。
REAL.VALUE = 37.73629273
PRINT FIX (REAL.VALUE)

次のプログラム出力が得られます。
37.7363

次の例は、同じ数値を 2 桁の精度で計算します。 1 つ目の結果は丸められ、2 つ目の結果は切り捨てられ
ます。
PRINT FIX (REAL.VALUE, 2)
PRINT FIX (REAL.VALUE, 2, 1)

次のプログラム出力が得られます。
37.74
37.73

FLUSH ステートメント
構文
FLUSH file.variable {THEN statements [ELSE statements] | ELSE
statements}

説明
FLUSH ステートメントにより、順次入出力ファイル用のすべてのバッファーが直ちに書き込まれます。通
常、順次入出力では、UNIX の入出力処理のバッファリングを行う「stdio」が使用され、書き込みはすぐに
実行されません。
file.variable には、順次処理のために以前に開かれたファイルを指定します。file.variable が NULL 値とし
て評価されると、FLUSH ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセー
ジを出力して終了します。
バッファーがファイルに書き込まれると THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。 THEN ステー
トメントがない場合、プログラムの処理は次のステートメントで継続されます。
ファイルに書き込めないかファイルが存在しない場合は ELSE 文が実行され、THEN 文は無視されます。
順次ファイル処理について詳しくは、OPENSEQ ステートメントおよび WRITESEQ ステートメントを参
照してください。

例
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE THEN
PRINT "’FILE.E’ OPENED FOR SEQUENTIAL PROCESSING"
END ELSE STOP
WEOFSEQ FILE
*
WRITESEQ ’NEW LINE’ ON FILE THEN
FLUSH FILE THEN
PRINT "BUFFER FLUSHED"
END ELSE PRINT "NOT FLUSHED"
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ELSE ABORT
*
CLOSESEQ FILE
END

FMT 関数
構文
FMT (expression, format)
expression format

説明
FMT 関数またはフォーマット式は、出力のためのデータのフォーマットを設定します。 BASIC 式は、フ
ォーマット式に続けて記述すれば出力のためのフォーマットを設定できます。
expression は、フォーマットされる数値またはストリング値として評価されます。
format は、フォーマット・コードのストリングとして評価される式です。 フォーマット式の構文は、次の
とおりです。
[width] [fill] justification [edit] [mask]

フォーマット式は、出力フィールドの幅、背景または充てん文字の配置、行位置調整、編集の指定、フォー
マット・マスキングを指定します。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。format が NULL に評価されると、
FMT 関数およびフォーマット処理は正しく実行されません。
width は、値を位置揃えする出力フィールドのサイズを指定する整数です。 mask を指定するときは、width
を指定する必要はありません。 mask を指定しないときは width が必要です。
fill は、出力フィールドを埋める場合にパディング・エントリーに使用する文字を指定します。 fill は単独
文字を指定します。 デフォルトの充てん文字はスペースです。 数字または文字の L、R、T、または Q
を充てん文字に使用する場合は、それを一重引用符でくくる必要があります。
justification は次のいずれかの形式で必要です。
10 進表記の場合。
L

左揃え - フィールド長のブレーク

R

右揃え - フィールド長のブレーク

T

テキスト揃え - 左揃えおよびスペースのブレーク

U

左揃え - フィールド長のブレーク

指数表記の場合。
Q

右揃え - フィールド長のブレーク

QR

右揃え - フィールド長のブレーク

QL

左揃え

edit には次のいずれかを指定します。
n[m]

位置調整に L、R、または T を使用した場合、n は小数点の右側に表示する桁数で、m は、m か
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ら現行精度を引いたもので値をデスケール (除算) します。0 から 9 の数字が指定できます。n は
m を指定するために必要です。m を指定しなければ m は 0 とみなされます。 n を指定しなけれ
ば n = m = 0 とみなされます。 m を指定する場合には精度に対する考慮が必要です。デフォル
トの精度は 4 です。
n に 0 を指定すると、数値は最も近い整数に丸められます。 フォーマット設定した数値の小数桁
が n に満たない場合は、出力で n 番目の小数桁までゼロがパディングされます。 フォーマット
設定した数値の小数桁が n を超える場合は、数値は n 番目の小数桁に丸められます。
m に 0 を指定すると、値は現在の精度でデスケールされます (0- 現在の精度)。
nEm

Q、QR、または QL の位置揃えで使用すると、n は小数桁数で、m は指数を指定します。 各々
が、0 から 9 までの数値です。

n.m

Q、QR、または QL の位置揃えで指定すると、n は小数点の左の桁数で、m は小数桁数です。 各
々が、0 から 9 までの数値です。

$

値の先頭にドル記号を付加します。

F

値の先頭にフラン記号を付加します。

,

1000 毎にコンマを挿入します。

Z

先行ゼロを抑止します。 値が 0 なら空白ストリングを返します。Q のフォーマットで使用する
と、末尾の端数のゼロと 0 の指数だけが抑制されます。

E

負の数値を不等号括弧 (< >) で囲みます。

C

負数に cr を付加します。

D

正数に db を付加します。

B

負数に db を付加します。

N

負数のマイナス符号を消去します。

M

負数にマイナス符号を追加します。

T

丸めの代わりに切り捨てを行います。

Y

NLS モードでは、値の先頭に円 / 元の文字 (Unicode 値の 00A5) を付加します。 MR または
ML コードで Y を指定すると、ステータス・コードの 2 が返ります。 NLS が無効であるか
Monetary カテゴリーが使用されていなければ、Y はバイト値の 0xA5 を先頭に付加します。

注: E、M、C、D、および N オプションは、プレフィックスまたはサフィックスの使用による通貨単位の
数値表現を定義します。 NLS モードでは、これらのオプションは Numeric および Monetary の各カテゴ
リーに優先します。
mask では、フォーマット設定を行った出力フィールドで文字と数字を混在させることができます。 mask
には、リテラルと以下の 3 つの形式のマスク文字の組み合わせを指定できます。
#n

データは、n 個の充てん文字のフィールドに表示されます。デフォルトの充てん文字はブランクで
す。 これは、幅パラメーターの後にフォーマット・ストリングによる充てん文字の指定がない場
合に使用されます。

%n

データは、n 個のゼロのフィールドに表示されます。

*n

データは、n 個のアスタリスクのフィールドに表示されます。

数字または特殊文字を文字として使用する場合は、円記号 (¥) でその文字をエスケープ処理する必要があ
ります。
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#、%、または * の記号の後ろに数字を続けると、背景充てん文字が n 回繰り返されます。それ以外の文
字の後ろに数字を続けると、その文字が出力データに n 回表示されます。
mask は、わかりやすいように括弧 ( ) でくくることができます。 mask に括弧を含める場合は、全体のマ
スクを別の括弧でくくる必要があります。 例:
((###) ###-####)

FMT 関数では、width または mask のどちらかを指定する必要があります。 同じ関数で両方を指定できま
す。 width を指定すると、ストリングは次の規則に従ってフォーマット設定されます。
string が幅の n より小さいときは、埋め込み文字でパディングされます。
string が幅の n より大きいときは、テキスト・マーク (CHAR(251)) が n 番目の文字ごとに挿入され、各
フィールドは width の長さまで埋め込み文字がパディングされます。
STATUS 関数は、以下のように edit の結果を反映します。
:
0

編集コードは正常に実行されました。

1

ストリング式が無効です。

2

編集コードが無効です。

詳細については、STATUS 関数を参照してください。

REALITY フレーバー
REALITY フレーバー・アカウントでは、フォーマット式で変換コードを使用できます。

例
フォーマット式
フォーマット済みの値
Z=FMT("236986","R##-##-##")
Z=

23-69-86

X="555666898" X=FMT(X,"20*R2$,")
X=

*****$555,666,898.00

Y="DAVID" Y=FMT(Y,"10.L")
Y=

DAVID.....

V="24500" V=FMT(V,"10R2$Z")
V=

$24500.00

R=FMT(77777,"R#10")
R=

77777

B="0.12345678E1" B=FMT(B,"9*Q")
B=

*1.2346E0

PRINT 233779 "R"
233779

PRINT 233779 "R0"
233779
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PRINT 233779 "R00"
2337790000

PRINT 233779 "R2"
233779.00

PRINT 233779 "R20"
2337790000.00

PRINT 233779 "R24"
233779.00

PRINT 233779 "R26"
2337.79

PRINT 2337.79 "R"
2337.79

PRINT 2337.79 "R0"
2338

PRINT 2337.79 "R00"
23377900

PRINT 2337.79 "R2"
2337.79

PRINT 2337.79 "R20"
23377900.00

PRINT 2337.79 "R24"
2337.79

PRINT 2337.79 "R26"
23.38

FMTDP 関数
構文
FMTDP (expression, format [ , mapname ] )

説明
NLS モードでは、FMTDP 関数を使用して、文字長ではなく表示位置で出力するようにデータをフォーマ
ットできます。
expression は、フォーマットされる数値またはストリング値として評価されます。expression でマップでき
ない文字の表示長は 1 とみなされます。
format は、フォーマット・コードのストリングとして評価される式です。 フォーマット式の構文は、次の
とおりです。
[width] [fill] justification [edit] [mask]

フォーマット式は、出力フィールドの幅、背景または充てん文字の配置、行位置調整、編集の指定、フォー
マット・マスキングを指定します。完全な構文の詳細に関しては、FMT 関数を参照してください。
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format の表示長が 1 より大きく、充てんする表示位置が 1 つしか残っていない場合、FMTDP によって、
余分な充てん文字が入力されます。返されるストリングは、予想より多くの表示位置を占める場合がありま
す。
mapname は、インストール済みマップの名前です。mapname がインストールされていない場合、
expression 内の文字の表示位置が使用されます。マップできない文字が expression にある場合、表示長は
1 になります。すなわち、非マップ文字は、マップできない単一の文字として表示されます。mapname が
省略されると、PRINTER ON ステートメントで有効にされたチャネルに関連したマップが使用されます。
それ以外では、端末チャネル (またはプリント・チャネル 0) に関連したマップが使用されます。
mapname に CRT、AUX、LPTR、および OS も指定できます。これらでは、それぞれ、端末、補助プリン
ター、プリント・チャネル 0、またはオペレーティング・システムと関連づけられているマップが使用され
ます。mapname に NONE と指定すると、ストリングはマッピングされません。
NLS が無効のときに FMTDP を実行すると、FMT の動作と等しくなります。

FMTS 関数
構文
FMTS (dynamic.array, format)
CALL -FMTS (return.array, dynamic.array, format)
CALL !FMTS (return.array, dynamic.array, format)

説明
FMTS 関数を使用すると、出力に対して、dynamic.array のエレメントをフォーマットできます。配列の各
エレメントは個別に処理され、新しい動的な配列の 1 エレメントとして返されます。
format は、フォーマット・コードのストリングとして評価される式です。 フォーマット式の構文は、次の
とおりです。
[width] [background] justification [edit] [mask]

フォーマット式は、出力フィールドの幅、背景または充てん文字の配置、行位置調整、編集の指定、フォー
マット・マスキングを指定します。完全な構文の詳細に関しては、FMT 関数を参照してください。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。format が NULL として評価され
ると、FMTS 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

FMTSDP 関数
構文
FMTSDP (dynamic.array, format [ , mapname ] )

説明
NLS モードでは、FMTSDP 関数を使用して、文字長ではなく表示位置で出力するように dynamic.array の
エレメントをフォーマットできます。配列の各エレメントは個別に処理され、新しい動的な配列の 1 エレ
メントとして返されます。 dynamic.array でマップできない文字の表示長は 1 とみなされます。
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format は、フォーマット・コードのストリングとして評価される式です。 フォーマット式の構文は、次の
とおりです。
[width] [background] justification [edit] [mask]

フォーマット式は、出力フィールドの幅、背景または充てん文字の配置、行位置調整、編集の指定、フォー
マット・マスキングを指定します。完全な構文の詳細に関しては、FMT 関数を参照してください。
format の表示長が 1 より大きく、充てんする表示位置が 1 つしか残っていない場合、FMTSDP によっ
て、余分な充てん文字が入力されます。返されるストリングは、予想より多くの表示位置を占める場合があ
ります。
mapname は、インストール済みマップの名前です。mapname がインストールされていない場合、
dynamic.array 内の文字の表示位置が使用されます。マップできない文字が dynamic.array にある場合、表
示長は 1 になります。すなわち、非マップ文字は、マップできない単一の文字として表示されます。
mapname が省略されると、PRINTER ON ステートメントで有効にされたチャネルに関連したマップが使用
されます。それ以外では、端末チャネル (またはプリント・チャネル 0) に関連したマップが使用されま
す。
mapname に CRT、AUX、LPTR、および OS も指定できます。これらでは、それぞれ、端末、補助プリン
ター、プリント・チャネル 0、またはオペレーティング・システムと関連づけられているマップが使用され
ます。mapname に NONE と指定すると、ストリングはマッピングされません。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。format が NULL として評価され
ると、FMTSDP 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了し
ます。
注: NLS が無効の時に FMTSDP を実行した場合、この動作は FMTS 関数と同じになります。

FMUL 関数
構文
FMUL (number1, number2)
CALL !FMUL (return.array, number1, number2)

説明
FMUL 関数は、2 つの数値の間で浮動小数点乗算を実行します。 いずれかの数値が NULL 値として評価
される場合、NULL が戻ります。return.array は、number2 で乗算された number1 と等価です。
この関数は、既存のソフトウェアとの互換性のために提供されています。 * 演算子を使用して浮動小数点
乗算を実行することもできます。

例
PRINT FMUL(.234,.567)

次のプログラム出力が得られます。
0.1327
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FOLD 関数
構文
FOLD (string, length )
CALL !FOLD (subdivided.string, string, length)

説明
FOLD 関数は、ストリングをフィールド・マークで区切られた複数のサブストリングに分割します。
string は、length 以下の長さのサブストリングに区切られます。string は、可能であれば、ブランクで区切
られます。そうでない場合は指定した長さのサブストリングに区切られます。
subdivided.string には、FOLD 処理の結果が含まれます。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。length が 1 より小さい場合、空白ストリ
ングが戻ります。length が NULL 値である場合、FOLD 関数は正しく実行されずプログラムはランタイ
ム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
PRINT FOLD("THIS IS A FOLDED STRING.",5)

次のプログラム出力が得られます。
THISFIS AFFOLDEFDFSTRINFG.

次の例では、ブランクがサブストリングの区切り文字として取り込まれ、6 文字の指定長を超えるサブスト
リングはないので、結果は次のようになります。
RED FM ORANGEFM YELLOWFM GREENFMBLUEFMINDIGOFMVIOLET

フィールド・マークは、ストリング内のスペースを置換 します。
A="RED ORANGE YELLOW GREEN BLUE INDIGO VIOLET"
CALL !FOLD (RESULT,A,6)
PRINT RESULT

FOLDDP 関数
構文
FOLDDP (string, length [ , mapname ] )

説明
NLS モードでは、FOLDDP 関数を使用して、ストリングをフィールド・マークで区切られた複数のサブス
トリングに分割できます。 分割は、文字長ではなく表示位置で行われます。
string は、length 以下の表示長のサブストリングに区切られます。string は、可能であれば、ブランクで区
切られます。そうでない場合は指定した長さのサブストリングに区切られます。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。length が 1 より小さい場合、空白ストリ
ングが戻ります。length が NULL 値である場合、FOLDDP 関数は正しく実行されずプログラムはランタ
イム・エラー・メッセージを出力して終了します。
NLS が無効の時に FOLDDP を実行すると、この動作は FOLD 関数と同じになります。
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FOOTING ステートメント
構文
FOOTING [ON print.channel] footing

説明
FOOTING ステートメントは、出力する各ページの最下行に表示するフッターの内容とフォーマットを指定
します。
ON 節は、出力のために使用する論理プリント・チャネルを指定します。print.channel は、-1 から 255 の
数値として評価される式です。ON 節を使用しない場合は、論理プリント・チャネル 0 が使用されます。
これによって PRINTER OFF に設定されている場合は、ユーザーの端末に印刷されます (PRINTER ステー
トメントを参照)。論理的なプリント・チャネル -1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER
ON ステートメントが実行されているかどうかとは無関係です。
footing は、フッターの内容およびフッターのフォーマットを指定する制御文字として評価される式です。
フッター式では、次のフォーマット制御文字を一重引用符で囲んで使用できます。
C[n]

n 個のブランクがあるフィールドの中央に脚注行を印刷します。 n が指定されていなければ、行
をページの中央に揃えます。

D

現在の日付を dd mmm yyyy というフォーマットで印刷します。

G

ギャップを挿入してフッターをフォーマット設定します。

I

ページ番号、時刻、および PIOPEN フレーバーの日付だけをリセットします。

Q

] ^ および ¥ 文字の使用を許容します。

R[n]

レコード ID を n 個のブランクがあるフィールドに左寄せで挿入します。

S

左寄せで、ページ番号を挿入します。

T

現在の日付および時刻を dd mmm yyyy hh:mm:ss というフォーマットで印刷します。 時刻は、
「am」か「pm」が付加された 12 時間フォーマットです。

¥

現在の日付および時刻を dd mmm yyyy hh:mm:ss というフォーマットで印刷します。 時刻は、
「am」か「pm」が付加された 12 時間フォーマットです。一重引用符の内側に円記号を挿入しな
いでください。

L

新しい行を開始します。

]

新しい行を開始します。 一重引用符の内側に右大括弧を挿入しないでください。

P[n]

現在のページ番号を、n 個のブランクがあるフィールドに右寄せで印刷します。 n のデフォルト
値は 4 です。

^

現在のページ番号を、n 個のブランクがあるフィールドに右寄せで印刷します。 n のデフォルト
値は 4 です。一重引用符内にはキャレット (^) を入れないでください。

N

自動ページング機能を抑制します。

2 個の一重引用符 ( ' ' ) によって、脚注テキストに 1 個の一重引用符が印刷されます。
プログラムが実行されるときに、フォーマット制御文字によって指定された結果が生成されます。一重引用
符の中に、複数のオプションを指定できます。
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print.channel または footing のどちらかが NULL 値に評価されると、FOOTING ステートメントは正しく
実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
改ページはページ 1 から開始され、新しいページが生成されたり、PAGE ステートメントに遭遇したりす
るたびに自動的に増分されます。
端末またはプリンターへの出力は、自動的に改ページされます。HEADING ステートメントまたは
FOOTING ステートメントのどちらかで N オプションを使用すれば、自動改ページをオフにできます。

] ^ および ¥ をフッターで使用する場合
] ^ および ¥ という文字は、ヘッダーおよびフッターの制御文字です。 これらの文字を通常の文字として
使用するには、Q オプションを使用して、これらの制御文字を一重引用符または二重引用符で囲む必要が
あります。 Q の指定は任意のヘッダーまたはフッターで 1 回だけ行えば十分ですが、必ず ] ^ および ¥
よりも前に指定するようにしてください。

フッター・テキストをフォーマット設定する場合
制御文字の G (ギャップを意味する) は、フッターのテキストにブランクを追加して、行の幅をデバイス幅
まで延ばすことができます。 G が 1 行に一度だけ指定されている場合、ブランクは行のその位置に挿入
されて、行をデバイス幅にします。 G が、1 行内で複数の場所に指定されている場合、それらの場所にで
きるだけ均等に ブランク文字が分散されます。
次の例を参照してください。垂直のバーは左および右のマージンを表します。
指定

結果

"Hello there"
|Hello there |
"’G’Hello there"
| Hello there|
"’G’Hello there’G’"
| Hello there |
"Hello’G’there"
|Hello there|
"’G’Hello’G’there’G’"
| Hello there |
最小の間隔はブランク 0 個です。 すべての間隔を 0 にしても行がデバイス幅よりも広い場合は、行が折
り返されて、間隔は 0 のままです。
NLS が有効なら、FOOTING は文字長ではなく変化する表示位置に基づいてギャップを計算します。

左寄せで挿入されるページ番号
制御文字 S (シーケンス番号) は、行で S がある位置に左寄せで挿入されます。 1 個の文字スペースのみ
が、数値に予約されます。数字が 1 桁を超えた場合は、増えた数字に必要な分だけ、右側にあるテキスト
が右へ移動します。
例えば、次のステートメントがあるとします。
FOOTING "This is page ’S’ of 100000"
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これによるフッターは、次のようになります。
This is page 3 of 100000
This is page 333 of 100000
This is page 3333 of 100000

INFORMATION フレーバー
ページ番号フィールド
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、ページ番号フィールドのデフォルトの幅は、ページ番号の
長さです。 n の引数に P を指定して、ページ番号のフィールド幅を設定します。 ページ・フィールドの
幅を指定するために複数の P 文字を含めたり、テキストで P 位置の直前にスペースを含めることもでき
ます。例えば、「PPP」は、3 個のブランクがあるフィールドに右揃えでページ番号を印刷します。
注: その以外のすべてのフレーバーでは、「PPP」は 3 つの同一ページ番号を印刷します。各ページ番号
は、4 個のブランクがあるデフォルト・フィールドに印刷されます。
日付形式
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、デフォルトの日付形式は mm-dd-yy で、デフォルトの時刻
フォーマットは 24 時間スタイルです。
PICK、IN2、REALITY、および IDEAL フレーバー・アカウントで、$OPTIONS ステートメントの
HEADER.DATE オプションを使用すると、HEADING ステートメント、FOOTING ステートメント、およ
び PAGE ステートメントの動作を、INFORMATION フレーバー・アカウントでの動作と同じにします。

PIOPEN フレーバー
右揃えの上書きページ番号
制御文字 P (ページ用) は、行に P が挿入された場所に右揃えで表示されます。1 個の文字スペースのみ
が、数値に予約されます。数字が 1 桁よりも多くなると、左側にあるリテラル文字が上書きされます。通
常は、ほかの文字を上書きすることなく最大のページ番号が表示されるように、P の左側に複数のスペー
スを入力する必要があります。例えば、次のステートメントがあるとします。
FOOTING "This is page ’P’ of 100000"

これによるフッターは、次のようになります。
This is page 3 of 100000
This is pag333 of 100000
This is pa3333 of 100000

ページ番号および日付のリセット
制御文字 I (初期化) でページ番号が 1 にリセットされ、日付もリセットされます。

FOR ステートメント
構文
FOR variable = start TO end [STEP increment]
[loop.statements]
[CONTINUE | EXIT]
[ {WHILE | UNTIL} expression]
[loop.statements]
[CONTINUE | EXIT]
NEXT [variable]
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説明
FOR ステートメントは、FOR...NEXT プログラム・ループを作成します。 プログラム・ループとは、指定
される反復回数が実行されるまで、または指定される条件が満たされるまで、繰り返して実行される一連の
文のことです。
variable は、カウンターの初期値である start の値が割り当てられます。 end はカウンターの最終値で
す。
FOR 節に続く loop.statements は NEXT ステートメントが見つかるまで実行されます。 そのあとで、カウ
ンターは STEP 節で指定される量によって調整されます。
この時点で、カウンターの値に対するチェックが実行されます。その値が end と等しいかそれより小さい
ときは、プログラムの実行は FOR 節に続くステートメントに分岐してプロセスが繰り返されます。 end
より大きいときは、実行は NEXT ステートメントに続くステートメントで継続します。
WHILE 条件は、WHILE 式が真として評価される限りループの実行を継続することを指定します。
WHILE 式が偽として評価されると、ループは終了し、プログラムの実行は NEXT ステートメントに続く
ステートメントで継続します。 WHILE または UNTIL 式が NULL 値として評価される場合、条件は偽と
なります。
UNTIL 条件は、UNTIL 式が偽として評価される場合だけループの継続を実行することを指定します。
UNTIL 式が真として評価されると、ループは終了し、プログラムの実行は NEXT ステートメントに続く
ステートメントで継続します。
expression には、条件ステートメントを含めることもできます。 expression には、THEN 節または ELSE
節を入れた任意のステートメントを指定できますが、THEN 節または ELSE 節を除去して指定することは
できません。条件ステートメントが ELSE 節を実行する場合、expression は偽と評価されます。条件ステ
ートメントが THEN 節を実行する場合、expression は真と評価されます。 LOCKED 節は、このコンテキ
ストではサポートされません。
FOR...NEXT ループでは、複数の WHILE と UNTIL の節を使用できます。
FOR...NEXT 内で CONTINUE ステートメントを使用すると、制御はループ内の任意のポイントから次の反
復ループに移ります。
FOR...NEXT 内で EXIT ステートメントを使用すると、ループ内の任意のポイントでループが終了しま
す。
STEP を指定しないと、increment は 1 であるとみなされます。increment が負数なら、カウンターの最終
値は初期値より小さくなります。 カウンターは、ループが処理されるたびに STEP 節で指定される量だけ
減分されます。 ループの実行は、カウンターが end より小さくなるまで続きます。
ループの本体は、start が end より大きい場合に increment が負数でなければスキップされます。 start、
end、または increment が NULL 値に評価されると、FOR ステートメントは正しく実行されずプログラム
はランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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ネスト構造のループ
FOR...NEXT ループはネスト構造にできます。 つまり、別の FOR...NEXT ループの中に FOR...NEXT ル
ープを入れることが可能です。 ループをネスト構造にするときは、各ループはユニークな変数名のカウン
ターを持つ必要があります。 内部ループの NEXT ステートメントは、外部ループの NEXT ステートメン
トの前に置かなければなりません。
NEXT ステートメントで変数を省略するときは、その NEXT ステートメントは直前にある FOR ステート
メントに対応します。 前に FOR ステートメントがなくて NEXT ステートメントが検出されると、コン
パイル時にエラーが発生します。

INFORMATION フレーバー
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、FOR 変数は increment が付加される前に end を超えてい
るかどうかがチェックされます。 これは、FOR 変数の値はループの完了時には end を超えないことを意
味します。 IDEAL、PICK、IN2、および REALITY フレーバーでは、バウンド・チェックの前に増分が行
われます。 この場合には、variable が end を超える可能性があります。 $OPTIONS ステートメントの
FOR.INCR.BEF オプションを使用すると、INFORMATION フレーバー・アカウントで IDEAL フレーバー
の動作が実行されます。

例
次の例では、100 回までまたはループ内のいずれかの文によって制御が移されるまで、ループが実行されま
す。
FOR VAR=1 TO 100
NEXT VAR

FOR...NEXT ループのさまざまな例を次に示します。
ソース・コード
プログラム出力
FOR X=1 TO 10 PRINT "X= ",X NEXT X
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FOR TEST=1 TO 10 STEP 2 PRINT "TEST= ":TEST NEXT TEST
TEST=
TEST=
TEST=
TEST=
TEST=

1
3
5
7
9

FOR SUB=50 TO 20 STEP -10 PRINT 'VALUE IS ',SUB NEXT
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
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IS
IS
IS
IS

50
40
30
20
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FOR A=1 TO 4 FOR B=1 TO A PRINT "A:B= ",A:B NEXT B NEXT A
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=

11
21
22
31
32
33
41
42
43
44

PRINT 'LOOP 1 :' SUM=0 FOR A=1 TO 10 UNTIL SUM>20 SUM=SUM+A*A PRINT "SUM= ",SUM
NEXT
LOOP 1 :
SUM=
1
SUM=
5
SUM=
14
SUM=
30

PRINT 'LOOP 2 :' * Y=15 Z=0 FOR X=1 TO 20 WHILE Z<Y Z=Z+X PRINT "Z= ",Z NEXT X
LOOP 2 :
Z=
1
Z=
3
Z=
6
Z=
10
Z=
15

FORMLIST ステートメント
構文
FORMLIST [variable] [TO list.number] [ON ERROR statements]

説明
FORMLIST ステートメントは、SELECT ステートメントと同じです。

FSUB 関数
構文
FSUB (number1, number2)
CALL !FSUB (result, number1, number2)

説明
FSUB 関数は、2 つの数値の間で浮動小数点減算を実行します。number2 は、number1 から減算されま
す。いずれかの数値が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。result は、number2 を引いた
number1 と等価です。
この関数は、既存のソフトウェアとの互換性のために提供されています。 - 演算子で浮動小数点減算を実
行することもできます。

例
PRINT FSUB(.234,.567)

次のプログラム出力が得られます。
-0.333
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FUNCTION ステートメント
構文
FUNCTION [name] [ ( [MAT] variable [ , [MAT] variable ...] ) ]

説明
FUNCTION ステートメントは、ユーザー作成の関数を特定し、その関数に渡される引数の値と名前を指定
します。 FUNCTION ステートメントは、ユーザー作成関数内にコメントがない、先頭の行にする必要が
あります。ユーザー作成の関数には FUNCTION ステートメントを 1 つだけ指定できます。
name は、ドキュメンテーションの目的で指定されます。関数名、または呼び出し側プログラム内の関数を
参照するのに使用される名前と同じである必要はありません。name は、いずれかの有効な変数名です。
variable は、呼び出し側プログラムと関数の間で値を渡す式です。variables は、ユーザー作成関数の仮パ
ラメーターです。実パラメーターをユーザー作成関数への引数として指定すると、そのパラメーターが仮パ
ラメーターによって参照され、ユーザー作成関数で実行される計算で実パラメーターが使用されます。
variables は、コンマで区切ります。ユーザー作成関数には、最大で 254 個の変数を渡すことができます。
配列を渡すには、配列名の前にキーワード MAT が来るようする必要があります。ユーザー作成関数を呼
び出すときは、呼び出し側の関数は FUNCTION ステートメントに指定されるのと同じ数の変数を指定す
る必要があります。
特殊変数は隠し変数となるので、ユーザー作成関数はそれを使用して値を返すことができます。RETURN
ステートメントの (値 ) ステートメントによって値が返されるように、余分な変数がユーザー作成関数で
保存されます。余分な変数は、MAP コマンドおよび MAKE.MAP.FILE コマンドによって報告されます。
ユーザー作成関数で RETURN ステートメントを使用して返す数値を指定しない場合は、デフォルトで空白
ストリングが返されます。
ユーザー作成関数を呼び出すプログラムには、使用前に、ユーザー作成関数を定義する DEFFUN ステート
メントを含めておく必要があります。ユーザー作成関数は、ローカル・カタログまたはシステム・カタログ
にカタログされているか、呼び出し側のプログラムと同じオブジェクト・ファイルのレコードでなければな
りません。
ユーザー作成関数がそれ自身を関数内で再帰的に呼び出す場合は、ユーザー作成関数内で呼び出す前に
DEFFUN ステートメントを指定する必要があります。

例
次のユーザー定義関数の SHORT は、2 つの引数の長さを比較して短い方を返します。
FUNCTION SHORT(A,B)
AL = LEN(A)
BL = LEN(B)
IF AL < BL THEN RESULT = A ELSE RESULT = B
RETURN(RESULT)

次の例は、引数または仮パラメーターの A、B、および C によって MYFUNC という関数を定義します。
そのあとは、MYFUNC 関数を宣言して使用する DEFFUN ステートメントの例です。X、Y、および Z に
格納される実パラメーターは、仮パラメーターの A、B、および C によって参照されるため、T に割り当
てられた値の計算が可能です。
FUNCTION MYFUNC(A, B, C)
Z = ...
RETURN (Z)
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.
.
.
END
DEFFUN MYFUNC(X, Y, Z)
T = MYFUNC(X, Y, Z)
END

GES 関数
構文
GES (array1, array2)
CALL -GES (return.array, array1, array2)
CALL !GES (return.array, array1, array2)

説明
GES 関数は、ある動的な配列のエレメントが別の動的な配列の対応するエレメントより大きいか等しいこ
とをチェックします。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと比較されます。 array1 からのエレメントが
array2 からのエレメント以上の場合、新規動的配列の対応するエレメントに 1 が返されます。array1 から
のエレメントが array2 からのエレメントより小さい場合は、0 が返されます。一方の動的な配列のエレメ
ントと対応するエレメントが他方の動的エレメントにない場合、未定義のエレメントは空と評価され、比較
が続行されます。
対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては NULL が返さ
れます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

GET 文
構文
GET[X] read.var[ , length ] [ SETTING read.count ] FROM device
[ UNTIL eop.char.list ] [ RETURNING last.char.read ]
[ WAITING seconds ] [ THEN statements ] [ ELSE
statements ]

説明
GET 文は、デバイス (シリアル・ラインや端末など) に対応する入力ストリームからデータ・ブロックを
読み取ります。OPENDEV ステートメントまたは OPENSEQ ステートメントで、デバイスを開いておく必
要があります。デバイスが開いていれば、GET 文はデバイスからデータを読み取ります。 GET 文は、デ
ータ・ストリームの前処理や後処理を行ったり、ローカル・エコー特性を制御することはありません。 端
末制御のこれらの特性は、アプリケーションまたはデバイス・ドライバーによって処理されます。特定のデ
バイスの動作は、TTYSET ステートメント/TTYGET ステートメント・インターフェースによって管理でき
ます。
注: WAITING 節は Windows ではサポートされません。
GETX ステートメントは、文字を ASCII の 16 進値フォーマットで返します。 例えば、8 ビット文字の
シーケンスの"abcde"は、文字ストリングの"6162636465"で返されます。 ただし、last.char.read 変数で返さ
れる値は標準の ASCII 文字形式です。
BASIC 言語リファレンス
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read.var は、device から読み取られた文字が格納される変数です。データが読み取られない場合、read.var
は空白ストリングに設定されます。
length は、データ・ストリームから読み取られた文字数として評価される式です。length と timeout を指定
しないと、デフォルトで 1 の長さに設定されます。length を指定せずに eop.char.list 値を指定すると、入
力に対して長さ制限が適用されません。
read.count は、読み取られて read.var に格納される実際の文字数を記録する変数です。タイムアウト条件
が発生したとき、または認識されているパケット終了文字が検出されたときには、これが length と異なる
場合があります。
device は、正常に実行された OPENDEV または OPENSEQ ステートメントの結果による有効なファイル
変数です。これは、GET 文の処理に対してデータ・ストリームを提供する入出力デバイスへのハンドルで
す。
eop.char.list は、認識されるエンド・オブ・パケット区切り文字として評価される式です。 GET 処理は、
要求される文字数が読み取られる前に有効なエンド・オブ・パケット文字がデータ・ストリームに現れると
終了します。
last.char.read は、GET 処理で最後に読み取られた文字を格納する変数です。 データが読み取られない場
合、read.var は空白ストリングに設定されます。 最大の文字数が読み取られるかタイムアウト条件のため
に入力が完了すると、空白ストリングが返されます。
seconds は、GET 処理がタイムアウトするまでのプログラムの待機秒数を指定します。

終了条件
GET 文は、最初の終了条件が見つかるまでデバイスの入力ストリームからデータを読み取ります。 次の表
に、可能性のある終了条件を示します。
表 34. GET 文の終了条件
条件

説明

要求された読み取り長が満たされた

読み取りが完全に満たされる場合です。read.var は読み取
られた文字、last.char.read は空白ストリングをそれぞれ
格納します。 プログラムの制御は、THEN 節があればそ
れに渡されます。 デフォルトの要求読み取り長は、エン
ド・オブ・パケット値が選択されている場合 (長さ制限は
ない) を除いて 1 文字です。

認証済みのエンド・オブ・パケット文字が処理された

データ・ストリーム内の特定のアプリケーション定義の文
字で読み取りが終了する場合です。 このポイントまで読
み取られたデータは、エンド・オブ・パケット文字を除い
て read.var に格納されます。 エンド・オブ・パケット文
字は last.char.read に格納されます。 プログラムの制御
は、THEN 節があればそれに渡されます。この終了条件
は、UNTIL 節が指定されている場合だけ有効です。
UNTIL 節がなければ、エンド・オブ・パケット文字は認
識されません。
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表 34. GET 文の終了条件 (続き)
条件

説明

タイムアウト時間が経過した

読み取りが指定される時間条件内で満たされない場合で
す。何の文字も読み取っていなければ、 read.var と
last.char.read に空ストリングが設定され、read.count に 0
が設定されます。システム状況コードには 0 が設定さ
れ、STATUS 関数でシステム状況コードを検査する場合
があります。制御は、ELSE 節があればそれに渡されま
す。 この条件は、WAITING 節が指定されている場合だ
け可能です。 WAITING 節がなければ、アプリケーショ
ンはそれ以外のいずれかの終了条件が満たされるまで待ち
ます。

デバイス入力エラー

デバイスで回復不能のエラーが発生する場合です。 回復
不能のエラーには、EOF 条件およびオペレーティング・
システムの通知する入出力エラーを含めることができま
す。 この場合には、そのポイントまで読み取られたデー
タは read.var に格納され、空白ストリングが
last.char.read に格納されます。 何の文字も読み取ってい
なければ、 read.var と last.char.read に空ストリングが設
定され、read.count に 0 が設定されます。システム状況
コードにはゼロ以外の値が設定され、STATUS 関数でシ
ステム状況コードを検査する場合があります。制御は、
ELSE 節があればそれに渡されます。

注: すべての終了条件で、read.count は入力データ・ストリームから読み取られた文字数に設定されます。

THEN および ELSE 節
GET 文では、THEN 節および ELSE 節はオプションです。 この 2 つは、端末入力で指定される条件に応
じてその意味も結果も異なります。
次の規則は、THEN 節または ELSE 節が指定される場合だけ適用されます。
v UNTIL 節を指定して、WAITING 節または予想長を指定しない場合は、GET ステートメントは通常どお
りに動作します。 プログラムは、終了文字が読み取られるまで無制限に待機して、そのあとで THEN
節を実行します。 ELSE 節が実行されることはありません。
v WAITING 節が指定されると、GET ステートメントは通常どおりに動作し、ELSE 節はタイムアウトの
秒数が経過した場合だけ実行されます。 それ以外の何らかの理由で入力が終了すると、THEN 節が実行
されます。
v WAITING 節を指定せず、入力から予想される文字数に制限がある場合は、先行入力バッファーだけが入
力で検査されます。 先行入力バッファーが予想される文字数を含む場合は THEN 節が実行され、それ
以外は ELSE 節が実行されます。 先行入力機能がオフなら、常に ELSE 節が実行されます。
v 特殊なケースでは、GET 文の実行の前に行が対応づけられていなければ、ELSE 節が実行されます。
サマリーで、WAITING 節が使用されない限り、THEN 節および ELSE 節を指定することにより、GET ス
テートメントは INPUTIF ステートメント...FROM ステートメントのように作動します。ただし、最大長が
指定されない UNTIL 節では、GET 文は通常どおりに動作して ELSE 節が実行されることはありません。
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例
次のコード部分は、デバイスからのトランザクション・メッセージを表す複数のデータ・バッファーを
GET ステートメントで読み取る方法を示します。
DIM SAVEBUFFER(10)
SAVELIMIT = 10
OPENDEV "TTY10" TO TTYLINE ELSE STOP "CANNOT OPEN
TTY10"
I = 1
LOOP
GET BUFFER,128 FROM TTYLINE UNTIL CHAR(10)
WAITING 10
ELSE
IF STATUS()
THEN PRINT "UNRECOVERABLE ERROR DETECTED ON
DEVICE,
"IM SAVEBUFFER(10)
SAVELIMIT = 10
OPENDEV "TTY10" TO TTYLINE ELSE STOP "CANNOT OPEN
TTY10"
I = 1
LOOP
GET BUFFER,128 FROM TTYLINE UNTIL CHAR(10)
WAITING 10
ELSE
IF STATUS()
THEN PRINT "UNRECOVERABLE ERROR DETECTED ON
DEVICE,":
ELSE PRINT "DEVICE TIMEOUT HAS OCCURRED, ":
PRINT "TRANSACTION CANNOT BE COMPLETED."
STOP
END
WHILE BUFFER # "QUIT" DO
IF I > SAVELIMIT
THEN
SAVELIMIT += 10
DIM SAVEBUFFER(SAVELIMIT)
END
SAVEBUFFER(I) = BUFFER
I += 1
REPEAT

GETX ステートメント
GETX ステートメントは、入力ストリームからデータ・ブロックを読み取り、文字を ASCII の 16 進値フ
ォーマットで返します。詳しくは、GET ステートメントを参照してください。

GET(ARG.)ステートメント
構文
GET(ARG. [ ,arg#] ) variable [THEN statements] [ELSE statements]

説明
GET(ARG.) ステートメントは、次のコマンド・ライン引数を検索します。 コマンド・ラインはブランクで
区切られ、最初の引数はプログラム名に続く最初の単語であると仮定されます。 カタログされたプログラ
ムが呼び出されるときには、引数のリストはコマンド・ラインの 2 番目の単語から開始されます。
引用符内のストリングにあるブランクは区切り文字とはみなされず、ストリングは単独の引数として取り扱
われます。 例えば、"54 76" は、54 76 を返します。
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arg# には、取得するコマンド・ラインの引数を指定します。これは数値として評価されるものでなければ
なりません。 arg# が指定されない場合、次のコマンド・ラインの引数が取得されます。取得引数が
variable に割り当てられます。
THEN および ELSE 文は両方ともオプションです。 THEN 節は、引数が見つかった場合に実行されま
す。 ELSE 節は、引数が見つからなかった場合に実行されます。 引数が見つからず、ELSE 節がない場
合、variable は、空白ストリングに設定されます。
arg# が指定されないか、arg# が 0 と評価される場合、最後の取得引数の右の引数が variable に割り当て
られます。arg# がコマンド・ラインの引数の数より大きい数値として評価されるか、最後の引数が割り当
てられていて、arg# のない GET が使用されている場合、GET ステートメントは失敗します。引数リスト
の先頭に移動するには、arg# を 1 に設定します。
arg# が NULL 値として評価されると、GET ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイ
ム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
次の例のコマンドは次のとおりです。
RUN BP PROG ARG1 ARG2 ARG3

プログラムは次のようになります。
A=5;B=2
GET(ARG.)FIRST
GET(ARG.,B)SECOND
GET(ARG.)THIRD
GET(ARG.,1)FOURTH
GET(ARG.,A-B)FIFTH
PRINT FIRST
PRINT SECOND
PRINT THIRD
PRINT FOURTH
PRINT FIFTH

次のプログラム出力が得られます。
ARG1
ARG2
ARG3
ARG1
ARG3

コマンド・ラインを RUN PROG に変更すると、システムは PROG ファイルで最初の引数の名前でプログ
ラムを検索します。PROG がカタログされたプログラムなら、コマンド・ラインは PROG ARG1 ARG2
ARG3 に変化して同じ結果が得られます。

GETLIST ステートメント
構文
GETLIST listname [TO list.number] [SETTING variable]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
GETLIST ステートメントを使用すると、保存した選択リストを READNEXT ステートメントで使用できる
ように、その選択リストをアクティブにできます。
BASIC 言語リファレンス
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listname は、以下の形式として評価される式です。
record.ID

または、
record.ID account.name

record.ID は、&SAVEDLISTS& ファイル内の選択リストのレコード ID です。account.name が指定される
と、ローカル・アカウント内のファイルの代わりに、&SAVEDLISTS& ファイルが使用されます。
listname が NULL 値として評価されると、GETLIST ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
TO 節は、リストを選択リスト番号の 0?10 に格納します。list.number が指定されない場合、リストは選択
リスト 0 として保存されます。
SETTING 節は、リスト内のエレメントの数を variable に割り当てます。システム変数の @SELECTED
も、SETTING 節の有無に関係なくこの数に割り当てられます。 リストが正しく検索されると、リストが
空であっても THEN 文が実行されます。それ以外は ELSE 文が実行されます。

PICK、REALITY、および IN2 フレーバー
PICK、REALITY、および IN2 フレーバー・アカウントでは、選択リストを、番号の付いた選択リストで
はなくリスト変数に格納します。これらのアカウント、および、$OPTIONS 文の VAR.SELECT オプショ
ンを使用するプログラムでの、GETLIST 文の構文は次のとおりです。
GETLIST listname [TO list.variable] [SETTING variable]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

GETLOCALE 関数
構文
GETLOCALE (category)

説明
NLS モードでは、GETLOCALE 関数は現在のロケールの指定されるカテゴリーの名前を返します。
GETLOCALE 関数は、現在のロケールとは別の保存済みのロケールの詳細も返します。
category は、InfoSphere DataStage インクルード・ファイル UVNLSLOC.H で定義される以下のトークンの
いずれかになります。
UVLC$ALL
現在の全ロケール・カテゴリーの動的な配列としての名前。 配列のエレメントは、フィールド・
マークによって分割されます。 カテゴリーの順番は、Time、Numeric、Monetary、Ctype、および
Collate です。
UVLC$SAVED
すべての保存済みロケール・カテゴリーの動的な配列。
UVLC$TIME
Time カテゴリーの設定。
UVLC$NUMERIC
Numeric カテゴリーの設定。
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UVLC$MONETARY
Monetary カテゴリーの設定。
UVLC$CTYPE
Ctype カテゴリーの設定。
UVLC$COLLATE
Collate カテゴリーの設定。
GETLOCALE 関数は、実行に失敗すると次のどちらかのエラー・トークンを返します。
LCE$NO.LOCALES
InfoSphere DataStage ロケールが有効ではありません。
LCE$BAD.CATEGORY
カテゴリーが無効です。

GETREM 関数
構文
GETREM (dynamic.array)

説明
REMOVE ステートメント、REMOVE 関数、または REVREMOVE ステートメントの実行後に GETREM
関数を使用すると、dynamic.array に関連したポインターの文字位置に対して数値を返すことができます。
dynamic.array は、動的配列を含む変数名として評価されます。
戻り値は整数です。 返される整数は 0 ベースではなく 1 ベースです。REMOVE 文が dynamic.array で
実行されていない場合、1 が戻ります。 dynamic.array の終わりに、GETREM は、動的配列の長さに 1 を
足したものを返します。GETREM で返されたオフセットは削除される次の動的配列エレメントの先頭文字
を示します。

例
DYN = "THIS":@FM:"HERE":@FM:"STRING"
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT GETREM(DYN)

次のプログラム出力が得られます。
5

GOSUB ステートメント
構文
GOSUB statement.label [ : ]
GO SUB statement.label [ : ]

説明
GOSUB ステートメントを使用すると、プログラム制御を statement.label で参照される内部サブルーチンに
転送できます。コロン ( : ) は、プログラム行の先頭の非数値ステートメント・ラベルの後に必要ですが、
GOSUB ステートメントではオプションです。

BASIC 言語リファレンス

217

GOSUB ステートメントで参照される内部サブルーチンの終わりにある RETURN ステートメントを使用す
ると、プログラム制御を GOSUB ステートメントに続くステートメントに転送できます。
内部サブルーチンの末尾の RETURN TO ステートメントは、制御を GOSUB ステートメントに続く行で
はなくプログラム内の位置に渡します。この場合、statement.label を使用して、ターゲット位置を参照しま
す。
GOSUB の実行時にアクティブな GOSUB または CALL は、すべてアクティブなままとなり、エラーが発
生するおそれもあるので、RETURN TO ステートメントは慎重に使用しください。
プログラムは、サブルーチンを何回でも呼び出すことができます。あるサブルーチンを別のサブルーチンか
ら呼び出すことも可能です。このプロセスをサブルーチンのネスト処理と呼びます。最大で 256 個の
GOSUB 呼び出しをネストできます。
サブルーチンは、プログラムの任意の場所で呼び出せますが、メインプログラムからの識別が可能でなけれ
ばなりません。サブルーチンへの不注意な入力を回避するには、サブルーチンのまわりでプログラム制御を
指示する STOP ステートメント、END ステートメント、または GOTO ステートメントをサブルーチンの
前に置きます。

例
VAR=’ABKL1234’
FOR X=1 TO LEN(VAR)
Y=VAR[X,1]
GOSUB 100
NEXT X
STOP
100*
IF Y MATCHES ’1N’ THEN RETURN TO 200
PRINT ’ALPHA CHARACTER IN POSITION ’,X
RETURN
200*
PRINT ’NUMERIC CHARACTER IN POSITION ’,X
STOP

次のプログラム出力が得られます。
ALPHA CHARACTER IN POSITION 1
ALPHA CHARACTER IN POSITION 2
ALPHA CHARACTER IN POSITION 3
ALPHA CHARACTER IN POSITION 4
NUMERIC CHARACTER IN POSITION

5

GOTO ステートメント
構文
GO[TO] statement.label [ : ]
GO TO statement.label [ : ]

説明
GOTO ステートメントを使用すると、プログラム制御を statement.label で指定されたステートメントに転
送できます。コロン ( : ) は、GOTO 文ではオプションです。
参照されるステートメントが実行可能なステートメントなら、そのステートメントと以降のステートメント
が実行されます。 実行不能なステートメントなら、実行はそのステートメント以降に検出される最初に実
行可能なステートメントに移行します。
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例
X=80
GOTO 10
STOP
*
10*
IF X>20 THEN GO 20 ELSE STOP
*
20*
PRINT ’AT LABEL 20’
GO TO CALCULATE:
STOP
*
CALCULATE:
PRINT ’AT LABEL CALCULATE’

次のプログラム出力が得られます。
AT LABEL 20
AT LABEL CALCULATE

GROUP 関数
構文
GROUP (string, delimiter, occurrence [ ,num.substr] )

説明
GROUP 関数を使用すると、string 内の指定した区切り文字の間にある 1 つ以上のサブストリングを返す
ことができます。
delimiter は、フィールド・マーク、値マーク、サブ値マークを含むいずれかの文字として評価されます。
これは、サブストリングの始点および終端を区切ります。 delimiter が、複数の文字と評価されると、先頭
文字のみが使用されます。区切り文字は、サブストリングとともには返されません。
occurrence は、区切り文字の出現が、終了文字として使用されることを指定します。occurrence が 1 未満
の場合、1 とみなされます。
num.substr には、区切り文字で区切られている、返すサブストリングの数を指定します。num.substr の値が
空白ストリングか 1 未満の場合、1 とみなされます。1 つよりも多くのサブストリングが返される場合、
連続するサブストリングとともに区切り文字も返されます。
delimiter または occurrence のどちらかがストリング内にない場合、occurrence で 1 を指定しない限り、
空白ストリングが戻ります。 occurrence が 1 で、delimiter が検出されない場合は、ストリング全体が戻
ります。delimiter が空白ストリングの場合、ストリング全体が戻ります。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。string に CHAR(128) (すなわち
@NULL.STR) が含まれている場合、ストリング内の他の文字と同様に扱われます。delimiter、occurrence、
または num.substr が NULL 値として評価されると、GROUP 関数は正しく実行されずプログラムはランタ
イム・エラー・メッセージを出力して終了します。
GROUP 関数の機能は FIELD 関数と同じです。

例
D=GROUP("###DHHH#KK","#",4)
PRINT "D= ",D
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変数 D は DHHH に設定されます。これは、区切り文字 # の 3 番目と 4 番目の間にあるデータが
DHHH であるからです。
REC="ACADABA"
E=GROUP(REC,"A",2)
PRINT "E= ",E

変数 E は、「C」に設定されます。
VAR="?"
Z=GROUP("A.1234$$$$&&",VAR,3)
PRINT "Z= ",Z

Z は「?」がストリングに現れないので、空白ストリングに設定されます。
Q=GROUP("+1+2+3ABAC","+",2,2)
PRINT "Q= ",Q

2 つの連続するフィールドが、「+」の 2 回目の出現後に返されるように指定されたので、Q は「1+2」に
設定されます。
次のプログラム出力が得られます。
D=
E=
Z=
Q=

DHHH
C
1+2

GROUPSTORE ステートメント
構文
GROUPSTORE new.string IN string USING start, n [ ,delimiter]

説明
GROUPSTORE 文は、指定される区切り文字で区切られるフィールドの挿入、削除、または置換によって
文字ストリングを変更します。
new.string は、string に挿入される文字ストリングとして評価される式です。
string は変更される文字ストリングとして評価される式です。
delimiter は、フィールド・マーク、値マーク、サブ値マークを含むいずれかの単一 ASCII 文字として評価
されます。delimiter を指定しないと、フィールド・マークが使用されます。
start は、開始フィールド位置を指定する数値として評価されます。変更は、start で指定したフィールドで
始まります。start が string 内のフィールドの数より大きい場合、GROUPSTORE ステートメントが実行さ
れる前に、必要な数だけ空フィールドが生成されます。
n には、string 内に挿入する new.string のフィールド数を指定します。n は、GROUPSTORE 処理の実行
方法を判別します。n が正の場合、string 内の n 個のフィールドが、new.string の最初の n 個のフィール
ドで置換されます。 n が負の場合、string 内の n 個のフィールドが、new.string 内のすべてのフィールド
で置換されます。 n が 0 の場合、new.string 内のすべてのフィールドが start で指定されたフィールドの
前の string に挿入されます。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。new.string、start、n、または delimiter が
NULL である場合、GROUPSTORE 文は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージ
を出力して終了します。
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例
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B" IN Q USING 2,2,"#"
PRINT "TEST1= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B" IN Q USING 2,-2,"#"
PRINT "TEST2= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B" IN Q USING 2,0,"#"
PRINT "TEST3= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B#C#D" IN Q USING 1,4,"#"
PRINT "TEST4= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B#C#D" IN Q USING 7,3,"#"
PRINT "TEST5= ",Q

次のプログラム出力が得られます。
TEST1=
TEST2=
TEST3=
TEST4=
TEST5=

1#A#B#4#5
1#A#B#4#5
1#A#B#2#3#4#5
A#B#C#D#5
1#2#3#4#5##A#B#C

GTS 関数
構文
GTS (array1, array2)
CALL -GTS (return.array, array1, array2)
CALL !GTS (return.array, array1, array2)

説明
GTS 関数は、ある動的な配列のエレメントが別の動的な配列のエレメントより大きいかどうかをテストし
ます。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと比較されます。 array1 からのエレメントが
array2 からのエレメントより大きい場合、新規動的配列の対応するエレメントに 1 が返されます。array1
からのエレメントが array2 からのエレメント以下の場合は、0 が返されます。一方の動的な配列のエレメ
ントと対応するエレメントが他方の動的エレメントにない場合、未定義のエレメントは空白ストリングと評
価され、比較が続行されます。
対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては NULL が返さ
れます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

HEADING ステートメント
構文
HEADING [ON print.channel] heading
HEADINGE [ON print.channel] heading
HEADINGN [ON print.channel] heading
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説明
HEADING ステートメントは、各ページ出力の先頭に表示するヘッダーの内容とフォーマットを指定しま
す。
ON 節は、出力のために使用する論理プリント・チャネルを指定します。print.channel は、-1 から 255 の
数値として評価される式です。ON 節を使用しない場合は、論理プリント・チャネル 0 が使用されます。
これによって PRINTER OFF に設定されている場合は、ユーザーの端末に印刷されます (PRINTER ステー
トメントを参照)。論理的なプリント・チャネル -1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER
ON ステートメントが実行されているかどうかとは無関係です。
heading は、ヘッダーのフォーマットを指定する内容および制御文字として評価される式です。 ヘッダー
式では、一重引用符でくくった次のフォーマットの制御文字を使用できます。
C[n]

n 個のブランクがあるフィールドの中央に見出し行を印刷します。 n が指定されていなければ、
行をページの中央に揃えます。

D

現在の日付を dd mmm yyyy というフォーマットで印刷します。

T

現在の日付および時刻を dd mmm yyyy hh:mm:ss というフォーマットで印刷します。 時刻は 12
時間フォーマットで、「am」か「pm」が付加されています。

¥

現在の日付および時刻を dd mmm yyyy hh:mm:ss というフォーマットで印刷します。 時刻は 12
時間フォーマットで、「am」か「pm」が付加されています。 一重引用符の内側に円記号を挿入し
ないでください。

G

ギャップを挿入してヘッダーをフォーマット設定します。

I

ページ番号、時刻、および PIOPEN フレーバーの日付だけをリセットします。

Q

] ^ および ¥ 文字の使用を許容します。

R[n]

レコード ID を n 個のブランクがあるフィールドに左寄せで挿入します。

L

新しい行を開始します。

]

新しい行を開始します。 一重引用符の内側に右大括弧を挿入しないでください。

N

自動ページング機能を抑制します。

P[n]

現在のページ番号を、n 個のブランクがあるフィールドに右寄せで印刷します。 n のデフォルト
値は 4 です。

S

左寄せで、ページ番号を挿入します。

^

現在のページ番号を、n 個のブランクがあるフィールドに右寄せで印刷します。 n のデフォルト
値は 4 です。一重引用符内にはキャレットを入れないでください。

2 個の一重引用符 ( ' ' ) によって、見出しテキストに 1 個の一重引用符が印刷されます。
プログラムが実行されるときに、フォーマット制御文字によって指定された結果が生成されます。一重引用
符の中に、複数のオプションを指定できます。
print.channel または heading のどちらかが NULL 値に評価されると、HEADING ステートメントは正しく
実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
改ページはページ 1 から開始され、新しいページが生成されたり、PAGE ステートメントに遭遇したりす
るたびに自動的に増分されます。
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端末またはプリンターへの出力は、自動的に改ページされます。HEADING ステートメント、または
FOOTING ステートメントのいずれかで、N オプションを使用すると、自動改ページをオフにできます。

HEADINGE および HEADINGN 文
HEADINGE ステートメントは、HEADING ステートメントで $OPTIONS HEADER.EJECT を選択した場
合と同じ機能です。 HEADINGE は、HEADING ステートメントによってページ替えを実行します。 ペー
ジ替えは INFORMATION フレーバー・アカウントのデフォルトです。
HEADINGN ステートメントは、HEADING ステートメントで $OPTIONS -HEADER.EJECT を選択した場
合と同じ機能です。 HEADINGN は、HEADING ステートメントによってページ替えを破棄します。 ペー
ジ替えは、IDEAL、PICK、REALITY、および IN2 フレーバー・アカウントでは破棄されます。

ヘッダーでの ] ^ と ¥ の使用法
] ^ および ¥ という文字は、ヘッダーおよびフッターの制御文字です。 これらの文字を通常の文字として
使用するには、Q オプションを使用して、これらの制御文字を一重引用符または二重引用符で囲む必要が
あります。 Q の指定は任意のヘッダーまたはフッターで 1 回だけ行えば十分ですが、必ず ] ^ および ¥
よりも前に指定するようにしてください。

ヘッダー・テキストのフォーマット設定
制御文字の G (ギャップを意味する) は、ヘッダーのテキストにブランクを追加して、行の幅をデバイス幅
まで延ばすことができます。 G が 1 行に一度だけ指定されている場合、ブランクは行のその位置に挿入
されて、行をデバイス幅にします。 G が、1 行内で複数の場所に指定されている場合、それらの場所にで
きるだけ均等に スペース文字が分散されます。 次の例を参照してください。垂直のバーは左および右のマ
ージンを表します。
指定

結果

"Hello there"
|Hello there |
"’G’Hello there"
| Hello there|
"’G’Hello there’G’"
| Hello there |
"Hello’G’there"
|Hello there|
"’G’Hello’G’there’G’"
| Hello there |
最小の間隔はブランク 0 個です。 すべての間隔を 0 にしても行がデバイス幅よりも広い場合は、行が折
り返されて、間隔は 0 のままです。
NLS が有効なら、HEADING は文字長ではなく変化する表示位置に基づいてギャップを計算します。

左寄せで挿入されるページ番号
制御文字 S (シーケンス番号) は、行で S がある位置に左寄せで挿入されます。 1 個の文字スペースのみ
が、数値に予約されます。数字が 1 桁を超えた場合は、増えた数字に必要な分だけ、右側にあるテキスト
が右へ移動します。 例えば、次のステートメントがあるとします。
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HEADING "This is page ’S’ of 100000"

ヘッダーは次のようになります。
This is page 3 of 100000
This is page 333 of 100000
This is page 3333 of 100000

INFORMATION フレーバー
ページ番号フィールド
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、ページ番号フィールドのデフォルトの幅は、ページ番号の
長さです。 n の引数に P を指定して、ページ番号のフィールド幅を設定します。 ページ・フィールドの
幅を指定するために複数の P 文字を含めたり、テキストで P 位置の直前にブランクを含めることもでき
ます。例えば、「PPP」は、3 個のブランクがあるフィールドに右揃えでページ番号を印刷します。
注: その以外のすべてのフレーバーでは、「PPP」は 3 つの同一ページ番号を印刷します。各ページ番号
は、4 個のブランクがあるデフォルト・フィールドに印刷されます。
日付形式
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、デフォルトの日付形式は mm-dd-yy で、デフォルトの時刻
フォーマットは 24 時間スタイルです。
PICK、IN2、REALITY、および IDEAL フレーバー・アカウントで、$OPTIONS ステートメントの
HEADER.DATE オプションを使用すると、HEADING ステートメント、FOOTING ステートメント、およ
び PAGE ステートメントの動作を、INFORMATION フレーバー・アカウントでの動作と同じにします。

PIOPEN フレーバー
右揃えの上書きページ番号
制御文字 P (ページ用) は、行に P が挿入された場所に右揃えで表示されます。1 個の文字スペースのみ
が、数値に予約されます。数字が 1 桁よりも多くなると、左側にあるリテラル文字が上書きされます。通
常は、ほかの文字を上書きすることなく最大のページ番号が表示されるように、P の左側に複数のブラン
クを入力する必要があります。例えば、次のステートメントがあるとします。
HEADING "This is page ’P’ of 100000"

ヘッダーは次のようになります。
This is page 3 of 100000
This is pag333 of 100000
This is pa3333 of 100000

ページ番号および日付のリセット
制御文字 I (初期化) でページ番号が 1 にリセットされ、日付もリセットされます。

例
HEADING "’C’ LIST PRINTED: ’D’"
FOR N=1 TO 10
PRINT "THIS IS ANOTHER LINE"
NEXT

次のプログラム出力が得られます。
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THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

LIST PRINTED:
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

04 Jun 1994

ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER

HUSH ステートメント
構文
HUSH { ON | OFF | expression} [ SETTING status ]

説明
HUSH ステートメントは、通常は処理中に端末に送出されるすべての出力の表示を停止します。 また、
COMO ファイルや TANDEM 表示への出力も停止します。
SETTING status は、HUSH ステートメントが実行された前の HUSH 状況の値に変数値を設定します。
STATUS 関数の代わりに使用して、後で復元できるように状況を保存できます。STATUS の値は、以前の
状態が HUSH ON なら 1、以前の状態が HUSH OFF なら 0 です。
このステートメントは、電話回線を使用して情報を転送する場合やハードコピー端末にデータを送出する場
合に使用できます。 いずれの場合も転送速度は低下します。 不要なデータ表示はタスクをさらに低速化さ
せます。
HUSH はトグルで動作します。限定子なしに使用すると現在の状態を変更します。
表示が不要であることが確実な場合以外は、このステートメントで出力表示の停止を行わないでください。
HUSH ON を使用すると、エラー・メッセージおよび情報要求を含めてすべての出力は停止します。

STATUS 関数によって返される値
以前の状態は STATUS 関数で返されます。 HUSH ステートメントを実行する前に端末出力を停止してい
ると、STATUS 関数は 1 を返します。HUSH ステートメントを実行する前に端末出力を有効にしている
と、STATUS 関数は 0 を返します。

例
次の例では、端末出力は HUSH ステートメントによって無効にされており、以前の状態は変数の
USER.HUSH.STATE に保存されています。
幾つかのステートメントを実行したあとで、プログラムはユーザーのプロセスを最初の HUSH ステートメ
ントの実行以前と同じ HUSH 状態に戻します。
HUSH ON
USER.HUSH.STATE = STATUS()
...
HUSH USER.HUSH.STATE

この例は次のように記述することもできます。
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HUSH ON SETTING USER.HUSH.STATE
.
.
.
HUSH USER.HUSH.STATE

ICHECK 関数
構文
ICHECK ( dynamic.array [ , file.variable ] , key [ , column# ] )

説明
ICHECK 関数は、SQL 表に書き込もうとするデータが SQL の保全制約に違反しないかどうかをチェック
します。 ICHECK は、指定されるデータや主キーが SQL 表の定義済みの SQL 保全制約を満たすかどう
かを検証します。
dynamic.array は、保全制約を検査するデータとして評価される式です。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイル変数とみなされます (デフォルトのファイルについては、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。
key は、保全制約を検査する主キーとして評価される式です。
column# は、データが検査される表内の列数として評価される式です。column# を指定しないと、ファイル
内のすべての列が検査されます。列 0 は、主キー (レコード ID) を示します。
dynamic.array、file.variable、key、または column# が NULL 値に評価されると、ICHECK 関数は正しく実
行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
ICHECK 関数で実行される保全チェックの量を制限すれば、処理速度が改善されます。 ただし、その場合
にはデータ保全に対する責任が求められます。 例えば、ファイルの数列だけを変更するプログラムで
ICHECK を使用できます。これを行うには、検査のための更新レコードを書き込む前に、OPENCHK 構成
可能パラメーターをオフにして、更新する列に対して、OPENCHECK ステートメントではなく、OPEN ス
テートメントでファイルを開き、表の保全チェックに違反しない ICHECK 関数を使用します。
参照制約の ON UPDATE 節でアクションを指定する場合、ICHECK は常に被参照表に書き込まれるデー
タを有効にします。参照表をチェックしません。そのため、ICHECK は正常終了しますが、実際に書き込
みが行われる場合に参照表の更新時に制約違反が発生する場合があります。 参照制約に ON UPDATE 節
がないか、これらの節で NO ACTION を指定する場合は、参照先の表はその中の行が参照される列の古い
値を持たないことがチェックされます。
ICHECK は、ほかの SQL 保全制約をチェックする際にトリガーをチェックすることはありません。 した
がって、トリガーを起動する書き込みは ICHECK が正常終了しても失敗する場合があります。
ICHECK は、フィールド・マークで区切られる 3 つのエレメントの動的な配列を返します。
error.codeFcolumn#Fconstraint
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表 35. 返される ICHECK 配列の構文
引数

説明

お願い

error.code
強制終了のタイプを指示するコードで
す。 エラー・コードは次のいずれか
です。
0

エラーなし

1

SINGLEVALUED エラー

2

NOT NULL エラー

3

NOT EMPTY エラー

4

ROWUNIQUE エラー (単独列のアソ
シエーション KEY を含む)

5

UNIQUE (列制約) エラー

6

UNIQUE (表制約) エラー

7

アソシエーションが複数の KEY フィ
ールドを持つ場合のアソシエーション
KEY ROWUNIQUE エラー

8

CHECK 制約エラー

9

主キーのパーツが過多

10

参照制約エラー

11

数値列が参照先表の数値以外の列を参
照する場合に発生する参照制約エラー

column#
エラーが発生した列数です。 主キー
の任意のパートでエラーが発生する
と、0 が返ります。 複数の列で違反
がある場合、-1 を返します。
constraint
このエレメントは、error.code が 7
か 8 の時のみ返されます。コード 7
の場合、アソシエーション名を返しま
す。コード 7 なら、アソシエーショ
ン名が返ります。コード 8 なら、名
前がある場合は CHECK 制約の名前
が、それ以外は CHECK 制約自体が
返ります。

レコードが複数の保全制約に違反する場合は、ICHECK はエラーが発生した最初の制約に対してだけ動的
な配列を返します。
ICHECK 関数は助言を与えるだけです。 つまり、 UNIQUE と定義された同一の列に 2 つのプログラム
が同じデータを書き込もうとした場合 (エラー 5 を参照)、最初のプログラムの ICHECK がパスしたとし
ます。最初のプログラムが ICHECK をパスしたデータを書き込む前に、2 番目のプログラムがデータをフ
ァイルに書き込むと、ICHECK が失敗しなくても、最初のプログラムの実行は失敗します。
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ICONV 関数
構文
ICONV (string, conversion)

説明
ICONV 関数を使用すると、string を指定した内部ストレージ・フォーマットに変換できます。string は、
変換されるストリングとして評価される式です。
conversion は、値マーク (ASCII 253) で区切られる、1 つ以上の有効な変換コードとして評価される式で
す。
string は、変換で指定された内部フォーマットに変換されます。複数のコードが使用される場合、それらは
左から右へ適用されます。 最初の変換コードは、string の値を変換します。以降の変換コードは、その前
の変換の結果を変換します。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。conversion が NULL 値として評価される
と、ICONV 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。
STATUS 関数は、変換の結果を反映します。
0

変換が成功しました。

1

string が無効です。string が NULL 値 (この場合 NULL が返される) でない限り、空白ストリン
グが戻ります。

2

conversion が無効です。

3

無効と思われるデータの変換に成功しました。

ストリングの外部フォーマットへの変換については、OCONV 関数を参照してください。

例
日付変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
DATE=ICONV("02-23-85","D")
6264

DATE=ICONV("30/9/67","DE")
-92

DATE=ICONV("6-10-85","D")
6371

DATE=ICONV("19850625","D")
6386

DATE=ICONV("85161","D")
6371

時間変換の例を次に示します。
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ソース行
変換された値
TIME=ICONV("9AM","MT")
32400

16 進値、8 進値、および 2 進値変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
HEX=ICONV("566D61726B","MX0C")
Vmark

OCT=ICONV("3001","MO")
1537

BIN=ICONV(1111,"MB")
15

マスク 10 進値変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
X=4956.00 X=ICONV(X,"MD2")
495600

X=563.888 X=ICONV(X,"MD0")
-564

X=ICONV(1988.28,"MD24")
19882800

ICONVS 関数
構文
ICONVS (dynamic.array, conversion)
CALL -ICONVS (return.array, dynamic.array, conversion)
CALL !ICONVS (return.array, dynamic.array, conversion)

説明
ICONVS 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメントを指定した内部ストレージ・フォーマットに変
換できます。
conversion は、値マーク (ASCII 253) で区切られる、1 つ以上の有効な変換コードとして評価される式で
す。
dynamic.array の各エレメントは、conversion で指定された内部フォーマットに変換され、動的配列に返さ
れます。複数のコードが使用される場合、それらは左から右へ適用されます。 最初の変換コードは、
dynamic.array の各エレメントの値を変換します。以降の変換コードは、その前の変換結果の各エレメント
の数値を変換します。
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dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のエレメントが
NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻ります。conversion が NULL 値として評価
されると、ICONV 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了
します。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
STATUS 関数は、変換の結果を反映します。
0

変換が成功しました。

1

dynamic.array のエレメントが無効です。dynamic.array が NULL 値 (この場合 NULL が返される)
でない限り、空白ストリングが戻ります。

2

conversion が無効です。

3

無効と思われるデータの変換に成功しました。

動的配列内のエレメントの外部フォーマットへの変換については、OCONV 関数を参照してください。

IF ステートメント
構文
IF expression {THEN statements [ELSE statements] | ELSE
statements}
IF expression{THEN statements[ELSE statements] |
ELSE statements}
IF expression {THEN
statementsEND [ELSE
statementsEND] | ELSE
statementsEND}
IF expression
{THEN
statementsEND
[ELSE
statementsEND] |
ELSE
statementsEND }

説明
IF ステートメントを使用すると、expression の評価に基づいたプログラム・フローを判別できます。
expression の値が真であれば、THEN ステートメントが実行されます。 expression の値が偽であれば、
THEN ステートメントは無視されて、ELSE ステートメントが実行されます。expression が NULL 値であ
る場合、expression は偽に評価されます。ELSE ステートメントがなければ、プログラムの実行は次の実行
可能なステートメントで継続します。
IF ステートメントは、THEN 節または ELSE 節のどちらかを含んでいなければなりません。 両方を含む
必要はありません。
変数の値が NULL 値かどうかをテストする場合、ISNULL 関数と IF ステートメントを一緒に使用しま
す。これが、NULL 値をテストする唯一の方法です。それは、NULL が、自身を含めてどのような値とも
同等であることがないからです。構文は次のようになります。
IF ISNULL (expression) ...

IF...THEN ステートメントは、単一行または分割して複数の行に記述できます。 ステートメントを複数行
に分けて記述すると見やすくなります。 どの方法でも文の実行には変化はありません。
IF...THEN ステートメントはネスト構造にできます。 THEN または ELSE ステートメントを複数行に記述
するときは、END ステートメントを THEN または ELSE ステートメントの最後のステートメントとして
使用する必要があります。
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条件付きコンパイル
IF ステートメントの修正バージョンを使用すれば、BASIC プログラムの全部または一部でコンパイルする
条件を指定できます。条件付きコンパイル・ステートメントの構文は、テスト式を除いて IF ステートメン
トの構文と同じです。これは、以下のいずれかにする必要があります。$TRUE、$T、$FALSE、または
$F。

例
X=10
IF X>5 THEN PRINT ’X IS GREATER THAN 5’;Y=3
*
IF Y>5 THEN STOP ELSE Z=9; PRINT ’Y IS LESS THAN 5’
*
IF Z=9 THEN PRINT ’Z EQUALS 9’
ELSE PRINT ’Z DOES NOT EQUAL 9’ ; STOP
*
IF Z=9 THEN
GOTO 10
END ELSE
STOP
END
*
10*
IF Y>4
THEN
PRINT ’Y GREATER THAN 4’
END
ELSE
PRINT ’Y IS LESS THAN 4’
END

次のプログラム出力が得られます。
X
Y
Z
Y

IS GREATER THAN 5
IS LESS THAN 5
EQUALS 9
IS LESS THAN 4

IFS 関数
構文
IFS (dynamic.array, true.array, false.array)
CALL -IFS (return.array, dynamic.array, true.array, false.array)
CALL !IFS (return.array, dynamic.array, true.array, false.array)

説明
IFS 関数は、第 3 の動的な配列の内容に基づいて 2 つの動的な配列のいずれかから個別に選択されたエレ
メントの動的な配列を返します。
dynamic.array の各エレメントが評価されます。エレメントが真と評価された場合、対応する true.array の
エレメントが、新規動的配列の同じエレメントに返されます。エレメントが偽と評価された場合は、対応す
る false.array のエレメントが返されます。正しい応答配列に対応するエレメントがなければ、そのエレメ
ントに対して空白ストリングが返されます。 エレメントが NULL 値なら、そのエレメントは偽に評価さ
れます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
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ILPROMPT 関数
構文
ILPROMPT (in.line.prompt)

説明
ILPROMPT 関数は、インライン・プロンプトを含むストリングを評価します。
in.line.prompt はインライン・プロンプトを含むストリングとして評価される式です。インライン・プロン
プトの構文は次のとおりです。
<< [ control, ] ... text [ , option ] >>

control は、プロンプトの特性を指定するオプションです。複数の制御オプションはコンマで分離します。
表 36. 可能性のある制御オプション
制御

説明

A

制御オプションを含むセンテンスが実行されると、常にプ
ロンプトを表示します。このオプションを指定しないと、
このプロンプトの前回の実行の入力値が使用されます。

Cn

コマンド・ラインの n 番目の位置にあるワードを入力値
として使用します。 (動詞は位置 1 にあります。)

F(filename) record.ID [,fm [ ,vm [ ,sm] ] ] )
filename 内の record.ID にある入力値を検索します。オプ
ションで、値 (vm) またはサブ値 (sm) をフィールド (fm)
から抽出します。
In

コマンド・ラインの n 番目の位置にあるワードを入力値
として使用します。ワード n が入力されない場合はプロ
ンプトが出されます。

P

インライン・プロンプトからの入力を保存します。BASIC
は、保存済みの入力が同じプロンプト・テキストで制御オ
プションが A、C、I、または S のプロンプトで上書きさ
れるまで、または制御がコマンド・プロンプトに戻るま
で、同じプロンプト・テキストのすべてのインライン・プ
ロンプトでその入力を使用します。 P オプションは、現
行パラグラフまたは、その他のパラグラフにあるインライ
ン・プロンプトからの入力を保存します。

R

Return が押されるまで、プロンプトが繰り返し出されま
す。

R(string)

Return が押されるまで、プロンプトが繰り返し出され、
それぞれの項目の間に string を挿入します。

Sn

コマンドからの n 番目のワードを取りますが、パラグラ
フを実行するために、パラグラフ内の引数ではなく、コマ
ンド・プロンプトで入力された最新のコマンドを使用しま
す。このオプションはネスト構造のパラグラフで使用しま
す。

@(CLR)

画面をクリアします。

@(BELL)

端末のベルを鳴動させます。

@(TOF)

プロンプトを画面の左上に表示します。
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表 36. 可能性のある制御オプション (続き)
制御

説明

@(col, row)

端末の指定された列番号と行番号でプロンプトを表示しま
す。

text は表示するプロンプト・テキストです。プロンプト・テキストに引用符 (一重および二重) または円記
号を区切り文字として含めたい場合は、テキスト全体をテキスト・ストリングで使用するものとは別の区切
り文字のセットでくくる必要があります。例えば、次のプロンプト・テキストを表示するとします。
’P’RINTER OR ’T’ERMINAL

プロンプト・テキストは次のように指定します。
¥’P’RINTER OR ’T’ERMINAL¥

または
"’P’RINTER OR ’T’ERMINAL"

option は、有効な ICONV 関数タイプ変換か、パターンの突き合わせ (MATCH 演算子を参照) です。変換
は括弧内で指定します。
in.line.prompt が NULL 値として評価されると、ILPROMPT 関数は正しく実行されずプログラムはランタ
イム・エラーを出力して終了します。
インライン・プロンプトに値がある場合、その値はプロンプトで置き換えられます。 インライン・プロン
プトに値がない場合、プロンプトが表示されてセンテンスの実行時の入力値を要求します。 インライン・
プロンプトは、プロンプトに入力された値で置換されます。
いったん特定のプロンプトに値が入力されると、制御オプション A が指定されない限り、
CLEARPROMPTS ステートメントが実行されるまで、プロンプトはその値を持ち続けます。
CLEARPROMPTS は、インライン・プロンプトに入力されたすべての値をクリアします。
プロンプトはプロンプト内に含めることもできます。

例
A="This is your number. - <<number>>"
PRINT ILPROMPT(A)
PRINT ILPROMPT("Your number is <<number>>, and your
letter is
<<letter>>.")

次のプログラム出力が得られます。
number=5This is your number. - 5
letter=KYour number is 5, and your letter is K.

INCLUDE ステートメント
構文
INCLUDE [filename] program
INCLUDE program FROM filename
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説明
INCLUDE ステートメントを使用すると、レコード program にソース・コードを挿入させて、そのソー
ス・コードをメインプログラムでコンパイルするようコンパイラーに指示できます。INCLUDE ステートメ
ントは、コンパイラーがメインプログラムに戻り、INCLUDE ステートメントに続くステートメントでコン
パイルを続行するという点で $CHAIN ステートメントとは異なります。
program を、filename なしで指定する場合は、program を、現在、INCLUDE ステートメントを含んでいる
プログラムと同じファイル内のレコードにしてください。
program が別のファイル内のレコードである場合、プログラム名を続けて、そのレコードが配置されたファ
イルの名前を、INCLUDE ステートメントに指定する必要があります。filename には、VOC ファイルで定
義したタイプ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルを指定する必要があります。
INCLUDE 文はネスト構造にできます。
INCLUDE ステートメントは、$INCLUDE ステートメントと #INCLUDE ステートメントの同義語です。

例
PRINT "START"
INCLUDE END
PRINT "FINISH"

このプログラムがコンパイルされると、INCLUDE ステートメントはプログラム END からコードを挿入し
ます (END ステートメント・ページの例を参照)。次のプログラム出力が得られます。
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

INDEX 関数
構文
INDEX (string, substring, occurrence)

説明
INDEX 関数を使用すると、string 内の substring に指定された出現の開始文字位置を返します。
string は、有効なストリングとして評価される式です。string は、サブストリング式に対して検査されま
す。
occurrence には、見つける対象である substring の出現を指定します。
substring が見つかり、出現基準に合っている場合、サブストリングの開始文字位置を返します。substring
が空白ストリングの場合、1 が戻ります。サブストリングの指定した出現が見つからない場合、または、
string や substring が、NULL 値であると評価される場合は、0 が戻ります。
occurrence が NULL 値として評価されると、INDEX 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・
エラー・メッセージを出力して終了します。
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PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、REALITY フレーバー・アカウントでは、サブストリングの一部が一致したかどうかに関係な
く、次の文字で照合が続けられます。$OPTIONS ステートメントの COUNT.OVLP オプションを使用する
と、IDEAL フレーバー・アカウントと INFORMATION フレーバー・アカウントで、この動作を取得でき
ます。

例
Q=’AAA11122ABB1619MM’
P=INDEX(Q,1,4)
PRINT "P= ",P
*
X=’XX’
Y=2
Q=’P1234XXOO1299XX00P’
TEST=INDEX(Q,X,Y)
PRINT "TEST= ",TEST
*
Q=INDEX("1234",’A’,1)
PRINT "Q= ",Q
* サブストリングを検出できない
*
POS=INDEX(’222’,’2’,4)
PRINT "POS= ",POS
* サブストリングの出現 (4) は存在しない

次のプログラム出力が得られます。
P=
TEST=
Q=
POS=

12
14
0
0

INDEXS 関数
構文
INDEXS (dynamic.array, substring, occurrence)
CALL -INDEXS (return.array, dynamic.array, substring, occurrence)
CALL !INDEXS (return.array, dynamic.array, substring, occurrence)

説明
INDEXS 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメント内に指定されたサブストリングの出現の開始列
位置の動的配列を返します。
各エレメントは、substring に対して検査されます。
occurrence には、見つける対象である substring の出現を指定します。
substring が見つかり、出現基準に合っている場合、サブストリングの開始列位置を返します。substring が
空白ストリングの場合、1 が戻ります。substring の指定した出現が検出できない場合、0 が戻ります。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、0 が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメント
が NULL である場合、そのエレメントに対して 0 が戻ります。occurrence が NULL 値である場合、
INDEXS 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
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INDICES 関数
構文
INDICES (file.variable [ ,indexname])

説明
INDICES 関数は、ファイルの 2 次キー索引に関する情報を返します。
file.variable は、開いているファイルを指定します。
indexname は、指定ファイル内の 2 次索引名です。
file.variable のみが指定されると、ファイルの 2 次索引すべての索引名を含んだ動的配列が返されます。索
引名はフィールド・マークで区切られます。 file.variable に索引がない場合は、空白ストリングが戻りま
す。
indexname が指定されると、indexname の動的配列に情報が返されます。動的な配列のフィールド 1 は次
の情報を格納します。
表 37. 動的な配列のフィールド 1
値

格納される値

説明

値 1

D

データ記述子索引

I

I 記述子索引

A

A 記述子索引

S

S 記述子索引

C
SQL

フィールド 8 で相関関係を持つ A
記述子索引または S 記述子索引。
SQL 索引。

1

索引の再作成が必要

空

索引の再作成は不要

1

空白ストリングは索引処理されない

空

空白ストリングは索引処理される

1

自動更新が有効

空

自動更新が無効

パス名

索引ファイルの絶対パス名。

空

ファイルは分散ファイル

1

更新は保留中

空

保留中の更新なし

L

左揃え

R

右揃え

N

ユニークでない。

U

ユニーク

値 2

値 3

値 4

値 5

値 6

値 7

値 8
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表 37. 動的な配列のフィールド 1 (続き)
値

格納される値

説明

値 9

パート番号

分散ファイルのパート番号のサブ値リ
スト。

値 10

1 索引はビルドが必要

値 9 内のサブ値に対応するサブ値リ
スト。

空 ビルドは不要

1 空白ストリングは索引が付けられて 値 9 内のサブ値に対応するサブ値リ
スト。
いない。

値 11

空 索引のある空白ストリング
値 12

1 更新可能
空 更新不可能

値 9 内のサブ値に対応するサブ値リ
スト。

値 13

索引のパス名

値 9 内のサブ値に対応する、分散フ
ァイルのパート・ファイル上の索引の
パス名のサブ値リスト。

値 14

1 更新保留

値 9 内のサブ値に対応するサブ値リ
スト。

空 延期される更新はなし
値 15

L 左揃え
R 右揃え

値 16

N ユニークでない
U ユニーク

値 17

照合名

値 9 内のサブ値に対応するサブ値リ
スト。
値 9 内のサブ値に対応するサブ値リ
スト。
索引の照合規則の名前

フィールド 1 の値 1 が D、A、または S の場合、フィールド 2 には、フィールド位置 (すなわちフィー
ルド番号) が含まれ、フィールド 6 には、S (単一値フィールド) か M (複数値フィールド) が含まれま
す。
フィールド 1 の値 1 が I または SQL なら、動的な配列のそれ以外のフィールドはファイル辞書の I 記
述子から引き出された次の情報を格納します。
フィールド
格納される値
フィールド 2
I - タイプ式
フィールド 3
出力変換コード
フィールド 4
列見出し
フィールド 5
幅、位置揃え
フィールド 6
S - 単独値フィールド
M - 複数値フィールド
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フィールド 7
アソシエーション名
フィールド 8-15
空
フィールド 16-19
コンパイル済み I 記述子データ
フィールド 20
コンパイル済み I 記述子コード
フィールド 1 の値 1 が C の場合、動的な配列のその他のフィールドには、ファイル・ディクショナリー
の A 記述子か、S 記述子から引き出された次の情報が含まれます。
フィールド
格納される値
フィールド 2
フィールド番号 (フィールド位置)
フィールド 3
列見出し
フィールド 4
アソシエーション・コード
フィールド 5-6
空
フィールド 7
出力変換コード
フィールド 8
相関コード
フィールド 9
L または R (位置揃え)
フィールド 10
表示列幅
file.variable が indexname のどちらかが NULL 値である場合、INDICES 関数は正しく実行されずプログラ
ムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
トランザクション内 (BEGIN TRANSACTION ステートメントと COMMIT ステートメントの間) で実行さ
れるファイルの更新は、COMMIT ステートメントが実行されるまでは、INDICES 関数にアクセスできま
せん。
NLS が有効なら、INDICES 関数は索引の作成時に適用された現在の照合規則 (NLS.LC.COLLATE ファイ
ルで指定される) の名前を報告します。 索引の照合規則の名前については、フィールド 1 の値 17 を参照
してください。

INMAT 関数
構文
INMAT ( [array] )
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説明
INMAT 関数を使用すると、MATREAD ステートメント、MATREADL ステートメント、MATREADU ス
テートメント、MATPARSE ステートメントの実行後であれば、ロードされた配列エレメント数を返し、
OPEN ステートメントの実行後であれば、ファイルのモジュロを返します。 INMAT 関数を DIM ステー
トメントの後に使用して、DIM ステートメントが使用可能メモリーの不足のために失敗したかどうかを判
別することもできます。その前の DIM ステートメントが失敗すると、INMAT 関数は 1 の値を返しま
す。
マトリックス割り当てが次元設定ステートメントで指定されるエレメント数を超えると、MATREAD、
MATREADL、MATREADU、または MATPARSE ステートメントによってゼロのエレメントがロードされ
ます。 配列の次元設定が小さすぎてゼロのエレメントがロード済みなら、INMAT 関数は値の 0 を返しま
す。
array が指定された場合、INMAT 関数は、配列の現行次元を返します。 array が、NULL 値である場合、
INMAT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
DIM X(6)
D=’123456’
MATPARSE X FROM D,’’
Y=INMAT()
PRINT ’Y= ’:Y
*
DIM X(5)
A=’CBDGFH’
MATPARSE X FROM A,’’
C=INMAT()
PRINT ’C= ’:C
*
OPEN ’’,’VOC’ TO FILE ELSE STOP
T=INMAT()
PRINT ’T= ’:T

次のプログラム出力が得られます。
Y= 6
C= 0
T= 23

INPUT ステートメント
構文
INPUT variable [ ,length] [ : ] [ _ ]
INPUT @ (col, row) [ , | : ] variable [ ,length] [ : ] [format] [ _ ]
INPUTIF @ (col, row) [ , | : ] variable [ ,length] [ : ] [format] [ _ ]
[THEN statements] [ELSE statements]

説明
INPUT ステートメントは、プログラムの実行を中断してユーザーに対して応答の入力を求めます。端末に
入力されたデータまたは INPUT ステートメントに応答する DATA ステートメントで提供されたデータ
は、variable に割り当てられます。 DATA ステートメントによって提供された入力は、端末にエコー表示
されます。 応答がデータの入力のない RETURN なら、空白ストリングが variable に割り当てられます。
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INPUT ステートメントには 2 つの構文があります。 第 1 の構文は、プロンプトを表示して入力を
variable に割り当てます。 第 2 の構文は、画面に入力フィールドの位置を指定して、variable の現在の値
を表示できるようにします。現在の値と表示される入力の両方のフォーマット設定が可能です。
INPUTIF ステートメントを使用すると、先行入力バッファーの内容を変数に割り当てることができます。
先行入力バッファーが空なら ELSE 文が実行され、それ以外は THEN 文が実行されます。
@ 式は、入力フィールドの位置を指定します。 プロンプトはフィールドの先頭の 1 文字左に表示され、
variable の現在の値は入力フィールドの値として表示されます。 ユーザーは、表示される値の編集や新し
い値の入力が可能です。 プロンプトに応答して最初に入力する文字が編集キーなら、ユーザーはフィール
ドの内容を編集できます。 最初に入力する文字がそれ以外なら、フィールドの内容が削除されてユーザー
は新しい値を入力できます。編集キーは terminfo ファイルで定義されます。また、KEYEDIT ステートメ
ントで定義することもできます。 計算は、文字の長さではなく表示の長さを基準に行われます。
col と row は、入力プロンプトの列と行の位置を指定する式です。プロンプトは、入力フィールドの 1 文
字左に表示されます。 プロンプト文字は列位置の左に表示されるために、列 0 を使用する場合にはプロン
プトを空白ストリングに設定する必要があります。それ以外は、画面はプロンプトが出現する前に消去され
ます。
length は、入力可能な最大文字数を指定します。 最大文字数が入力されると、入力は終了します。 @ 式
を使用すると改行は行われません。
length が 0 より小さい (例: -1) と評価されると、入力バッファーで文字の有無がテストされます。文字が
あれば variable は 1 に設定され、それ以外は 0 に設定されます。入力は実行されません。
長さ式でアンダースコアー ( _ ) を使用するときは、ユーザーは入力の完了時に端末に対して手動で
RETURN を入力する必要があります。 指定される文字数だけが受け付けられます。
フォーマット・マスクに対する入力を有効にして表示される入力フィールドをフォーマットするには、フォ
ーマット式を使用します。フォーマット式の構文は FMT 関数と同じです。 長さ式と一緒にフォーマット
式を指定すると、長さチェックが実行されます。 入力がフォーマット・マスクに準拠しない場合は、画面
の最下行にエラー・メッセージが表示されて、ユーザーに対して入力の修正を求めます。
コロン (:) は、入力の完了後の改行を破棄します。これで、複数の入力プロンプトを 1 行にできます。
デフォルトのプロンプト文字は疑問符です。PROMPT ステートメントは、プロンプト文字の再割り当てを
行います。
INPUT ステートメントは、画面にプロンプト文字だけを表示します。変数名を表示するかプロンプトにプ
ロンプト・テキストを表示するには、INPUT ステートメントの前に PRINT ステートメントを指定しま
す。
INPUT ステートメントは、応答の入力時にユーザーが先立って入力できるようにします。 プロンプトのシ
ーケンスをよく理解しているユーザーは、すべてのプロンプトの表示を待たずに自分の速度でデータを入力
すれば、入力時間を短縮できます。 INPUT プロンプトのシーケンスに対する応答は、入力される順番で受
け付けられます。
col、row、length、または format が NULL 値に評価されると、INPUT ステートメントは正しく実行され
ずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。 variable が NULL 値でユーザー
が TRAP キーを入力すると、NULL が variable の値として保持されます。
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NLS が有効なら、INPUT @ はマスクを通して設定された外部マルチバイト文字の初期値を可能な限り最
適に表示します。 ユーザーが新しい値を入力すると、mask は消えて、適切な長さの入力フィールド (挿入
済みの文字を含まない) が表示されます。 format および mask の詳細については、FMTDP 関数を参照し
てください。
入力でフォーマット・マスクを使用する場合は、バックスペースと kill だけが編集機能としてサポートさ
れます。 ユーザーが入力を終了した時に、オリジナルの値と同様にマスクを通して、新規値が再び表示さ
れます。

PICK フレーバー
PICK フレーバー・アカウントでは、INPUT および INPUT @ 文の構文に THEN 節と ELSE 節が含まれ
ます。
INPUT variable [ ,length] [ : ] [ _ ] [THEN statements] [ELSE
statements]
INPUT @ (col, row) [ , | : ] variable [ ,length] [ : ] [format] [ _ ]
[THEN statements] [ELSE statements]

そのほかのフレーバーで INPUT ステートメントで THEN 節と ELSE 節を使用するには、$OPTIONS ス
テートメントの INPUT.ELSE オプションを使用します。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバーでは、DATA ステートメントで提供される数値はエコー表示さ
れません。 IDEAL および INFORMATION フレーバーで DATA ステートメントからの入力のエコー表示
を停止するには、$OPTIONS ステートメントの SUPP.DATA.ECHO オプションを使用します。

例
次のプログラム出力の例で、太字体はユーザー入力のワードを示します。 最初の例では、入力される数値
は変数の NAME に割り当てられます。
ソース行
プログラム出力
INPUT NAME PRINT NAME
? DaveDave

次の例では、入力される数値は変数の CODE に割り当てられます。 先頭の 7 文字だけが認識されます。
RETURN と LINEFEED は自動的に実行されます。
ソース行
プログラム出力
INPUT CODE, 7 PRINT CODE
? 12345671234567

次の例では、ユーザーは 3 文字以上を入力できます。 プログラムは RETURN による入力の終了を待ちま
すが、変数の YES に割り当てられるのは最初の 2 文字だけです。
ソース行
プログラム出力
INPUT YES, 2_ PRINT YES
? 123412
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次の例では、コロンは RETURN のあとの自動的な LINEFEED の実行を禁止します。
ソース行
プログラム出力
INPUT YES, 2_: PRINT "=",YES
? HI THERE =HI

次の例では、入力バッファーで文字の有無がチェックされます。 文字があれば VAR は 1 に設定され、
それ以外は 0 に設定されます。入力は実際には実行されません。
ソース行
プログラム出力
INPUT VAR, -1 PRINT VAR
0

次の例では、PRINT ステートメントは入力プロンプトの前に INPUT NAME を表示します。
ソース行
プログラム出力
PRINT "INPUT NAME": INPUT NAME PRINT NAME
INPUT NAME? DaveDave

次の例では、X の内容は 10 文字フィールドの列 5、行 5 に表示されます。 ユーザーは、フィールドを
編集してオリジナルの内容 (CURRENT) を新しい内容 (NEW) に置き換えます。新しい入力が表示されま
す。 INPUT ステートメントのあとで PRINT ステートメントを使用しないと、X は同じ行で入力フィー
ルドの直後に表示されます。これは、INPUT に @ 式が付くと RETURN のあとで LINEFEED が実行さ
れないからです。
ソース行
プログラム出力
PRINT @(-1) X = "CURRENT" INPUT @(5,5) X,10 PRINT PRINT X
?NEW_______
NEW

INPUTCLEAR ステートメント
構文
INPUTCLEAR

説明
INPUTCLEAR ステートメントは、先行入力バッファーをクリアします。 このステートメントを入力プロ
ンプトの前に使用すれば、入力が不要な文字で影響されずに済みます。

例
PRINT "DO YOU WANT TO CONTINUE (Y/N)?"
INPUTCLEAR
INPUT ANSWER, 1

INPUTDISP ステートメント
構文
INPUTDISP [@(col, row) [ , | : ] ] variable [format]
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説明
INPUTDISP ステートメントに @ 式を付けると、カーソルが指定される位置に表示されて、出力する変数
のためのフォーマットが定義されます。 variable の現在の内容が、定義されたフィールド内の値として表
示されます。計算は、文字の長さではなく表示の長さを基準に行われます。
col には、列位置を指定し、row には行位置を指定します。
format は、出力フィールドでの変数の表示方法を定義した式です。フォーマット式の構文は FMT 関数と
同じです。

例
PRINT @(-1)
X = "CURRENT LINE"
INPUTDISP @(5,5),X"10T"

クリアされた画面でのプログラム出力は次のようになります。
CURRENT
LINE

INPUTDP ステートメント
構文
INPUTDP variable [ , length] [ : ] [ _ ] [THEN statements] [ELSE
statements]

説明
NLS モードでは、INPUTDP ステートメントはユーザーのデータ入力を可能にします。INPUTDP ステート
メントは、INPUT ステートメント、INPUTIF ステートメント、INPUTDISP ステートメントに似ています
が、文字長ではなく表示位置を計算します。
variable には、ユーザー・プロンプトからの入力が含まれます。
length には、入力可能な表示長での最大文字数を指定します。INPUTDP は、現在の端末マップに基づいて
入力フィールドの表示長を計算します。 指定される文字数が入力されると、自動改行が実行されます。
コロン ( : ) は、改行を抑止しながら RETURN を実行します。これで、複数の入力プロンプトを 1 行に
できます。
アンダースコアー ( _ ) を使用する場合は、入力の完了時に RETURN を手動で入力する必要がありま
す。そうすれば改行は実行されません。

INPUTERR ステートメント
構文
INPUTERR [error.message]

説明
INPUTERR ステートメントは、端末の最下行にフォーマット化されたエラー・メッセージを表示します。
error.message は、エラー・メッセージ・テキストとして評価される式です。メッセージは、次の INPUT
ステートメントで消去されるか、次の INPUTERR または PRINTERR ステートメントで上書きされます。
INPUTERR は、先行入力バッファーをクリアします。
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error.message は、いずれかの BASIC 式です。式のエレメントは、数値または文字ストリング、変数、定
数、またはリテラル・ストリングです。 NULL 値は出力できません。 式は、出力形式に合った、単一式
または、コンマ ( , ) かコロン ( : ) で区切られた一連の式になります。エラー・メッセージの指定がない
場合は、ブランク行が出力されます。 error.message が NULL 値と評価された場合、デフォルトのエラ
ー・メッセージが印刷されます。
Message ID is NULL:

undefined error

コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 タブ停止位置
のデフォルトの設定値は 10 文字です。デフォルトの設定値の変更については、TABSTOP ステートメント
を参照してください。複数のコンマを同時に使用すると、式の間に複数のタブが挿入されます。
コロンで区切られた式が連結されます。すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあとに印
刷されます。

INPUTIF ステートメント
INPUTIF ステートメントを使用すると、先行入力バッファーの内容を変数に割り当てることができます。
詳しくは、 239 ページの『INPUT ステートメント』を参照してください。

INPUTNULL ステートメント
構文
INPUTNULL character

説明
INPUTNULL ステートメントを使用すると、INPUT ステートメントに応えて入力された時に空白ストリン
グとして認識される文字を定義できます。 INPUT ステートメントへの唯一の入力が character の場合、そ
の文字は空白ストリングとして認識されます。character は、INPUT 変数のデフォルト値を空白ストリング
で置換します。character が NULL 値として評価されると、INPUTNULL ステートメントは正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
INPUT @ の実行前に、空白ストリングを INPUT ステートメントで使用される変数に割り当てることもで
きます。この場合には、RETURN を入力しても変数は空白ストリングに設定されたままです。
注: このステートメントの名前は INPUTNULL にもかかわらず、NULL 値として認識される character を
定義しません。空白ストリングとして認識される文字定義します。

INPUTTRAP ステートメント
構文
INPUTTRAP [trap.chars] {GOTO | GOSUB} label [ ,label ...]

説明
INPUTTRAP ステートメントは、トラップ文字が入力されるとプログラム・ラベルまたはサブルーチンに分
岐します。 制御は、トラップ文字のトラップ番号に対応するステートメント・ラベルに渡されます。 トラ
ップ番号がラベル数より大きい場合は、制御はリストの最終ラベルで指定されるステートメントに渡されま
す。
trap.chars は、文字のストリングとして評価される式です。これはそれぞれトラップ文字を定義します。ス
トリングの最初の文字はトラップ 1 として定義されます。それ以降の文字は連続するトラップ番号が割り
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当てられます。 各トラップ文字は、ラベル・リストのラベルの 1 つに対応します。 trap.chars が NULL
値として評価されると、INPUTTRAP ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラ
ー・メッセージを出力して終了します。
GOTO 節は、実行を指定されるステートメント・ラベルに移します。 制御は、別のトラップを使用する場
合を除いて INPUTTRAP ステートメントには戻りません。GOSUB を使用すると、実行は指定サブルーチ
ンに渡されますが、制御が、RETURN (値) ステートメントによって INPUTTRAP ステートメントに返さ
れます。制御は、トラップを受け取る INPUT @ ステートメントではなく、INPUTTRAP ステートメント
に続くステートメントに返されます。

INS ステートメント
構文
INS expression BEFORE dynamic.array < field# [ ,value# [ ,subvalue#]
] >

説明
INS ステートメントは、新しいフィールド、値、またはサブ値を指定される dynamic.array に挿入します。
expression は、挿入される新しいエレメントの値を指定します。
dynamic.array は、変更される動的な配列として評価される式です。
field#、value#、および subvalue# は、挿入される新しいエレメントのタイプと位置を指定し、区切り文字式
と呼ばれます。
INS 文は、指定される区切り文字式に応じて 3 つの結果がもたらされます。
ケース 1:
value# と subvalue# の両方を省略するか両方とも 0 なら、INS は expression の値を持つ新しいフ
ィールドを動的な配列に挿入します。
v field# が正の値で、dynamic.array にあるフィールドの個数以下である場合、フィールド・マーク
の前にある expression の値は、field# で指定されているフィールドの前に挿入されます。
v field# の値が -1 である場合は、expression の値の前にあるフィールド・マークが、dynamic.array
の最後のフィールドに追加されます。
v field# が正の値で、dynamic.array にあるフィールドの個数を超えている場合は、expression の値
の前にある適切な個数のフィールド・マークが追加されて、field# の値が新しいフィールドの個
数になるようにされます。
ケース 2:
value# が 0 以外で subvalue# が省略されるか 0 なら、INS は expression の値を持つ新しい数値
を動的な配列に挿入します。
v value# が正の値で、フィールドにある値以下の場合は、値マークの前にある expression の値
が、value# で指定されている値の前に挿入されます。
v value# が -1 の場合、expression の値の前にある値マークがフィールドの最後の値に付加されま
す。
v value# が正の値で、フィールドにある値の個数よりも大きい場合、expression の値の前にある適
切な個数の値マークが指定されたフィールドの最後の値に付加されて、フィールドの新しい値の
個数が value# と等しくなるようにされます。
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ケース 3:
field#、value#、および subvalue# をすべて指定すると、INS は expression の値を持つ新しいサブ値
を動的な配列に挿入します。
v subvalue# が正の値で、値にあるサブ値の個数以下の場合、サブ値マークの前にある expression
の値が、subvalue# で指定されているサブ値の前に挿入されます。
v subvalue# が -1 の場合、expression の前にあるサブ値マークが、値の中の最後のサブ値に付加さ
れます。
v subvalue# が正の値で、値にあるサブ値の個数よりも大きい場合、expression の前にある適切な
個数のサブ値マークが、指定された値の最後のサブ値に付加されて、値の中の新しいサブ値の個
数が subvalue# と等しくなるようにされます。
すべての区切り文字式が 0 ならオリジナルのストリングが返ります。
IDEAL、PICK、PIOPEN、および REALITY フレーバー・アカウントでは、expression が空白ストリングで
新しいエレメントが動的な配列の末尾、フィールドの末尾、または値の末尾に付加されても、動的な配列、
フィールド、または値は変更されません。 追加の区切り文字は付加されません。$OPTIONS 文の
EXTRA.DELIM オプションを指定すると、INS 文は動的な配列、フィールド、または値に区切り文字を付
加します。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が dynamic.array に挿入されます。 dynamic.array
は、NULL 値として評価されても、挿入によって変更なしのままです。 INS ステートメントで、値が
NULL 値であるエレメントの従属エレメントが参照される場合、動的配列は変更されません。
区切り文字式が NULL 値なら、INS 文は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージ
を出力して終了します。

INFORMATION および IN2 フレーバー
INFORMATION および IN2 フレーバー・アカウントでは、expression が空白ストリングで、新しいエレメ
ントが動的な配列の末尾、フィールドの末尾、または値の末尾に追加された場合には、動的な配列、フィー
ルド、または値に区切り文字が付加されます。 $OPTIONS ステートメントの -EXTRA.DELIM オプション
を使用すると、INS ステートメントは IDEAL、PICK、および REALITY フレーバー・アカウントの場合
と同じ動作をします。

例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
最初の例では、最初のフィールドの前に文字 # を挿入して、Q を #FFF1V2V3S6F9F5F7V3 に設定しま
す。
R=@FM:@FM:1:@VM:2:@VM:3:@SM:6:@FM:9:@FM:5:@FM:7:@VM:3
Q=R
INS "#" BEFORE Q<1,0,0>

次の例では、フィールド 3 の 3 番目の値の前に # を挿入して、値 Q を FF1V2V#V3S6F9F5F7V3 に設
定します。
Q=R
INS "#" BEFORE Q<3,3,0>

次の例では、# が続く値マークをフィールドの最後の値の後に挿入して、Q を FF1V2V3S6F9V#F5F7V3
に設定します。
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Q=R
INS "#" BEFORE Q<4,-1,0>

次の例では、フィールド 3 の 2 番目の値の 2 番目のサブ値の前に # を挿入して、Q を
FF1V2S#V3S6F9F5F7V3 に設定します。
Q=R
INS "#" BEFORE Q<3,2,2>

INSERT 関数
構文
INSERT (dynamic.array, field#, value#, subvalue#, expression)
INSERT (dynamic.array, field# [ ,value# [ ,subvalue#] ] ; expression)

説明
INSERT 関数は、指定された動的な配列に新しいフィールド、値、またはサブ値が挿入された動的な配列を
返します。
dynamic.array は、動的な配列として評価される式です。
field#、value#、および subvalue# は、挿入される新しいエレメントのタイプと位置を指定し、区切り文字式
と呼ばれます。 value# と subvalue# はオプションですが、どちらかを省略するときは第 2 の構文で示す
ようにセミコロン (;) を expression の前に置く必要があります。
expression は、挿入される新しいエレメントの値を指定します。
INSERT 関数は、指定される区切り文字式に応じて 3 つの結果がもたらされます。
ケース 1:
value# と subvalue# の両方を省略するか両方が 0 なら、INSERT は expression の値を持つ新しい
フィールドを動的な配列に挿入します。
v field# が正の値で、dynamic.array にあるフィールドの個数以下である場合、フィールド・マーク
の前にある expression の値は、field# で指定されているフィールドの前に挿入されます。
v field# の値が -1 である場合は、expression の値の前にあるフィールド・マークが、dynamic.array
の最後のフィールドに追加されます。
v field# が正の値で、dynamic.array にあるフィールドの個数を超えている場合は、expression の値
の前にある適切な個数のフィールド・マークが追加されて、field# の値が新しいフィールドの個
数になるようにされます。
ケース 2:
value# が 0 以外で subvalue# が省略されるか 0 なら、INSERT は expression の値を持つ新しい
数値を動的な配列に挿入します。
v value# が正の値で、フィールドにある値以下の場合は、値マークの前にある expression の値
が、value# で指定されている値の前に挿入されます。
v value# が -1 の場合、expression の値の前にある値マークがフィールドの最後の値に付加されま
す。
v value# が正の値で、フィールドにある値の個数よりも大きい場合、expression の値の前にある適
切な個数の値マークが指定されたフィールドの最後の値に付加されて、フィールドの新しい値の
個数が value# と等しくなるようにされます。
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ケース 3:
field#、value#、および subvalue# をすべて指定すると、INSERT は expression の値を持つ新しいサ
ブ値を動的な配列に挿入します。
v subvalue# が正の値で、値にあるサブ値の個数以下の場合、サブ値マークの前にある expression
の値が、subvalue# で指定されているサブ値の前に挿入されます。
v subvalue# が -1 の場合、expression の前にあるサブ値マークが、値の中の最後のサブ値に付加さ
れます。
v subvalue# が正の値で、値にあるサブ値の個数よりも大きい場合、expression の前にある適切な
個数のサブ値マークが、指定された値の最後のサブ値に付加されて、値の中の新しいサブ値の個
数が subvalue# と等しくなるようにされます。
IDEAL、PICK、PIOPEN、および REALITY フレーバー・アカウントでは、expression が空白ストリング
で、新しいエレメントが動的な配列の末尾、フィールドの末尾、または値の末尾に付加されると、動的な配
列、フィールド、または値は変更されません。 追加の区切り文字は付加されません。$OPTIONS 文の
EXTRA.DELIM オプションを使用すると、INSERT 関数は動的な配列、フィールド、または値に区切り文
字を付加します。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が dynamic.array に挿入されます。 dynamic.array
は、NULL 値として評価されても、挿入によって変更なしのままです。 区切り文字式が NULL 値なら、
INSERT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

INFORMATION および IN2 フレーバー
INFORMATION および IN2 フレーバー・アカウントでは、expression が空白ストリングで、新しいエレメ
ントが動的な配列の末尾、フィールドの末尾、または値の末尾に追加された場合には、動的な配列、フィー
ルド、または値に区切り文字が付加されます。 $OPTIONS ステートメントの -EXTRA.DELIM オプション
を使用すると、INSERT 関数は IDEAL、PICK、および REALITY フレーバー・アカウントの場合と同じ
ように動作します。

例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
最初の例では、最初のフィールドの前に文字 # を挿入して、Q を #FFF1V2V3S6F9F5F7V に設定しま
す。
R=@FM:@FM:1:@VM:2:@VM:3:@SM:6:@FM:9:@FM:5:@FM:7:@VM:3
Q=INSERT(R,1,0,0,"#")

次の例では、フィールド 3 の 3 番目の値の前に # を挿入して、値 Q を FF1V2V#V3S6F9F5F7V3 に設
定します。
Q=INSERT(R,3,3;"#")

次の例では、# が続く値マークをフィールドの最後の値の後に挿入して、Q を FF1V2V3S6F9V#F5F7V3
に設定します。
Q=INSERT(R,4,-1,0,"#")

次の例では、フィールド 3 の 2 番目の値の 2 番目のサブ値の前に # を挿入して、Q を
FF1V2S#V3S6F9F5F7V3 に設定します。
Q=INSERT(R,3,2,2;"#")
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INT 関数
構文
INT (expression)

説明
INT 関数は、式の整数部分を返します。
expression は、数値として評価される必要があります。指定される算術演算は、システムのフル精度に基づ
いて実行されます。 数値の端数部分は丸められずに切り捨てられて、残りの整数部分が返されます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

例
PRINT "123.45 ", INT(123.45)
PRINT "454.95 ", INT(454.95)

次のプログラム出力が得られます。
123.45
454.95

123
454

ISNULL 関数
構文
ISNULL (variable)

説明
ISNULL 関数は、変数が NULL 値かどうかをチェックします。 variable が NULL 値である場合、1 (真)
が戻ります。それ以外では、0 (偽) が戻ります。これが、NULL 値をテストする唯一の方法です。それ
は、NULL 値が、自身を含めてどのような値とも同等ではないからです。

例
X = @NULL
Y = @NULL.STR
PRINT ISNULL(X), ISNULL(Y)

次のプログラム出力が得られます。
1

0

ISNULLS 関数
構文
ISNULLS (dynamic.array)
CALL -ISNULLS (return.array, dynamic.array)

説明
ISNULLS 関数を使用すると、dynamic.array のいずれかのエレメントが NULL 値かどうかをテストできま
す。各エレメントが 1 (真) または 0 (偽) の動的な配列が返されます。 dynamic.array 内のエレメントが
NULL 値である場合、1 が戻ります。それ以外では、0 が戻ります。これが、NULL 値をテストする唯一
の方法です。それは、NULL 値が、自身を含めてどのような値とも同等ではないからです。
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サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
DA = ""
FOR I = 1 TO 7
DA := I:@FM
IF I = 5 THEN DA := @NULL.STR:@FM
NEXT I
PRINT ISNULLS(DA)

次のプログラム出力が得られます。
0F0F0F0F0F1F0F0F0

ITYPE 関数
構文
ITYPE (i.type)

説明
ITYPE 関数を使用すると、InfoSphere DataStage ファイル・ディクショナリー内の I 記述子式の評価の結
果から得られた値が返されます。
i.type は、コンパイル済み I 記述子の内容として評価される式です。I 記述子は、ITYPE 関数で使用され
る前にコンパイルしておく必要があります。この条件に合わなければランタイム・エラー・メッセージが表
示されます。
i.type は、さまざまな方法で評価される I 記述子に設定できます。1 つの方法は、ファイル辞書から I 記
述子を読み取って変数に渡し、その変数を ITYPE 関数の引数として使用します。 I 記述子がレコード ID
を参照する場合は、システム変数の @ID の現在の値が使用されます。I 記述子がデータ・レコードのフィ
ールド値を参照する場合は、データはシステム変数の @RECORD の現在の値から取得されます。
@RECORD にフィールド値を割り当てるには、データ・ファイルからレコードを読み取って @RECORD
に渡し、そのあとで ITYPE 関数を実行します。
i.type が NULL 値として評価されると、ITYPE 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラ
ー・メッセージを出力して終了します。

例
これは SUN.MEMBER ファイルの内容です。
AW
F1: ACCOUNTING
TRX
F1: MARKETING
JXA
F1: SALES

これは DICT.ITME の内容です。
DEPARTMENT
F1:D
2:1
3:
4:
5:10L
6:L
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これはプログラムのソース・コードです。
OPEN ’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
OPEN ’DICT’,’SUN.MEMBER’ TO D.FILE ELSE STOP
*
READ ITEM.ITYPE FROM D.FILE, ’DEPARTMENT’ ELSE STOP
*
EXECUTE ’SELECT SUN.MEMBER’
LOOP
READNEXT @ID DO
*
READ @FRECORD FROM FILE, @ID THEN
*
PRINT @ID: "WORKS IN DEPARTMENT" ITYPE(ITEM.ITYPE)
END
REPEAT
STOP
END

次のプログラム出力が得られます。
3 records
FAW WORKS
TRX WORKS
JXA WORKS

selected to Select List #0
IN DEPARTMENT ACCOUNTING
IN DEPARTMENT MARKETING
IN DEPARTMENT SALES

KEYEDIT ステートメント
構文
KEYEDIT (function, key) [ , (function, key) ] ...

説明
KEYEDIT ステートメントを使用すると、特定のキーボードのキーを INPUT @ ステートメントの編集機
能、および !EDIT.INPUT サブルーチンと !GET.KEY サブルーチンに割り当てることができます。
KEYEDIT は、次の編集機能をサポートします。
v 左矢印 (<-)
v Enter (Return)
v Back space
v 右矢印 (->)
v 文字の挿入
v 文字を削除
v 挿入モードオン
v 挿入モードオフ
v フィールドのクリア
v 行末までクリア
v 挿入モードのトグル
サポートされる編集機能に加えて、Esc とファンクション・キーを指示する 2 つのコードがあります。
function は、特定の編集機能に割り当てられる数値コードとして評価される式です。
コード 機能
1

ファンクション・キー
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2

左矢印 (<-)

3

Return キー

4

Back space

5

Esc キー

6

右矢印 (->)

7

文字の挿入

8

文字を削除

9

挿入モード ON

10

挿入モード OFF

11

現在位置から行末までクリア

12

行全体を消去

13

挿入モードのトグル

key は、編集機能を割り当てるキーボード・キーを指示する 10 進値として評価される式です。 キーには
3 つのタイプがあり、それらを次の表に示します。
表 38. キー・タイプ
タイプ

10 進数値

説明

制御

1 から 31

単一の文字制御コード ASCII 1 から
31。

エスケープ

32 から 159

Esc キーとそれに続く ASCII 値 0 か
ら 127 によって定義される文字で構
成されます (『Esc キーの定義』を参
照)。

関数

160 から 2,139,062,303

ファンクション・キーとそれに続く
ASCII 値の 0 から 127 で定義される
文字で構成されます。最大で 4 個の
ASCII 値を複合キーに対して指定でき
ます (「ファンクション・キーの定
義」を参照)。

function または key のどちらかが NULL 値または空白ストリングに評価されると、KEYEDIT ステートメ
ントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
key を定義するには、使用する端末のキーボードで生成される ASCII 値を理解しておく必要があります。
各キーボード・キーで生成される ASCII コードシーケンスを理解しておけば、次の 3 つの方法のいずれ
かを使用して key の値を導き出すことができます。

制御キーの定義
制御キーとは、その ASCII 値が 1 から 31 の範囲に該当するキーのことです。一般的には、このタイプ
のキーは Ctrl キーを押したままでキーボード・キーを押すことで構成されます。 key の値は ASCII コー
ド値です。つまり Ctrl-A は 1、Ctrl-M は 13 などの値になります。
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エスケープ・キーの定義
エスケープ・キーは、Esc キーの押下とそれに続く単独の ASCII 値で構成されるキーのことです。 Esc
キーは、5 の function 値と key パラメーターに対するエスケープ文字の ASCII 値で KEYEDIT ステート
メントを発行して、定義できます。例えば KEYEDIT (5,27) などです。
エスケープ・キーの key 値は、Esc キーに続く文字の ASCII 値と 32 を加算して導き出されます。 最後
の key 値が、確実に 32 から 159 の範囲内になるように、定数 32 が追加されます。例えば、Esc-a は
33 (1+32)、Esc-z は 122 (90+32)、Esc-p は 144 (112+32) などになります。

ファンクション・キーの定義
ファンクション・キーは、エスケープ・キーに似ていますが、1 つ以上の ASCII 値が続くファンクショ
ン・キーで構成されています。ファンクション・キーは、key パラメーターに対して function 値 1 および
機能文字の ASCII 値 (例: KEYEDIT(1,1)) を使用して KEYEDIT ステートメントを実行することで定義で
きます。
ファンクション・キーの key 値は、キーボード・キーが生成するシーケンス内の文字数で決まります。
KEYEDIT ステートメントは、最大で 5 文字長の文字シーケンスを生成するファンクション・キーを認識
します。したがって、次の方式で key 値を取得できます。
キーボード・キーの F7 は次の文字シーケンスを生成するものとします。
Ctrl-A ] 6 ~ <Return>

この文字シーケンスは、INPUT @ ステートメントの Clear Field 機能に割り当てられます。 また、次の
ように識別される 5 個の各文字に分割できます。
表 39. フィールドのクリア機能の例の説明
文字

ASCII 値

意味

Ctrl-A

1

プリアンブル文字 (ファンクション・
キーを定義する)

]

93

第 1 文字

6

54

第 2 文字

~

126

第 3 文字

<Return>

10

第 4 文字

最初にファンクション・キー値を定義します。 function 値 1 およびプリアンブル文字の ASCII 値として
定義された key 値を使用して KEYEDIT ステートメントを実行することで、これを行います。
ファンクション・キーを定義したら、シーケンスのそれ以外の文字に次の式を適用します。
ASCII value * ( 2(8*(character

position - 1)

)

式を適用すると次のようになります。
表 40. 各計算の結果
キー

ASCII

式

中間結果

最終結果

]

93

*(2(8*(1-1))

= 93 * (20) = 93 * 1

= 93

6

54

*(2(8*(2-1))

= 54 * (28) = 54 * 256

=13,824
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表 40. 各計算の結果 (続き)
キー

ASCII

式

中間結果
(8*(3-1)

)

~

126

*(2

<cr>

10

*(2(8*(4-1))

最終結果
16

= 126 * (2 ) = 126 *
65,536

=8,257,536

= 10 * (224) = 10 *
16,777,216

=167,772,160
-------------176,043,613
+160
========
176,043,773

各計算の結果は加算されます。最後の key パラメーター値が、確実に 160 から 2,139,062,303 の範囲内に
なるように、最後に定数 160 が追加されます。上の例の場合は 176,043,613 + 160 で 176,043,773 になり
ます。この例をコンパイルしてこのキーを Clear Field 機能に割り当てるには、次の KEYEDIT ステート
メントを使用します。
KEYEDIT (11, 176043773)

歴史的にみると、複数の文字シーケンスをサポートする方式がなかったので、範囲 160 から 287 になる
key 値は、暗黙の Return を含みました。複数の文字シーケンスのサポートを使用する際、1 つだけ例外と
して、正しいキー認識のために Return を計算に入れる必要があります。160 から 287 の範囲内になるレ
ガシー key 値の場合、Return は、自動的に文字シーケンスの末尾に追加され、内部 key パラメーターの
値が大きくなります。
ファンクション・キーは次のような文字シーケンスを生成します。
Ctrl-A B <Return>

複数の文字シーケンスがサポートされる前は、このファンクション・キーは次のように定義されました。
KEYEDIT (1, 1), (11, 225)

(1,1) はファンクション・キーのプリアンブルを定義し、(11, 225) は行末までクリアのキーを定義します。
225 の値は 160 と B (ASCII 65) を加算して得られます。 <Return> (ASCII 10) は、暗黙 の状態でし
た。これは、SYSTEM(1050) 関数で内部トラップ表の内容を返して示すことができます。
表 41. 内部トラップ表の内容
#

タイプ

値

キー

0

1

3

10

1

1

3

13

2

1

1

1

3

1

11

2785

値の 2785 は次のように得られます。
(65 * 1) + (10 * 256) + 160 = 65 + 2560 + 160 = 2785.
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サポートされないキーの定義
KEYEDIT ステートメントを使用すれば、!EDIT.INPUT サブルーチンで非サポートとして認識されるキー
を指示できます。 !EDIT.INPUT サブルーチンは、サポートされないキーを検出すると端末のベルを鳴動さ
せます。
サポートされないキーは、次の 3 つのキー・タイプのいずれかです。
v 制御キー
v Esc キー
v ファンクション・キー
サポートされないキーは、任意の負数の 10 進値を function パラメーターに割り当てて定義します。
key パラメーターは前述した方法で引き出されます。
詳細については、!EDIT.INPUT または !GET.KEY サブルーチンを参照してください。

定義済みキーの検索
SYSTEM(1050) 関数は、定義された KEYEDIT、KEYEXIT ステートメントおよび KEYTRAP ステートメ
ント・キーの動的配列を返します。動的な配列のエレメントはフィールド・マーク (ASCII 254) で区切ら
れます。 動的な配列の各フィールドの構造は次のとおりです。
key.type V function.parameter V key.parameter

key.type の値は次のいずれかです。
値

説明

1

KEYEDIT 値

2

KEYTRAP 値

3

KEYEXIT 値

4

INPUTNULL 値

5

非サポート値

function.parameter と key.parameter は、対応するステートメントにパラメーターとして渡される値です
(INPUTNULL 値を除きます)。

例
次の例は、KEYEDIT ステートメントと SYSTEM(1050) 関数の使用法を表したものです。
KEYEDIT (1,1), (2,21), (3,13), (4,8), (6,6),
(12,176043773)
KEYTRAP (1,2)
keys.dfn=SYSTEM(1050)
PRINT "#","Type","Value","Key"
XX=DCOUNT(keys.dfn,@FM)
FOR I=1 TO XX
print I-1,keys.dfn<I,1>,keys.dfn<I,2>,keys.dfn<I,3>
NEXT I

次のプログラム出力が得られます。
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#
0
1
2
3
4
5
6
7

Type
1
1
1
1
1
1
1
2

Value
3
3
4
1
2
6
12
1

Key
10
13
8
1
21
6
176043773
2

KEYEXIT ステートメント
構文
KEYEXIT (value, key) [ , (value, key) ] ...

説明
KEYEXIT ステートメントを使用すると、KEYEDIT ステートメントで特定の機能に割り当てられたキーの
終了トラップを指定できます。終了トラップが入力されると、INPUT @ ステートメント、または
!EDIT.INPUT サブルーチンで編集される変数が最後に編集した状態で残ります。KEYTRAP ステートメン
トを使用すると、変数をその初期状態に復元できます。
value は、KEYEDIT ステートメントで割り当てられた各キーに対して、ユーザー定義トラップ番号を指定
する式です。
key は、編集機能に割り当てられた特定のキーボードのキーを指定する 10 進値です。キーには 3 つのタ
イプがあり、それらを次の表に示します。
表 42. キー・タイプ
タイプ

10 進数値

説明

制御

1 から 31

単一の文字制御コード ASCII 1 から
31。

エスケープ

32 から 159

Esc キーとそれに続く ASCII 値 0 か
ら 127 で定義される文字で構成され
ます。

ファンクション

160 から 2,139,062,303

ファンクション・キーとそれに続く
ASCII 値の 0 から 127 で定義される
文字で構成されます。最大で 4 個の
ASCII 値を複合キーに対して指定でき
ます。

制御キー、Esc キー、ファンクション・キーの 10 進値を引き出す方法については、KEYEDIT ステートメ
ントを参照してください。
value または key 式のどちらかが NULL 値または空白ストリングに評価されると、KEYEXIT ステートメ
ントは正しく実行されずプログラムが終了し、ランタイム・エラー・メッセージが表示されます。
KEYEXIT は、STATUS 関数を、ユーザーが入力したトラップ・キーのトラップ番号に設定します。

例
次の例では、終了トラップ・キーとして、Ctrl-B が設定されます。ユーザーがキーを押すとき、STATUS
関数が 1 に設定されます。
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KEYEXIT (1,2)

次の例では、終了トラップ・キーとして、Ctrl-K が設定されます。ユーザーがキーを押すとき、STATUS
関数が 2 に設定されます。
KEYEXIT (2,11)

KEYIN 関数
構文
KEYIN ( )

説明
KEYIN 関数は、入力バッファーから単独の文字を読み取ってそれを返します。 特殊な文字処理 (大文字/
小文字反転、消去、kill など) はすべて無効にされます。 それでも、UNIX の特殊文字処理 (割り込み処
理、XON/XOFF、CR から LF への変換など) は実行されます。
計算は、文字の長さではなく表示の長さを基準に行われます。
KEYIN 関数は引数は不要ですが、括弧は必須です。

KEYTRAP ステートメント
構文
KEYTRAP (value, key) [ , (value, key) ] ...

説明
KEYTRAP ステートメントを使用すると、KEYEDIT ステートメントで特定の機能に割り当てられたキーの
トラップを指定できます。終了トラップが入力されると、INPUT @ ステートメント、または
!EDIT.INPUT サブルーチンで編集される変数がその初期状態に復元されます。KEYEXIT ステートメント
を使用すると、変数を最後に編集された状況のままにしておくことができます。
value は、KEYEDIT ステートメントで割り当てられた各キーのユーザー定義トラップ番号として評価され
る式です。
key は、編集機能に割り当てられた特定のキーボードのキーを指定する 10 進値です。キーには 3 つのタ
イプがあり、それらを次の表に示します。
表 43. キー・タイプ
タイプ

10 進数値

説明

制御

1 から 31

単一の文字制御コード ASCII 1 から
31。

エスケープ

32 から 159

Esc キーとそれに続く ASCII 値 0 か
ら 127 で定義される文字で構成され
ます。

ファンクション

160 から 2,139,062,303

ファンクション・キーとそれに続く
ASCII 値の 0 から 127 で定義される
文字で構成されます。最大で 4 個の
ASCII 値を複合キーに対して指定でき
ます。
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制御キー、Esc キー、ファンクション・キーの 10 進値を引き出す方法については、KEYEDIT ステートメ
ントを参照してください。
value または key 式のどちらかが NULL 値または空白ストリングに評価されると、KEYEXIT ステートメ
ントは正しく実行されずプログラムが終了し、ランタイム・エラー・メッセージが表示されます。
KEYTRAP は、STATUS 関数を、ユーザーが入力したトラップ・キーのトラップ番号に設定します。

例
次の例では、トラップ・キーとして、Ctrl-B が設定されます。ユーザーがキーを押すとき、STATUS 関数
が 1 に設定されます。
KEYTRAP (1, 2)

次の例では、Wyse 50 端末上での、F1、F2、F3、および F4 キーのファンクション・キー値が定義されま
す。
KEYEDIT (1,1)
KEYTRAP (1,224), (2,225), (3,226), (4,227)
PRINT @(-1)
VALUE = "KEY"
INPUT @ (10,10):VALUE
X=STATUS()
BEGIN CASE
CASE X = 1
PRINT "FUNCTION KEY 1"
CASE X =2
PRINT "FUNCTION KEY 2"
CASE X =3
PRINT "FUNCTION KEY 3"
CASE X =4
PRINT "FUNCTION KEY 4"
END CASE
PRINT VALUE
STOP
END

LEFT 関数
構文
LEFT (string, n)

説明
LEFT 関数を使用すると、開始文字位置を指定しなくても、ストリングの最初の n 個の文字を含むサブス
トリングを抽出できます。これは次のサブストリング抽出処理に相当します。
string [ 1, length ]

string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。n が NULL 値として評価されると、LEFT
関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
PRINT LEFT("ABCDEFGH",3)

次のプログラム出力が得られます。
ABC
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LEN 関数
構文
LEN (string)

説明
LEN 関数を使用すると、string 内の文字数が返されます。計算は、表示の長さではなく文字の長さに基づ
いて行われます。
string は、ストリング値にする必要があります。string 内の文字が数えられて、その数が戻ります。
LEN 関数は、末尾のブランクを含むすべてのブランク・スペースを含めてカウントします。
string が NULL 値として評価される場合、0 が戻ります。
NLS が有効な場合は、LENDP 関数を使用して、文字長ではなく表示位置内のストリング長を返すことが
できます。

例
P="PORTLAND, OREGON"
PRINT "LEN(P)= ",LEN(P)
*
NUMBER=123456789
PRINT "LENGTH OF NUMBER IS ",LEN(NUMBER)

次のプログラム出力が得られます。
LEN(P)= 16
LENGTH OF NUMBER IS

9

LENDP 関数
構文
LENDP (string [ ,mapname ] )

説明
NLS モードで、指定されたマップを使用している時に、LENDP 関数を使用すると、string によって占めら
れている表示位置の数が返されます。計算は、文字の長さではなく表示の長さを基準に行われます。
string は、ストリング値にする必要があります。string の表示長が戻ります。
mapname は、インストール済みマップの名前です。mapname がインストールされていない場合、string の
文字長が戻ります。
mapname が省略された場合、PRINTER ON ステートメントで有効にされたチャネルに関連したマップが使
用されます。それ以外では、プリント・チャネル 0 のマップが使用されます。CRT、AUX、LPTR、およ
び OS を、mapname に指定することもできます。これらの値では、それぞれ、端末、補助プリンター、プ
リント・チャネル 0、またはオペレーティング・システムと関連づけられているマップが使用されます。
mapname に NONE と指定すると、ストリングはマッピングされません。
string 内でマップできない文字の表示長は 1 です。
LENDP 関数は、末尾のブランクを含むすべてのブランク・スペースをカウントします。
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string が NULL 値として評価される場合、0 が戻ります。
NLS が無効なときに LENDP 関数を使用すると、プログラムは LEN 関数が使用されたものとして動作し
ます。表示位置ではなく、文字内のストリング長を返すには、LEN 関数を参照してください。

LENS 関数
構文
LENS (dynamic.array)
CALL -LENS (return.array, dynamic.array)
CALL !LENS (return.array, dynamic.array)

説明
LENS 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメント内の表示位置の数の動的配列を返すことができま
す。計算は、表示の長さではなく文字の長さに基づいて行われます。
dyamic.array の各エレメントは、ストリング値にする必要があります。dynamic.array の各エレメント内の
文字が数えられて、その数が戻ります。
LENS 関数は、末尾のブランクを含むすべてのブランク・スペースをカウントします。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、0 が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメント
が NULL である場合、そのエレメントに対して 0 が戻ります。
NLS が有効な場合、LENSDP 関数を使用すると、表示位置内の dynamic.array の各エレメント内の文字数
の動的配列を返すことができます。

LENSDP 関数
構文
LENSDP (dynamic.array [, mapname ] )
CALL -LENSDP (return.array, dynamic.array [ ,mapname ] )
CALL !LENSDP (return.array, dynamic.array [ ,mapname ] )

説明
NLS モードで、LENSDP 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメントによって占められた表示位置
の数の動的配列を返します。計算は、文字の長さではなく表示の長さを基準に行われます。
dynamic.array の各エレメントは、ストリング値にする必要があります。 dynamic.array の各エレメント内
の表示長が数えられて、その数が戻ります。
mapname は、インストール済みマップの名前です。mapname がインストールされていない場合、string の
文字長が戻ります。
mapname を省略すると、PRINTER ON ステートメントで有効になっているチャネルに関連したマップが使
用されます。それ以外では、プリント・チャネル 0 のマップが使用されます。mapname に
CRT、AUX、LPTR、および OS も指定できます。これらの値では、それぞれ、端末、補助プリンター、プ
リント・チャネル 0、またはオペレーティング・システムと関連づけられているマップが使用されます。
mapname に NONE と指定すると、ストリングはマッピングされません。
dynamic.array でマップできない文字の表示長は 1 です。
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LENSDP 関数は、末尾のブランクを含むすべてのブランク・スペースをカウントします。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、0 が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメント
が NULL である場合、そのエレメントに対して 0 が戻ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
NLS が無効なときに LENSDP 関数を使用すると、プログラムは LENS 関数が使用されたものとして動作
します。表示長ではなく、文字長内のストリング長を返すには、LENS 関数を参照してください。

LES 関数
構文
LES (array1, array2)
CALL -LES (return.array, array1, array2)
CALL !LES (return.array, array1, array2)

説明
LES 関数は、ある動的な配列のエレメントがほかの動的な配列のエレメントと等しいかより小さいことを
チェックします。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと比較されます。 array1 からのエレメントが
array2 からのエレメント以下の場合、新規動的配列の対応するエレメントに 1 が返されます。array1 から
のエレメントが array2 からのエレメントより大きい場合は、0 が返されます。一方の動的な配列のエレメ
ントと対応するエレメントが他方の動的エレメントにない場合、未定義のエレメントは空と評価され、比較
が続行されます。
対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては NULL が返さ
れます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

LET ステートメント
構文
[LET] variable = expression

説明
LET ステートメントを使用すると、expression の値を variable に割り当てます。値の変数への割り当てに
ついて詳しくは、代入文を参照してください。

例
LET A=55
LET B=45
LET C=A+B
LET D="55+45="
LET E=D:C
PRINT E

次のプログラム出力が得られます。
55+45=100
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LN 関数
構文
LN (expression)

説明
LN 関数を使用すると、底を「e」とする、式の値の自然対数を計算できます。値「e」は、約 2.71828 で
す。expression は、0 より大きい数値として評価される必要があります。
expression が 0 か負の数値の場合、0 が戻り、警告が表示されます。expression が NULL 値として評価さ
れる場合、NULL が戻ります。

例
PRINT LN(6)

次のプログラム出力が得られます。
1.7918

LOCALEINFO 関数
構文
LOCALEINFO (category)

説明
NLS モードでは、LOCALEINFO 関数は現在のロケールの設定を検索します。
category は、InfoSphere DataStage インクルード・ファイル UVNLSLOC.H で定義される以下のトークンの
いずれかになります。
UVLC$TIME UVLC$NUMERIC UVLC$MONETARY UVLC$CTYPE UVLC$COLLATE
各トークンは、指定されるカテゴリーで使用されるデータを格納する動的な配列を返します。 デ
ータの意味はカテゴリーで決まります。フィールド 1 は、常にカテゴリー名または OFF の値で
す。 OFF は、ロケールのサポートがカテゴリーで無効にされていることを示します。 配列のエレ
メントは、フィールド・マークによって分割されます。
UVLC$WEIGHTS
重み付け表を返します。
UVLC$INDEX
ロケールに対して定義されるフックに関する情報を返します。
指定されるカテゴリーが OFF に設定されている場合は、LOCALEINFO はストリングの OFF を返しま
す。
LOCALEINFO 関数は、実行に失敗すると次のどちらかを返します。
LCE$NO.LOCALES
NLS ロケールは有効ではありません。
LCE$BAD.CATEGORY
カテゴリーが無効です。
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例
次の例では、ロケール FR-FRENCH が現行である場合に複数の値を持つ DAYS フィールドの内容を表示
します。LCT$DAYS の情報は、UV アカウント・ディレクトリー内の INCLUDE ディレクトリー内にある
UVNLSLOC.H ファイルに入っています。
category.info = LOCALEINFO(LC$TIME)
PRINT category.info<LCT$DAYS>

次のプログラム出力が得られます。
lundi}mardi}mercredi}jeudi}vendredi}samedi}dimanche

LOCATE ステートメント
構文 (IDEAL、REALITY)
LOCATE expression IN dynamic.array [ < field# [ ,value#] > ] [
,start] [BY seq] SETTING variable {THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

構文 (PICK)
LOCATE (expression, dynamic.array [ ,field# [ ,value#] ] ; variable [
;seq] )
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

構文 (INFORMATION)
LOCATE expression IN dynamic.array < field# [ ,value# [ ,subvalue#]
] >
[BY seq] SETTING variable {THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
LOCATE ステートメントは dynamic.array で expression を検索し、次のいずれかを示す値を返します。
v dynamic.array で expression が検出された場所。
v それが見つからない場合には dynamic.array に expression を挿入する場所。
検索は、dynamic.array の任意の場所で開始できます。
expression は、dynamic.array で検索するストリングとして評価されます。 expression または dynamic.array
が NULL 値と評価された場合は、variable には 0 が設定され、ELSE ステートメントが実行されます。
expression と dynamic.array の両方が空ストリングと評価された場合は、variable には 1 が設定され、
THEN ステートメントが実行されます。
field#、value#、および subvalue# は、それぞれ区切り文字式を表し、以下を指定します。
v dynamic.array で検索を開始する位置。
v 検索の対象となるエレメントの種類。
start は、検索を開始するフィールド、値、またはサブ値を示す番号として評価されます。
IDEAL および PICK 構文では、区切り文字式は検索レベルを指定し、start は検索の開始位置を指定しま
す。 INFORMATION 構文では、区切り文字式は検索の開始位置を指定します。
区切り文字式または start が NULL 値に評価されると、LOCATE 文は正しく実行されずプログラムはラン
タイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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variable は expression の索引を格納します。 variable は、使用される区切り文字式に応じてフィールド番
号、値番号、またはサブ値番号を返します。 variable は、次のどちらかを表す値に設定されます。
v expression を含むエレメントが見つかればそのエレメントの索引。
v expression で指定される数値を持つ新しいエレメントを作成する INSERT 関数で使用可能な索引。
検索時は、フィールドは値またはサブ値マークを含む場合でも単独値のフィールドとして処理されます。
値は、サブ値を含む場合でも単独値として処理されます。
検索は、次のいずれかの条件が満たされると停止します。
v expression を含むフィールドが見つかった場合。
v 動的な配列の末尾に達した場合。
v seq で指定されるより上位または下位のフィールドが見つかった場合。
検索するエレメントが、次に示す昇順または降順のいずれかの ASCII シーケンスでソートされている場合
は、 BY seq 式を使用して検索を終了できます。 検索は、指定されるエレメントのリストの末尾ではな
く、ASCII シーケンスを維持するために expression を挿入する場所で終了します。
次の値を seq で使用して、検索を行う ASCII シーケンスを記述します。
"AL"または"A"
昇順、左揃え (標準の英数字ソート)
"AR"

昇順、右揃え

"DL"または"D"
降順、左揃え (標準の英数字ソート)
"DR"

降順、右揃え

seq は、dynamic.array のエレメントの順序を変更するものではなく、検索の終了条件を指定します。 seq
式が使用され、seq で示されたシーケンスにエレメントがない場合、 expression の値を含むエレメントが
見つからない可能性があります。seq が NULL 値と評価されると、ステートメントは失敗し、プログラム
は終了します。
expression が見つからないと、ELSE ステートメントが実行されます。ELSE ステートメントのフォーマッ
トは、IF...THEN ステートメントの中で使用される場合と同じです。
ほかのフレーバーで INFORMATION 構文を使用するには、INFO.LOCATE オプションを $OPTIONS 文で
使用します。
NLS が有効なときに LOCATE ステートメントに BY seq 式を使用すると、NLS.LC.COLLATE ファイル
で指定される照合規則に基づいて昇順または降順のシーケンスによる文字のソート順が決まります。 照合
規則は、大文字/小文字認識、アクセント、および順序に関する規則を定義します。

IDEAL、REALITY、および PICK 構文
次のセクションでは、IDEAL、REALITY、および PICK バージョンの LOCATE 文でのさまざまな区切り
文字式の使用で得られる 3 つの結果について説明します。
ケース 1:
field# および value# を省略すると、検索は dynamic.array の最初フィールドで開始します。
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ケース 2:
field# だけを指定してそれが 0 より大きければ、検索は field# で指示されるフィールドの最初の
値で開始します。 field# が 0 と等しいかそれより小さければ、field# と value# の両方が無視され
ます。
ケース 3:
field# と value# の両方を指定すると、検索はフィールドの value# で指定される値の最初のサブ値
で開始します。このフィールドは field# で指定されます。 field# が 0 より大きく value# が 0 と
等しいかそれより小さければ、LOCATE は field# だけが指定されるように動作します。
expression を含むフィールド、値、またはサブ値が見つかった場合、variable は、(検索の開始ではなく)
dynamic.array、field#、または value# の開始に関連した、配置フィールド、値、またはサブ値の索引をそれ
ぞれ戻します。expression を持つフィールド、値、またはサブ値が見つからなければ、variable は配列内の
フィールド、値、またはサブ値の数プラス 1 に設定され、ELSE 文が実行されます。

INFORMATION 構文
LOCATE の INFORMATION フレーバー構文を使用する場合は、区切り文字式の使用法に応じて 3 つの結
果が得られます。 結果をケース 1、ケース 2、およびケース 3 で示します。
ケース 1:
value# と subvalue# の両方を省略するか、両方が 0 と等しいかそれより小さければ、検索は
field# で指示されるフィールドで開始します。
ケース 2:
subvalue# を省略するか、それが 0 と等しいかそれより小さければ、検索は field# で指示されるフ
ィールド内の value# で指示される値で開始します。 field# が 0 と等しいかそれより小さけれ
ば、field# はデフォルトで 1 となります。
ケース 3:
field#、value#、および subvalue# をすべて指定してそのすべてが 0 でなければ、検索は field# で
指定されるフィールド内の value# で指定される値の subvalue# で指定されるサブ値で開始しま
す。 field# または value# が 0 と等しいかそれより小さければ、デフォルトで 1 になります。
expression を含むフィールド、値、またはサブ値が見つかった場合、variable は、(検索の開始ではなく)
dynamic.array、フィールドまたは値の開始に関連した配置フィールドの索引に設定されます。
expression を持つフィールドが見つからなければ、variable は検索が終了したフィールドの番号に設定さ
れ、ELSE 文が実行されます。 expression を持つ数値またはサブ値が見つからなければ、variable は値また
はサブ値の数プラス 1 に設定されて、ELSE 文が実行されます。
field#、value#、または subvalue# が dynamic.array のフィールド数より大きければ、variable はそれぞれ
field#、value#、または subvalue# の値に設定され、ELSE 文が実行されます。

例
次の例は、IDEAL および REALITY のフレーバーの LOCATE ステートメントを示します。 フィール
ド・マークは F、数値マークは V、およびサブ値マークは S です。
Q=’X’:@SM:"$":@SM:’Y’:@VM:’Z’:@SM:4:@SM:2:@VM:’B’:@VM
PRINT "Q= ":Q
LOCATE "$" IN Q <1> SETTING WHERE ELSE PRINT ’ERROR’
PRINT "WHERE= ",WHERE
LOCATE "$" IN Q <1,1> SETTING HERE ELSE PRINT ’ERROR’
PRINT "HERE= ", HERE
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NUMBERS=122:@FM:123:@FM:126:@FM:130:@FM
PRINT "BEFORE INSERT, NUMBERS= ",NUMBERS
NUM= 128
LOCATE NUM IN NUMBERS <2> BY "AR" SETTING X ELSE
NUMBERS = INSERT(NUMBERS,X,0,0,NUM)
PRINT "AFTER INSERT, NUMBERS= ",NUMBERS
END

次のプログラム出力が得られます。
Q= XS$SYVZS4S2VBV
ERROR
WHERE= 5
HERE= 2
BEFORE INSERT, NUMBERS= 122F123F126F130FAFTER INSERT, NUMBERS=

122F128F123F126F130F

LOCK ステートメント
構文
LOCK expression [THEN statements] [ELSE statements]

説明
LOCK ステートメントは、指定するユーザー定義のリソースやイベントが権限を持たないユーザーから使
用されたり、別のユーザーからデータ・ファイルを同時にアクセスされるのを防ぎます。
InfoSphere DataStage システムには、64 個の共通セマフォー・ロックがあります。これはタスク同期化ツ
ールですが固有の定義はありません。 リソースまたはイベントの定義を各セマフォーに対応させて、シス
テム全体でこれらのセマフォーの定義や用途が競合しないようにする必要があります。
expression は、設定されるロックを指定する 0 から 63 の範囲内の数値として評価されます。プログラム
は、必要に応じて任意の回数および頻度でロックのリセットを行えます。 expression が NULL 値として評
価されると、LOCK ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを
出力して終了します。
プログラム B が、既にプログラム A でロックが設定されているときにロックを設定しようとすると、プ
ログラム B の実行はプログラム A が最初のロックを解放するまで保留され、そのあとでプログラム B
が実行されます。
ELSE 節は、この処理の代わりとなる手段を提供します。 既にロックが設定済みのときに LOCK ステー
トメントでロックを指定すると、プログラムの実行は保留されずに ELSE 節が実行されます。
プログラムが終了しても、プログラムで設定されてロックは自動的には解放されません。それぞれの
LOCK ステートメントには対応する UNLOCK ステートメントが必要です。プログラムが実行時に複数回
にわたって同じセマフォーをロックしても、単独の UNLOCK ステートメントでセマフォーが解放されま
す。
UNLOCK ステートメントは、解放の対象となる LOCK ステートメントで使用される式を指定できます。
UNLOCK ステートメントで何も式を指定しなければ、プログラムによって設定されたすべてのロックが解
放されます。
また、システムをログオフするか、QUIT コマンドか CLEAR.LOCKS コマンドを実行することによって
も、ロックを解除できます。
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LIST.LOCKS コマンドを使用して、ロック状況を確認できます。このコマンドを実行すると、画面上にロ
ックがリストされます。このコマンドは、画面にロックのリストを表示します。ロック解除状態は 0 で示
されます。ロック状態は 0 以外の値 (正数と負数を含む) で示されます。 この値は、ロックを設定したユ
ーザーの個別の署名です。
注: LOCK ステートメントはユーザー定義のリソースのみをプロテクトします。READL ステートメント、
READL ステートメント、 314 ページの『READ 文』、MATREADL ステートメント、および
MATREADU ステートメントはファイルとレコードのプロテクトのため異なる方式を使用します。

例
次の例は、ロック 60 を設定し、LIST.LOCKS コマンドを実行して、プログラムによって設定されたすべ
てのロックをロック解除します。
LOCK 60 ELSE PRINT "ALREADY LOCKED"
EXECUTE "LIST.LOCKS"
UNLOCK

プログラムは LIST.LOCKS レポートを表示します。 ロック 60 はユーザー 4 によって設定されていま
す。
0:-8:-16:-24:-32:-40:-48:-56:--

1:-9:-17:-25:-33:-41:-49:-57:--

2:-10:-18:-26:-34:-42:-50:-58:--

3:-11:-19:-27:-35:-43:-51:-59:--

4:-12:-20:-28:-36:-44:-52:-60:4

5:-13:-21:-29:-37:-45:-53:-61:--

6:-14:-22:-30:-38:-46:-54:-62:--

7:-15:-23:-31:-39:-47:-55:-63:--

LOOP ステートメント
構文
LOOP
[loop.statements]
[CONTINUE | EXIT]
[{WHILE | UNTIL} expression [DO] ]
[loop.statements]
[CONTINUE | EXIT]
REPEAT

説明
LOOP ステートメントは、LOOP...REPEAT のプログラム・ループを起動します。 プログラム・ループと
は、指定される反復回数で、または指定される条件が満たされるまで実行される、一連の文のことです。
WHILE 節は、WHILE 式が真 (1) に評価される限りループを繰り返して実行することを指示します。
WHILE 式が偽 (0) に評価されると、ループの反復は停止して、プログラムの実行は REPEAT ステートメ
ントに続くステートメントに移ります。
UNTIL 節は、LOOP ステートメントに対抗条件を設定します。 UNTIL 節は、UNTIL 式が偽 (0) に評価
される限りループを繰り返して実行することを指定します。UNTIL 式が真 (1) に評価されると、ループの
反復は停止して、プログラムの実行は REPEAT ステートメントに続くステートメントに移ります。
WHILE または UNTIL 式が NULL 値として評価される場合、条件は偽となります。
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expression には、条件ステートメントを含めることもできます。THEN 節または ELSE 節を指定したステ
ートメントは、expression として使用できますが、THEN 節や ELSE 節がないステートメントは使用でき
ません。条件ステートメントが ELSE 節を実行する場合、expression は偽と評価されます。条件ステート
メントが THEN 節を実行する場合、expression は真と評価されます。 LOCKED 節は、このコンテキスト
ではサポートされません。
LOOP...REPEAT ループでは複数の WHILE 節および UNTIL 節を使用できます。LOOP...REPEAT ループ
をネスト構造にすることも可能です。前に LOOP ステートメントがないのに REPEAT ステートメントが
検出されると、コンパイル時にエラーとなります。
CONTINUE ステートメントを LOOP...REPEAT 内で使用すると、制御をループ内の任意のポイントから次
の反復ループに転送できます。
LOOP...REPEAT 内で EXIT ステートメントを使用すると、ループ内の任意のポイントでループが終了しま
す。
条件を表す WHILE および UNTIL 文以外の手段でループを終了することも可能ですが (GOTO または
GOSUB を DO 文で使用するなど)、この方法は避けてください。このようなプログラミング技法は、良好
な構造化プログラミングの実践手段には合致していません。

例
ソース行
プログラム出力
X=0 LOOP UNTIL X>4 DO PRINT "X= ",X X=X+1 REPEAT
X=
X=
X=
X=
X=

0
1
2
3
4

A=20 LOOP PRINT "A= ", A A=A-1 UNTIL A=15 REPEAT
A=
A=
A=
A=
A=

20
19
18
17
16

Q=3 LOOP PRINT "Q= ",Q WHILE Q DO Q=Q-1 REPEAT
Q=
Q=
Q=
Q=

3
2
1
0

EXECUTE "SELECT VOC FIRST 5" MORE=1 LOOP READNEXT ID ELSE MORE=0 WHILE
MORE DO PRINT ID REPEAT
5 record(s)
selected to
SELECT list #0.
LOOP
HASH.TEST
QUIT.KEY
P
CLEAR.LOCKS
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EXECUTE "SELECT VOC FIRST 5" LOOP WHILE READNEXT ID DO PRINT ID REPEAT
5 record(s)
selected to
SELECT list #0.
LOOP
HASH.TEST
QUIT.KEY
P
CLEAR.LOCKS

LOWER 関数
構文
LOWER (expression)

説明
LOWER 関数を使用すると、expression に現れるシステム区切り文字が、次の下位の区切り文字に変換され
る (フィールド・マークは値マークに、値マークはサブ値マークに変更されるというような) ことを除い
て、expression に相当する値を返すことができます。expression が NULL 値として評価される場合、NULL
が戻ります。
変換は以下のとおりです。
表 44. LOWER 関数を使用した変換
IM

CHAR(255)

から

FM

CHAR(254)

FM

CHAR(254)

から

VM

CHAR(253)

VM

CHAR(253)

から

SM

CHAR(252)

SM

CHAR(252)

から

TM

CHAR(251)

TM

CHAR(251)

から

CHAR(250)

CHAR(250)

から

CHAR(249)

CHAR(249)

から

CHAR(248)

PIOPEN フレーバー
PIOPEN フレーバーでは、下位に変換される区切り文字は CHAR(255)?CHAR(252) です。ほかの文字はす
べて不変です。 LOWER 関数の PIOPEN フレーバーは次のように取得します。
v 使用するプログラムを PIOPEN フレーバー・アカウントでコンパイルする。
v $OPTIONS INFO.MARKS ステートメントを指定する

例
次の例では、項目マークが I、フィールド・マークが F、値マークか V、サブ値マークが S、テキスト・
マークが T で示されます。CHAR(250) は、Z で示されます。
次の例は、A を DDFEEV123V77 に設定します。
A= LOWER(’DD’:IM’EE’:FM:123:FM:777)

次の例は、B を 1F2S3V4T5 に設定します。
B= LOWER(1:IM:2:VM:3:FM:4:SM:5)
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次の例は、C を 999Z888 に設定します。
C= LOWER(999:TM:888)

LTS 関数
構文
LTS (array1, array2)
CALL -LTS (return.array, array1, array2)
CALL !LTS (return.array, array1, array2)

説明
LTS 関数は、ある動的な配列のエレメントが別の動的な配列のエレメントより小さいことをチェックしま
す。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと比較されます。 array1 からのエレメントが
array2 からのエレメントより小さい場合、新規動的配列の対応するエレメントに 1 が返されます。array1
からのエレメントが array2 からのエレメント以上の場合は、0 が返されます。一方の動的な配列のエレメ
ントと対応するエレメントが他方の動的エレメントにない場合、未定義のエレメントは空白ストリングと評
価され、比較が続行されます。
対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては NULL が返さ
れます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

MAT ステートメント
構文
MAT array = expression
MAT array1 = MAT array2

説明
MAT ステートメントは、ある値を配列のすべてのエレメントに割り当てるか、ある配列のすべての値を別
の配列の値に割り当てます。
第 1 の構文は、すべての配列エレメントに同じ値を割り当てます。 任意の有効な式を使用します。
expression の値は、それぞれの配列エレメントの値になります。
第 2 の構文を使用すると、array2 のエレメントからの値を array1 のエレメントに割り当てます。両方の
配列には前もって名前と次元を設定しておく必要があります。 2 つの配列の次元設定は異なっていてもか
まいません。 新しい配列のエレメントの値は、配列の次元が同じかどうかに関係なく、連続的な順序で割
り当てられます。 array2 内のエレメントが array1 のエレメントより多い場合、余分なエレメントは無視
されます。array2 のエレメントの方が少ない場合、array1 の余分なエレメントは割り当てられません。
注: 配列の個々のエレメントの割り当てに、MAT ステートメントを使用しないでください。
例
ソース行
プログラム出力
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DIM ARRAY(5) QTY=10 MAT ARRAY=QTY FOR X=1 TO 5 PRINT "ARRAY(":X:")=",ARRAY(X)
NEXT X
ARRAY(1)=
ARRAY(2)=
ARRAY(3)=
ARRAY(4)=
ARRAY(5)=

10
10
10
10
10

DIM ONE(4,1) MAT ONE=1 DIM TWO(2,2) MAT TWO = MAT ONE FOR Y=1 TO 4 PRINT
"ONE(":Y:",1)=",ONE(Y,1) NEXT Y
ONE(1,1)=
ONE(2,1)=
ONE(3,1)=
ONE(4,1)=

1
1
1
1

DIM ONE(4,1) MAT ONE=1 DIM TWO(2,2) MAT TWO = MAT ONE FOR X=1 TO 2 FOR Y=1 TO
2 PRINT "TWO(":X:",":Y:")=",TWO(X,Y) NEXT Y NEXT X
TWO(1,1)=
TWO(1,2)=
TWO(2,1)=
TWO(2,2)=

1
1
1
1

次の例は、ARRAY のすべてのエレメントを空白ストリングに設定します。
MAT ARRAY=’’

MATBUILD ステートメント
構文
MATBUILD dynamic.array FROM array [ ,start [ ,end] ] [USING
delimiter]

説明
MATBUILD ステートメントは、次元を設定した配列から動的な配列をビルドします。
dynamic.array は、start で始まり、end で終了する array のエレメントの連結によって作成されます。start
および end が指定されないか、範囲外の場合、デフォルトで 1 になり、それぞれ配列のサイズになりま
す。
DIMENSION ステートメントまたは COMMON ステートメントで array を使用する前に、array に名前を
付けて、次元を指定する必要があります。
delimiter には動的配列のフィールド間に挿入される文字を指定します。delimiter が指定されない場合、デ
フォルトでフィールド・マークになります。区切り文字を指定しないようにするには、delimiter なしで
USING を指定します。
array のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントの動的配列に CHAR(128) が含まれます。
start、end、または delimiter が NULL である場合、MATBUILD 文は正しく実行されずプログラムはラン
タイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

オーバーフロー・エレメント
PICK、IN2、および REALITY フレーバーの次元設定された配列は、最後のエレメントにオーバーフロ
ー・エレメントを格納します。 INFORMATION および IDEAL フレーバーの次元設定された配列は、エレ
メント 0 にオーバーフロー・エレメントを格納します。
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PICK、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントで、end が指定されない場合、dynamic.array に、
array のオーバーフロー・エレメントが入ります。IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウン
トで、オーバーフロー・エレメントを取得するには、end に 0 以下を指定するか、array のサイズより大
きい数値を指定する必要があります。
REALITY フレーバー・アカウントは、delimiter の先頭文字のみを使用します。USING が区切り文字なし
で指定されると、delimiter は、デフォルトで空白ストリングではなくフィールド・マークになります。

MATCH 演算子
構文
string MATCH[ES] pattern

説明
MATCH 演算子または同じ機能の MATCHES は、ストリング式とパターンを比較します。
pattern は、string のフォーマットの一般的な記述です。これは、テキスト、特殊文字 X、A、および N
(これらの特殊文字の前に反復係数として使用される整数が付く) で構成できます。例えば、nN は n 個の
数字のストリング・パターンです。
次の表に、pattern コードとその定義を示します。
表 45. パターン照合コード
パターン

定義

...

任意の数の任意の文字 (なしも含む)

0X

任意の数の任意の文字 (なしも含む)

nX

n 個の任意の文字

0A

任意のアルファベット文字 (なしも含む)

nA

n 個の英字

0N

任意の数の数字 (なしも含む)

nN

n 個の数字

'テキスト '

正確なテキスト。任意のリテラル・ストリング (引用符が
必須)

"テキスト "

正確なテキスト。任意のリテラル・ストリング (引用符が
必須)

n が 9 桁より大きい場合は、特殊文字の反復係数ではなくパターンのテキストとして使用されます。 例え
ば、パターン「1234567890N」は、1,234,567,890 という数字のパターンとしてではなく、リテラル・ストリ
ングとして扱われます。
評価されるストリングがパターンと一致すると式は真 (1) として評価され、それ以外は偽 (0) として評価
されます。 string または pattern が NULL 値なら、照合は偽として評価されます。
pattern の直前に置かれたティルド (~) は、照合の否定を指定します。 つまり、式または式の一部とは一
致しないパターンまたはパターンの一部を指定します。 この照合は、string と pattern が同じ長さで少な
くとも 1 つの文字が異なる場合だけ真となります。 否定照合パターン例を次に示します。
"’A’~’X’5N
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このパターンで真の値が返るのは、式が文字の A で始まり、そのあとは文字の X ではなく、そのあとに
任意の 5 個の数字が続く場合です。 したがって、AB55555 はパターンに合いますが、AX55555、A55555,
AX5555、および A5555 は合いません。
複数のパターンは、値マーク (ASCII CHAR(253)) で区切って指定できます。 次の式は、アドレスが 16
個のアルファベット文字であるか 4 個の数字とそのあとに続く 12 個のアルファベット文字の場合は真
で、それ以外は偽です。
ADDRESS MATCHES "16A": CHAR(253): "4N12A"

空白ストリングは、以下のパターンに一致します。"0A"、"0X"、"0N"、"..."、""、''、または ¥¥。
NLS が有効なら、MATCH 演算子は NLS.LC.CTYPE ファイルで指定されるアルファベットと数字の現在
の値を使用します。

MATCHFIELD 関数
構文
MATCHFIELD (string, pattern, field)

説明
MATCHFIELD 関数を使用すると、マッチング・パターンに対してストリングを検査できます (パターン・
マッチングについては、MATCH 演算子を参照してください)。
field は、返される一致ストリングの部分として評価される式です。
string が pattern に一致した場合、MATCHFIELD 関数は、pattern 内の指定されたフィールドに一致する
string の部分を返します。string が pattern に一致しないか、string や pattern が NULL 値と評価される
と、MATCHFIELD 関数は空白ストリングを返します。フィールドが NULL 値に評価されると、
MATCHFIELD 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラーで終了します。
pattern には、string 内に含まれるすべての文字をカバーする指定子を入れる必要があります。例えば、次
のステートメントは、パターンに string のすべての部分が指定されていないので、空白ストリングを返し
ます。
MATCHFIELD ("XYZ123AB", "3X3N", 1)

上記の string で確かなパターン・マッチングを実現するために、次のステートメントが使用できます。
MATCHFIELD ("XYZ123AB", "3X3N0X", 1)

このステートメントは、値 "XYZ" を返します。

例
ソース行
プログラム出力
Q=MATCHFIELD("AA123BBB9","2A0N3A0N",3) PRINT "Q= ",Q
Q=

BBB

ADDR='20 GREEN ST. NATICK, MA.,01234' ZIP=MATCHFIELD(ADDR,"0N0X5N",3) PRINT "ZIP=
",ZIP
ZIP=

01234
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INV='PART12345 BLUE AU' COL=MATCHFIELD(INV,"10X4A3X",2) PRINT "COL= ",COL
COL=

BLUE

次の例では、ストリングはパターンとは一致しません。
ソース行
プログラム出力
XYZ=MATCHFIELD('ABCDE1234',"2N3A4N",1) PRINT "XYZ= ",XYZ
XYZ=

次の例では、全体のストリングはパターンとは一致しません。
ソース行
プログラム出力
ABC=MATCHFIELD('1234AB',"4N1A",2) PRINT "ABC= ",ABC
ABC=

MATPARSE ステートメント
構文
MATPARSE array FROM dynamic.array [ ,delimiter]
MATPARSE array [ ,start [ ,end] ] FROM dynamic.array [USING
delimiter]
[SETTING elements]

説明
MATPARSE ステートメントを使用すると、dynamic.array のフィールドを、array の連続エレメントに分離
できます。
DIMENSION ステートメントまたは COMMON ステートメントで array を使用する前に、array に名前を
付けて、次元を指定する必要があります。
start には、array 内の開始位置を指定します。start が 1 より小さい場合、デフォルトの 1 になります。
end には、array 内の終了位置を指定します。end が 1 より小さいか、array の長さより大きい場合、デフ
ォルトの array の長さになります。
delimiter は、dynamic.array 内のエレメントを区切るのに使用される文字として評価される式です。コンマ
か USING を使用して、dynamic.array から区切り文字を分離します。delimiter は、文字を持たないことも
(空区切り文字)、1 文字、または複数の文字を持つこともできます。以下はその効果です。
v 空区切り文字 (引用符のペア) は、各文字が array の 1 個のエレメントになるように dynamic.array を
解析します。(第 2 の例を参照)。デフォルトの区切り文字はフィールド・マークです。 これは空区切り
文字とは異なります。デフォルトの区切り文字を使用するには、dynamic.array に続けて指定するコンマ
または USING を省略します。
v 単一文字の区切り文字は、配列内のエレメントとして連続する区切り文字間にあるサブストリングを格
納することによって、dynamic.array を文字で区切られたフィールドに解析します。区切り文字は配列に
は格納されません (最初の例を参照)。
v 複数文字の区切り文字は、2 つの連続する区切り文字の間にあるサブストリングと 1 つ以上の連続する
区切り文字で構成されるサブストリングの両方を、以下の方法でエレメントとして格納することによっ
て、dynamic.array を解析します。dynamic.array は、いずれかの区切り文字が見つかるまで検索されま
す。区切り文字までの文字 (区切り文字は含まない) のすべてが、array のエレメントとして格納されま
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す。区切り文字および任意の同一の連続する区切り文字は、次のエレメントとして格納されます。 検索
は、dynamic.array の先頭から続けられます (第 3 の例を参照)。
v delimiter が、システム区切り文字の場合、単一の CHAR(128) が dynamic.array から抽出されると、
array 内の対応するエレメントが NULL 値に設定されます。
複数区切り文字式内の文字は別でも同じでもかまいません。 /: の区切り文字式は、12:32:16 および
1/23/85 のフォーマットでの時間、分、秒、および月、日、年を区切るのに使用します。2 つのスペース "
" の区切り文字式は、トークン間の複数ブランクを含む、コマンド・ライン上のトークンを分離するのに使
用されます。
SETTING 節は、変数 elements を、array 内のエレメント数に設定します。array がオーバーフローする
と、elements は 0 に設定されます。elements の値は、MATPARSE ステートメントの後の INMAT 関数に
よって返される値と同じです。
MATPARSE が dynamic.array の終わりに到達する前に、array のエレメントがすべて埋められた場合、
MATPARSE は、dynamic.array の未処理部分を、IDEAL、INFORMATION、または PIOPEN フレーバー・
アカウントの場合は、array のゼロ・エレメントに入れ、PICK、IN2、または REALITY フレーバー・アカ
ウントの場合は、array の最後のエレメントに入れます。
MATPARSE ステートメントの後ろの INMAT 関数は、配列にロードされたエレメント数を判定します。
dynamic.array 内の区切り文字で区切られているフィールド数が、array 内のエレメント数より多い場合、
INMAT は 0 を返します。それ以外では、ロード済みエレメント数を返します。
start が end より大きいか、array の長さより大きい場合、なんのアクションも行われず、INMAT は 0 を
返します。
start、end、dynamic.array、または delimiter が NULL 値に評価されると、MATPARSE 文は正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
ソース行
プログラム出力
DIM X(4) Y='1#22#3#44#5#66#7' MATPARSE X FROM Y, '#' FOR Z=0 TO 4 PRINT "X(":Z:")",X(Z)
NEXT Z PRINT
X(0)
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

5#66#7
1
22
3
44

DIM Q(6) MATPARSE Q FROM 'ABCDEF', '' FOR P=1 TO 6 PRINT "Q(":P:")",Q(P) NEXT P
PRINT
Q(1)
Q(2)
Q(3)
Q(4)
Q(5)
Q(6)

A
B
C
D
E
F

DIM A(8,2) MATPARSE A FROM 'ABCDEFGDDDHIJCK', 'CD' FOR I = 1 TO 8 FOR J = 1 TO 2
PRINT "A(":I:",":J:")=",A(I,J)," ": NEXT J PRINT NEXT I END
A(1,1)= AB A(1,2)= C
A(2,1)=
A(2,2)= D
A(3,1)= EFG A(3,2)= DDD
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A(4,1)= HIJ A(4,2)= C
A(5,1)= K
A(5,2)=
A(6,1)=
A(6,2)=
A(7,1)=
A(7,2)=
A(8,1)=
A(8,2)=

MATREAD 文
構文
MATREAD array FROM [file.variable,] record.ID [ON ERROR
statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
{ MATREADL | MATREADU } array FROM [file.variable,]
record.ID
[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
MATREAD ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイルのレコードのフィールドの内容
を、array の連続するエレメントに割り当てることができます。レコードの最初のフィールドが、array の
最初のエレメントとなり、レコードの 2 番目のフィールドが、array の 2 番目のエレメントになるという
ようになります。DIMENSION ステートメントまたは COMMON ステートメントで array を使用する前
に、array に名前を付けて、次元を指定する必要があります。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルとみなされます (デフォルトのファイルについて詳しくは、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。 このファイルにアクセスできず、開くこともできない場合、プログラムはランタイム・エラー・メッ
セージを表示して強制終了します。
record.ID がある場合、array は、レコードの内容に設定され、THEN 文が実行されます。ELSE 文は無視
されます。 THEN ステートメントが指定されていなければ、プログラムの実行は次に続くステートメント
に移ります。 record.ID がない場合、array のエレメントは変更されず、ELSE 文が実行されます。THEN
文は無視されます。
file.variable または record.ID のどちらかが NULL 値として評価されると、MATREAD ステートメントは
正しく実行されずプログラムはランタイム・エラーを起こして終了します。レコード内のフィールドが
NULL 値である場合、array 内のエレメントは NULL になります。複数値フィールド内の値またはサブ値
が NULL 値である場合、保存表記 NULL (CHAR(128)) として、フィールドに読み取られます。
ファイルが SQL 表である場合、プログラムの実効ユーザーは、ファイル内のレコードを読み取るための
SQL SELECT 権限が必要です。プログラムの実効ユーザーについては、AUTHORIZATION ステートメン
トを参照してください。
MATREAD ステートメントは、指定されるレコードの更新レコード・ロックは設定しません。 つまり、レ
コードはほかのユーザーからも更新が可能です。 レコードが解放されるまでほかのユーザーからの更新を
防ぐには、MATREADL または MATREADU ステートメントを使用します。
array 内のエレメント数が、レコード内のフィールド数より大きい場合、array 内の余分なエレメントは、
空白ストリング値に割り当てられます。レコード内のフィールド数が、array 内のエレメント数より大きい
場合、余分な値は、IDEAL または INFORMATION フレーバー・アカウントの場合は、array のゼロ・エ
レメントに格納され、PICK、IN2、または REALITY フレーバー・アカウントの場合は、array の最後のエ
レメントに格納されます。配列のゼロ・エレメントは、次のように 0 サブスクリプトでアクセスが可能で
す。
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MATRIX (0)

または、
MATRIX (0, 0)

MATREAD ステートメントの後ろの INMAT 関数は、実際に使用された配列のエレメント数を判定しま
す。レコードのフィールド数が配列のエレメント数より多ければ、INMAT 関数の値は 0 に設定されま
す。
NLS が有効なら、入出力処理を実行する MATREAD やそのほかの BASIC ステートメントは、入力ファ
イルの適切なマップに基づいて常に外部データを内部文字セットにマッピングします。詳しくは、READ
ステートメントを参照してください。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は MATREAD 文のオプションです。 その構文は、ELSE 節の構文と同様です。 ON
ERROR 節では、MATREAD ステートメントの処理中に致命的エラーが検出される場合のプログラム終了
の代わりの方法を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。 その構文は、ELSE 節の構文と同様です。
LOCKED 節は、MATREAD ステートメントの処理を防ぐ競合ロック (ほかのユーザーが設定する) で発生
する条件を処理します。 以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実行されます。
表 46. 競合ロック
ステートメント

これが要求されるロック...

競合するロック...

MATREADL

共有レコード・ロック

排他ファイル・ロック、更新レコー
ド・ロック

MATREADU

更新レコード・ロック

排他ファイル・ロック、意図的ファイ
ル・ロック、共有ファイル・ロック、
更新レコード・ロック、共有レコー
ド・ロック
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MATREAD ステートメントに LOCKED 節がなく、競合ロックが存在する場合は、プログラムはロックが
解放されるまで一時的に停止します。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。
ロックの解除
共有レコード・ロックは、CLOSE ステートメント、RELEASE ステートメント、または STOP ステートメ
ントを使用して解除できます。更新レコード・ロックは、CLOSE、DELETE、MATWRITE、
RELEASE、STOP、WRITE、または WRITEV ステートメントを使用して解除できます。
トランザクション内で取得または昇格したロックは、以前の文が処理された場合でも解除されません。

MATREADL 文と MATREADU 文
MATREADL 構文は、共有レコード・ロックを取得してから MATREAD を実行します。 これは、ほかの
プログラムがロックなしまたは共有レコード・ロックでレコードを読み取れるようにします。
MATREADU 構文は、更新レコード・ロックを設定して MATREAD を実行します。 更新レコード・ロッ
クは、それを設定したユーザーが解放するまでほかのユーザーがレコードを更新するのを防ぎます。
更新レコード・ロックは、共有レコード・ロックが存在しない場合、またはそれ以外に共有レコード・ロッ
クが存在しない場合にレコード・ロックの所有者からレコード・ロックを昇格する場合に、設定が可能で
す。

例
DIM ARRAY(10)
OPEN ’SUN.MEMBER’ TO SUN.MEMBER ELSE STOP
MATREAD ARRAY FROM SUN.MEMBER, 6100 ELSE STOP
*
FOR X=1 TO 10
PRINT "ARRAY(":X:")",ARRAY(X)
NEXT X
*
PRINT
*
DIM TEST(4)
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ ELSE STOP ’CANNOT OPEN SUN.SPORT’
MATREAD TEST FROM 851000 ELSE STOP
*
FOR X=0 TO 4
PRINT "TEST(":X:")",TEST(X)
NEXT X

次のプログラム出力が得られます。
ARRAY(1) MASTERS
ARRAY(2) BOB
ARRAY(3) 55 WESTWOOD ROAD
ARRAY(4) URBANA
ARRAY(5) IL
ARRAY(6) 45699
ARRAY(7) 1980
ARRAY(8) SAILING
ARRAY(9)
ARRAY(10)
II
TEST(0) 6258
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TEST(1)
TEST(2)
TEST(3)
TEST(4)

6100
HARTWELL
SURFING
4

MATREADL ステートメント
MATREADL ステートメントは、共有レコード・ロックを設定して MATREAD ステートメントを実行しま
す。詳しくは、MATREAD 文 を参照してください。

MATREADU ステートメント
MATREADU ステートメントは、更新レコード・ロックを設定して MATREAD ステートメントを実行し
ます。詳しくは、MATREAD 文 を参照してください。

MATWRITE 文
構文
MATWRITE[U] array ON | TO [file.variable,] record.ID[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
[THEN statements] [ELSE statements]

説明
MATWRITE ステートメントを使用すると次元配列のエレメントからのデータを、InfoSphere DataStageファ
イル内のレコードに書き込めます。 array のエレメントは、レコード内に保存されているデータを置換し
ます。MATWRITE は、レコードの末尾の空フィールドを除去します。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルが仮定されます (デフォルトのファイルの詳細については、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。 ファイルがアクセス不能で開けない場合、ELSE 文が指定されていないかぎり、プログラムはランタ
イム・エラー・メッセージを表示して強制終了します。
ファイルが SQL 表なら、プログラムの実効ユーザーはファイルのレコードを読み取るための SQL
INSERT および UPDATE 特権が必要です。プログラムの実効ユーザーについては、AUTHORIZATION ス
テートメントを参照してください。
OPENCHK 構成可能パラメーターが TRUE に設定してある場合、または、ファイルが OPENCHECK ステ
ートメントで開かれている場合、SQL 表に書き込まれるすべての MATWRITE に対して、すべての SQL
保全制約が検査されます。保全チェックに失敗すると、MATWRITE ステートメントは ELSE 節を使用し
ます。ICHECK 関数を使用すると、失敗を引き起こす特定の保全制約を判別できます。
システムは、record.ID で指定されたレコードのファイルを検索します。レコードが見つからなければ、
MATWRITE は新しいレコードを作成します。
NLS が有効なら、入出力処理を実行する MATWRITE やそのほかの BASIC ステートメントは、入力ファ
イルの適切なマップに基づいて常に内部データを外部文字セットにマッピングします。詳しくは、WRITE
ステートメントを参照してください。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は、MATWRITE ステートメントのオプションです。 ON ERROR 節では、MATWRITE 文
の処理中に致命的エラーが検出される場合のプログラム終了の代わりの方法を指定できます。
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致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。
LOCKED 節は、MATWRITE ステートメントの処理を防ぐ競合ロック (別のユーザーが設定する) で発生
する条件を取り扱います。 以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実行されます。
v 排他ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
v 共有ファイル・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有レコード・ロック
MATWRITE ステートメントに LOCKED 節がなく、競合ロックが存在する場合は、プログラムはロックが
解放されるまで一時的に停止します。
ファイルを更新する際、MATWRITE は、MATREADU ステートメントで設定された更新レコード・ロッ
クを解除します。MATREADU ステートメントで設定した更新レコード・ロックを維持するには、
MATWRITE ではなく MATWRITEU を使用します。
新しい値がレコードに書き込まれると THEN 節が実行されます。 THEN ステートメントが指定されなけ
れば、実行は MATWRITE ステートメントに続くステートメントに移ります。
file.variable または record.ID のどちらかが NULL 値として評価されると、MATWRITE ステートメントは
正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。array の NULL
エレメントは、保存表記 NULL 値 CHAR(128) として、record.ID に書き込まれます。

MATWRITEU ステートメント
MATWRITEU ステートメントを使用すると、以前の MATREADU ステートメントで設定された更新レコ
ード・ロックを解除しなくても、レコードを更新できます (MATREAD ステートメントを参照)。
MATREADU ステートメントで設定して MATWRITEU ステートメントで維持する更新レコード・ロック
を解放するには、RELEASE または MATWRITE ステートメントを使用する必要があります。ロックを明
示的に解除しないと、プログラムが STOP ステートメントを実行するまで、レコードはロックされたまま
になります。複数のプログラムまたはユーザーが同じレコードを変更する可能性がある場合は、
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MATREADU ステートメントを使用してレコードをロックしてから MATWRITE または MATWRITEU を
実行します。

IDEAL および INFORMATION フレーバー
IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウントでは、配列のゼロ・エレメントに MATREAD ス
テートメントまたは MATREADU ステートメントで値を割り当てた場合、ゼロ・エレメント値は、レコー
ドに n+1 フィールドとして書き込まれます。n は、配列内で次元指定されたエレメント数です。ゼロ・エ
レメントに空白ストリングが割り当てられていれば、配列の割り当て済みのエレメントだけがレコードに書
き込まれ、末尾の空フィールドは無視されます。 新しいレコードは、配列のサイズに関係なくファイルに
書き込まれます (任意の既存のレコードと置き換わります)。
一般的には、MATREAD または MATREADU ステートメントでロードした配列に MATWRITE ステート
メントを使用するのは適切なやり方です。
MATWRITE ステートメントの実行後、STATUS 関数を使用して、以下のように処理の結果を判別できま
す (詳しくは、STATUS 関数を参照)。
0

レコードは MATWRITE 処理の前にロックされました。

-2

レコードは MATWRITE 処理の前にロック解除されました。

-3

レコードは SQL 保全チェックに失敗しました。

例
DIM ARRAY(5)
OPEN ’EX.BASIC’ TO EX.BASIC ELSE STOP ’CANNOT OPEN’
MATREADU ARRAY FROM EX.BASIC, ’ABS’ ELSE STOP
ARRAY(1)=’Y = 100’
MATWRITE ARRAY TO EX.BASIC, ’ABS’
PRINT ’STATUS()= ’,STATUS()

次のプログラム出力が得られます。
STATUS()=

0

MATWRITEU ステートメント
MATWRITEU ステートメントは、更新レコード・ロックを維持して MATWRITE ステートメントを実行し
ます。詳しくは、 MATWRITE ステートメントを参照してください。

MAXIMUM 関数
構文
MAXIMUM (dynamic.array)
CALL !MAXIMUM (result, dynamic.array)

説明
MAXIMUM 関数を使用すると、dynamic.array 内の最高数値を持つエレメントを返します。NULL 値以外
の非数値は、0 として扱われます。dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻りま
す。NULL 値であるエレメントは、dynamic.array のすべてのエレメントが NULL でない限り無視されま
す。すべてのエレメントが NULL の場合、NULL が戻ります。
result は、dynamic.array 内の最大エレメントを含む変数です。
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dynamic.array は、テストする配列です。

例
A=1:@VM:"ZERO":@SM:20:@FM:-25
PRINT "MAX(A)=",MAXIMUM(A)

次のプログラム出力が得られます。
MAX(A)=20

次の例では、!MAXIMUM サブルーチンは配列 A に格納される最大値を獲得するために使用します。非数
値の値である Z は 0 として扱われます。
A=1:@VM:25:@VM:’Z’:@VM:7
CALL !MAXIMUM (RESULT,A)
PRINT RESULT

次のプログラム出力が得られます。
0

MINIMUM 関数
構文
MINIMUM (dynamic.array)
CALL !MINIMUM (result, dynamic.array)

説明
MINIMUM 関数を使用すると、dynamic.array 内の最低数値を持つエレメントを返します。NULL 値以外の
非数値は、0 として扱われます。dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
NULL 値であるエレメントは、dynamic.array のすべてのエレメントが NULL でない限り無視されます。
すべてのエレメントが NULL の場合、NULL が戻ります。
result は、dyamic.array 内の最小エレメントを含む変数です。
dynamic.array は、テストする配列です。

例
A=1:@VM:"ZERO":@SM:20:@FM:-25
PRINT "MIN(A)=",MINIMUM(A)

次のプログラム出力が得られます。
MIN(A)=

-25

次の例では、!MINIMUM サブルーチンは配列 A に格納される最小値を獲得するために使用します。非数
値の値である Q は 0 として扱われます。
A=2:@VM:19:@VM:6:@VM:’Q’
CALL !MINIMUM (RESULT,A)
PRINT RESULT

次のプログラム出力が得られます。
0
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MOD 関数
構文
MOD (dividend, divisor)

説明
MOD 関数は、被除数式を除数式で整数除算したあとの剰余の値を計算します。
MOD 関数は、次の式を使用して剰余を計算します。
MOD (X, Y) = X - (INT (X / Y) * Y)

dividend と divisor はいずれかの数値として評価されますが、例外として、divisor を 0 にすることはでき
ません。divisor が 0 の場合、0 による除算の警告メッセージが印刷され、0 が戻ります。dividend か
divisor のどちらかが NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
MOD 関数の機能は REM 関数の機能に似ています。

例
X=85; Y=3
PRINT ’MOD (X,Y)= ’,MOD (X,Y)

次のプログラム出力が得られます。
MOD (X,Y)=

1

MODS 関数
構文
MODS (array1, array2)
CALL -MODS (return.array, array1, array2)
CALL !MODS (return.array, array1, array2)

説明
MODS 関数は、2 つの動的な配列の対応するエレメントで整数除算を実行したあとで、剰余の動的な配列
を作成します。
MODS 関数は、次の式に基づいて各エレメントを計算します。
XY.element = X - (INT (X / Y) * Y)

X は、array1 のエレメントで、Y は、array2 の対応するエレメントです。結果のエレメントは、新しい動
的な配列の対応するエレメントで返されます。 一方の動的な配列の 1 エレメントと対応するエレメントが
他方の動的な配列にない場合、0 が返されます。 array2 のエレメントが 0 の場合、0 が戻ります。対応
する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては NULL が返されま
す。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A=3:@VM:7
B=2:@SM:7:@VM:4
PRINT MODS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
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MULS 関数
構文
MULS (array1, array2)
CALL -MULS (return.array, array1, array2)
CALL !MULS (return.array, array1, array2)

説明
MULS 関数は、2 つの動的な配列のエレメント対エレメントの乗算の動的な配列を作成します。
array1 の各エレメントは、array2 の対応するエレメントによって乗算されて、結果が新規動的配列の対応
するエレメントに返されます。一方の動的な配列の 1 エレメントと対応するエレメントが他方の動的な配
列にない場合、0 が返されます。 対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエ
レメントについては NULL が返されます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A=1:@VM:2:@VM:3:@SM:4
B=4:@VM:5:@VM:6:@VM:9
PRINT MULS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
4V10V18S0V0

NAP ステートメント
構文
NAP [milliseconds]

説明
NAP ステートメントは、BASIC プログラムの実行を保留して、指定されるミリ秒だけ一時的に停止しま
す。
milliseconds は、一時停止するミリ秒数として評価される式です。milliseconds が指定されない場合、値 1
が使用されます。milliseconds NULL 値として評価される場合、NAP ステートメントは無視されます。

NEG 関数
構文
NEG (number)

説明
NEG 関数は、引数の値の符号を反転した値を返します。
number は、数値として評価される式です。
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例
次の例で、A には数値の 10 が、B には -10 に評価される NEG(A) の値が割り当てられます。
A = 10
B = NEG(A)

NEGS 関数
構文
NEGS (dynamic.array)
CALL -NEGS (return.array, dynamic.array)

説明
NEGS 関数は、動的な配列のすべてのエレメントの負数値を返します。 エレメントの値が負なら戻り値は
正数です。 dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。エレメントが NULL
なら、そのエレメントに対して NULL が返されます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

NES 関数
構文
NES (array1, array2)
CALL -NES (return.array, array1, array2)
CALL !NES (return.array, array1, array2)

説明
NES 関数は、ある動的な配列のエレメントが別の動的な配列のエレメントと等しいかどうかをチェックし
ます。
array1 の各エレメントは、対応する array2 のエレメントと比較されます。 2 つのエレメントが等しけれ
ば、新しい動的な配列の対応するエレメントで 0 が返されます。 2 つのエレメントが等しくなければ、1
が返されます。一方の動的な配列のエレメントと対応するエレメントが他方の動的な配列にない場合は、1
が返されます。 対応する一組のエレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについて
は NULL が返されます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

NEXT ステートメント
構文
NEXT [variable]

説明
NEXT ステートメントは、FOR...NEXT ループを終了させ、プログラムが FOR ステートメントに戻ってそ
れに続くステートメントを実行するようにします。
各 FOR ステートメントは、対応する NEXT ステートメントを 1 つだけ持つ必要があります。
variable は、FOR ステートメント 内の索引カウンターとして指定された変数名です。変数が指定されなけ
れば、直前に指定された索引カウンター変数とみなされます。
BASIC 言語リファレンス
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例
FOR I=1 TO 10
PRINT I:" ":
NEXT I
PRINT

次のプログラム出力が得られます。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOBUF ステートメント
構文
NOBUF file.variable {THEN statements [ELSE statements] | ELSE
statements}

説明
NOBUF ステートメントは、既に順次処理のために開いているファイルのバッファリングをオフにします。
通常、InfoSphere DataStage は、順次入出力操作用のバッファリングを使用します。NOBUF ステートメン
トは、このバッファリングをオフにしてファイルへのすべての書き込みが即座に実行できるようにします。
そのため、FLUSH 処理の必要はありませんがバッファリングの利点もなくなります。OPENSEQ ステート
メントまたは CREATE ステートメントが正常に完了した後、および、レコードに対して、入力処理や出力
処理が実行される前に、NOBUF ステートメントを実行する必要があります。
NOBUF 処理が正常終了すると、THEN 文が実行されて ELSE 文は無視されます。 THEN ステートメン
トがない場合、プログラムの処理は次のステートメントで継続されます。
指定されるファイルがアクセスできないかファイルが存在しない場合は、ELSE 文が実行されて THEN 文
は無視されます。 file.variable が NULL 値として評価されると、NOBUF ステートメントは正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
次の例では、FILE.E 内の RECORD1 が開くことができればバッファリングはオフになります。
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO DATA THEN NOBUF DATA
ELSE ABORT

NOT 関数
構文
NOT (expression)

説明
NOT 関数を使用すると、expression の値の論理補数を返します。 expression の値が真の場合、NOT 関数
は、偽の値 (0) を返します。expression の値が偽の場合、NOT 関数は、真の値 (1) を返します。
0 に評価される数値式の論理値は偽です。 NULL 値以外のものとして評価される数値式は、論理的に真で
す。
空白ストリングは論理的に偽です。 それ以外のすべてのストリング式は、空白ストリング、スペース、ま
たは 0 の数値を含むストリングを含めて、論理的に真です。
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expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

例
X=5; Y=5
PRINT NOT(X-Y)
PRINT NOT(X+Y)

次のプログラム出力が得られます。
1
0

NOTS 関数
構文
NOTS (dynamic.array)
CALL -NOTS (return.array, dynamic.array)
CALL !NOTS (return.array, dynamic.array)

説明
NOTS 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメントの論理補数の動的配列を返します。エレメントの
値が真なら、NOTS 関数は返される配列の対応するエレメントで偽の値 (0) を返します。 エレメントの値
が偽なら、NOTS 関数は返される配列の対応するエレメントで真の値 (1) を返します。
0 に評価される数値式の論理値は偽です。 NULL 値以外のものとして評価される数値式は、論理的に真で
す。
空白ストリングは論理的に偽です。 それ以外のすべてのストリング式は、空白ストリング、スペース、ま
たは 0 の数値を含むストリングを含めて、論理的に真です。
dynamic.array 内のいずれかのエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻
ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
X=5; Y=5
PRINT NOTS(X-Y:@VM:X+Y)

次のプログラム出力が得られます。
1V0

NULL ステートメント
構文
NULL

説明
NULL ステートメントは、ステートメントが必要でも処理を実行しない場合に使用します。 例えば、
ELSE 節の実行時に何も処理が必要のない場合に ELSE 節の中で使用します。
注: このステートメントは、NULL 値とは関係ありません。
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例
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
FOR ID=5000 TO 6000
READ MEMBER FROM FILE, ID THEN PRINT ID ELSE NULL
NEXT ID

NUM 関数
構文
NUM (expression)

説明
NUM 関数を使用すると、expression が、数値ストリングであるか、非数値ストリングであるかを判別でき
ます。expression が数値、数値ストリング、または空白ストリングである場合、真と評価されて、値 1 が
戻ります。 expression が、非数値ストリングの場合、偽と評価されて、値 0 が戻ります。
小数点 ( . ) として使用されるピリオドを含むストリングは、数値として評価されます。例えば、コンマ (
, ) またはドル記号 ( $ ) などの、数値または通貨の量をフォーマットするのに使用される他の文字を含む
ストリングは、非数値として評価されます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
NLS が有効なら、NUM は現在のロケールの Numeric カテゴリーを使用して 10 進値の分離文字を判定し
ます。

例
X=NUM(2400)
Y=NUM("Section 4")
PRINT "X= ",X,"Y= ",Y

次のプログラム出力が得られます。
X=

1

Y=

0

NUMS 関数
構文
NUMS (dynamic.array)
CALL -NUMS (return.array, dynamic.array)
CALL !NUMS (return.array, dynamic.array)

説明
NUMS 関数は、動的な配列のエレメントが数値または数値以外のどちらのストリングかを判定します。 エ
レメントが数値、数値ストリング、または空白ストリングなら、真に評価され、新しい動的な配列の対応す
るエレメントに 1 の値が返されます。 エレメントが数値以外のストリングなら、偽に評価されて 0 の値
が返されます。
小数点 ( . ) が付いている数値エレメントの NUMS は、真に評価されます。コンマ ( , ) またはドル記号
( $ ) が付いている数値エレメントの NUMS は、偽に評価されます。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のエレメントが
NULL である場合、そのエレメントに対して NULL が戻ります。
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サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
NLS が有効なら、NUMS は現在のロケールの Numeric カテゴリーを使用して 10 進値の分離文字を判定
します。

OCONV 関数
構文
OCONV (string, conversion)

説明
OCONV 関数を使用すると、string を外部出力の指定形式に変換できます。結果は常にストリング式です。
string は、conversion によって指定された、外部出力形式に変換されます。
conversion は、値マーク (ASCII 253) で区切られた 1 つ以上のコードとして評価される必要があります。
複数のコードが使用される場合、コードは次のように左から右へ適用されていきます。左端の変換コードが
string に適用され、その右以降の変換コードはそれぞれ前の変換の結果に適用されます。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。conversion が NULL 値として評価される
と、OCONV 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了しま
す。
OCONV 関数は、PICK フレーバーの終了コードも使用できます。
STATUS 関数は、変換の結果を反映します。
0

変換が成功しました。

1

無効なストリングが OCONV 関数に渡され、オリジナルのストリングが変換の値として返されま
す。 無効なストリングが NULL 値なら、NULL が返されます。

2

変換コードが無効です。

3

無効と思われるデータの変換に成功しました。

ストリングの内部フォーマットへの変換については、ICONV 関数 を参照してください。

例
日付変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
DATE=OCONV('9166',"D2")
3 Feb 93

DATE=OCONV(9166,'D/E')
3/2/1993

DATE=OCONV(9166,'DI')1
3/2/1993

DATE=OCONV('9166',"D2-")
2-3-93
BASIC 言語リファレンス
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DATE=OCONV(0,'D')
31 Dec 1967
1

IN2、PICK、および REALITY フレーバー・アカウントの場合。

時刻変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
TIME=OCONV(10000,"MT")
02:46

TIME=OCONV("10000","MTHS")
02:46:40am

TIME=OCONV(10000,"MTH")
02:46am

TIME=OCONV(10000,"MT.")
02.46

TIME=OCONV(10000,"MTS")
02:46:40

16 進値、8 進値、および 2 進値変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
HEX=OCONV(1024,"MX")
400

HEX=OCONV('CDE',"MX0C")
434445

OCT=OCONV(1024,"MO")
2000

OCT=OCONV('CDE',"MO0C")
103104105

BIN=OCONV(1024,"MB")
10000000000

BIN=OCONV('CDE',"MB0C")
010000110100010001000101

マスク 10 進値変換の例を次に示します。
ソース行
変換された値
X=OCONV(987654,"MD2")
9876.54

X=OCONV(987654,"MD0")
987654

X=OCONV(987654,"MD2,$")
$9,876.54
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X=OCONV(987654,"MD24$")
$98.77

X=OCONV(987654,"MD2-Z")
9876.54

X=OCONV(987654,"MD2,D")
9,876.54

X=OCONV(987654,"MD3,$CPZ")
$987.654

X=OCONV(987654,"MD2,ZP12#")
####9,876.54

OCONVS 関数
構文
OCONVS (dynamic.array, conversion)
CALL -OCONVS (return.array, dynamic.array, conversion)
CALL !OCONVS (return.array, dynamic.array, conversion)

説明
OCONVS 関数を使用すると、dynamic.array のエレメントを指定した外部出力形式に変換できます。
エレメントは、conversion で指定された外部出力形式に変換され、動的配列に返されます。conversion は、
値マーク (ASCII 253) で区切られた 1 つ以上のコードとして評価される必要があります。
複数のコードが使用される場合、コードは次のように左から右へ適用されていきます。左端の変換コードが
エレメントに適用され、その右以降の変換コードはそれぞれ前の変換の結果に適用されます。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメ
ントが NULL である場合、そのエレメントに対して NULL が戻ります。conversion が NULL 値として評
価されると、OCONVS 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して
終了します。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
STATUS 関数は、変換の結果を反映します。
0

変換が成功しました。

1

無効なエレメントが OCONVS 関数に渡されて、オリジナルのエレメントが返されます。 無効な
エレメントが NULL 値なら、そのエレメントに対して NULL が返されます。

2

変換コードが無効です。

動的配列内のエレメントの内部フォーマットへの変換については、ICONVS 関数を参照してください。

ON ステートメント
構文
ON expression GOSUB statement.label [ : ] [,statement.label [ : ] ... ]
ON expression GO[TO] statement.label [ : ] [,statement.label [ : ] ... ]

BASIC 言語リファレンス

291

説明
ON ステートメントは、プログラムの制御を GOSUB 節で指定される内部サブルーチンの 1 つ、または
GOTO 節で指定されるステートメントの 1 つに渡します。

GOSUB 節の使用法
ON GOSUB は、プログラムの制御を GOSUB 節で指定される内部サブルーチンの 1 つに渡します。 ON
節内の expression の値は、実行される GOSUB 節内の名前付きサブルーチンを判別します。
実行中、expression は評価されて、整数に丸められます。expression の値が 1 以下の場合、GOSUB 節内の
最初の名前付きサブルーチンが実行されます。expression の値が 2 の場合は、2 番目のサブルーチンが実
行され、以降もそのように実行されます。expression の値が、GOSUB 節内の名前付きサブルーチンの数よ
り大きい場合、最後のサブルーチンが実行されます。expression が NULL 値として評価されると、ON ス
テートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
statement.label は、プログラム内で定義された有効なラベルになります。存在しないステートメント・ラベ
ルが指定された場合、プログラムがコンパイルされるときにエラー・メッセージが発行されます。 ステー
トメント・ラベルを分割するにはコンマを使用する必要があります。ステートメント・ラベルでコロンを使
用するのは、ほかの変数名から区別する目的のときです。
サブルーチン内の RETURN ステートメントは、プログラム・フローを、ON GOSUB ステートメントに続
くステートメントに返します。
ON GOSUB ステートメントは、複数の行に分けて記述できます。 ON GOSUB ステートメントの各行の
末尾には、最後の行を除いてコンマが必要です。

PICK フレーバー・アカウントでの ON GOSUB の使用法
expression の値が 1 より小さい場合、次のステートメントが実行されます。expression の値が GOSUB 節
内の名前付きサブルーチンの数より大きい場合、最後のサブルーチンではなく、次のステートメントを使用
して、実行が継続されます。他のフレーバーで、この特性を取得するには、$OPTIONS ステートメントの
ONGO.RANGE オプションを使用します。

GOTO 節の使用法
ON GOTO は、プログラムの制御を GOTO 節で指定される文の 1 つに渡します。ON 節内の expression
の値は、実行される GOTO 節内の名前付き文を判別します。実行中、expression は評価されて、整数に丸
められます。
expression の値が 1 以下の場合、制御は、GOTO 節内の最初の名前付きステートメント・ラベルに渡され
ます。expression が 2 の場合、制御は 2 番目のステートメント・ラベルに渡され、以降、そのように渡さ
れます。expression の値が、GOTO 節内の名前付きステートメントの数より大きい場合、制御は、最後の
ステートメント・ラベルに渡されます。expression が NULL 値として評価されると、ON ステートメント
は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
statement.label は、プログラム内で定義された有効なラベルになります。存在しないステートメント・ラベ
ルが指定された場合、プログラムがコンパイルされるときにエラー・メッセージが発行されます。 ステー
トメント・ラベルを分割するにはコンマを使用する必要があります。 ステートメント・ラベルでコロンを
使用するのは、ほかの変数名から区別する目的のときです。
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PICK フレーバー・アカウントでの ON GOTO の使用法
expression の値が 1 より小さい場合、制御は、次のステートメントに渡されます。expression の値が
GOTO 節内の名前付きステートメントの数より大きい場合、最後のステートメント・ラベルではなく、次
のステートメントを使用して実行が継続されます。他のフレーバーと一緒に、この特性を取得するには、
$OPTIONS ステートメントの ONGO.RANGE オプションを使用します。

例
ソース行
プログラム出力
FOR X=1 TO 4 ON X GOSUB 10,20,30,40 PRINT 'RETURNED FROM SUBROUTINE' NEXT X
STOP 10 PRINT 'AT LABEL 10' RETURN 20 PRINT 'AT LABEL 20' RETURN 30 PRINT 'AT
LABEL 30' RETURN 40 PRINT 'AT LABEL 40' RETURN
AT LABEL
RETURNED
AT LABEL
RETURNED
AT LABEL
RETURNED
AT LABEL
RETURNED

10
FROM
20
FROM
30
FROM
40
FROM

SUBROUTINE
SUBROUTINE
SUBROUTINE
SUBROUTINE

VAR=1234 Y=1 10* X=VAR[Y,1] IF X='' THEN STOP ON X GOTO 20,30,40 20* PRINT 'AT LABEL
20' Y=Y+1 GOTO 10 30* PRINT 'AT LABEL 30' Y=Y+1 GOTO 10 40* PRINT 'AT LABEL 40'
Y=Y+1 GOTO 10
AT
AT
AT
AT

LABEL
LABEL
LABEL
LABEL

20
30
40
40

OPEN ステートメント
構文
OPEN [dict,] filename [TO file.variable] [ON ERROR statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
OPEN ステートメントを使用すると、BASIC プログラムで使用するための InfoSphere DataStage ファイル
を開けます。BASIC プログラム内のすべてのファイル参照の前に、そのファイル用の OPEN ステートメ
ントまたは OPENCHECK ステートメントのいずれかを置く必要があります。数個の InfoSphere DataStage
ファイルを、プログラムの同時点で開くことはできますが、個々のファイルに対して別々の OPEN ステー
トメントを使用する必要があります。
dict は、ファイル・ディクショナリーまたはデータ・ファイルのどちらをオープンするかを指定するストリ
ングとして評価される式です。 DICT のストリングならファイル辞書が開き、PDICT なら対応する Pick
スタイルの辞書が開きます。 それ以外の任意のストリングではデータ・ファイルが開きます。 規約では、
データ・ファイルを開くときには空白ストリングまたはストリングの DATA が使用されます。dict 式が省
略されると、データ・ファイルが開きます。dict が、NULL 値である場合、データ・ファイルが開きま
す。
filename は、開かれるファイルの名前として評価される式です。ファイルがあれば、ファイルが開かれて
THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。 THEN ステートメントが指定されていない場合、プログ
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ラムは続けて次のステートメントを実行します。 ファイルにアクセスできなかったり、ファイルが存在し
ない場合は、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は無視されます。 filename が NULL 値として
評価されると、OPEN ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージ
を出力して終了します。
TO 節を使用すると、開いたファイルを file.variable に割り当てます。該当のファイルの読み取り、書き込
み、削除、またはクリアを行うすべての文は、ファイル変数の名前でファイルを参照する必要があります。
ファイルをファイル変数に割り当てなければ、内部のデフォルトのファイル変数が使用されます。 ファイ
ル変数を指定しないファイル参照では、直前に開かれたファイルが入るデフォルトのファイル変数がアクセ
スされます。現在のデフォルト・ファイル変数に対して開かれたファイルは、システム変数の @STDFIL
に割り当てられます。
デフォルト・ファイル変数は、それを実行されるプログラムに対してローカルではありません。サブルーチ
ンを呼び出すと、現在のデフォルト・ファイル変数は呼び出し側のプログラムと共有されます。
SQL 表を開く場合、OPEN ステートメントは SQL セキュリティーを設定します。 プログラムの実効ユー
ザー ID に対して与えられる許可は、ファイルを開くときにロードされます。 いずれの許可も与えられな
い場合、OPEN ステートメントは正しく実行されず、ELSE ステートメントが実行されます。
OPEN ステートメントで開いた SQL 表へのすべての書き込みは、OPENCHK 設定可能パラメーターが偽
に設定されていないかぎり、SQL の整合性チェックを受けます。 OPEN ステートメントの代わりに
OPENCHECK ステートメントを使用すると、OPENCHK 設定可能パラメーターを真または偽に設定してい
るかどうかに関係なく、ファイルへのすべての書き込みに対する自動整合性チェックが有効となります。
INMAT 関数を、OPEN ステートメントの後に使用すると、ファイルのモジュロを判別します。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は OPEN ステートメントのオプションです。 その構文は、ELSE 節の構文と同様です。
ON ERROR 節では、OPEN ステートメントの処理中に致命的エラーが検出される場合のプログラム終了の
代わりの方法を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。
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STATUS 関数
ファイルが正常に開かれた場合、ファイル・タイプが返されます。ファイルが正常に開かない場合、次の値
が返される可能性があります。
値

説明

-1

VOC ファイル内にファイル名がありません。

-2

1

ファイル名またはファイルが NULL です。

-3

ディレクトリー内の InfoSphere DataStage ファイルにアクセスする権限がない場合に発生する、オ
ペレーティング・システム・アクセス・エラーです。これは、例えば、タイプ 1 またはタイプ 30
のファイルにアクセスしようとしたときに発生する可能性があります。

-41

オペレーティング・システム権限がないとき、または、タイプ 30 ファイルから DATA.30 が失わ
れている場合のアクセス・エラーです。

-5

オペレーティング・システムで検出された読み取りエラーです。

-6

ファイル・ヘッダーをロックできません。

-7

プラットフォームに対して無効なファイル改訂または誤ったバイトオーダー処理です。

-81
-9

1

無効なパート・ファイル情報です。
分散ファイル内の、無効なタイプ 30 ファイル情報です。

-10

ウォーム・スタート・リカバリー中、ファイルがロールフォワードされている間に問題が発生しま
した。このため、このファイルは"inconsistent"とマークされます。

-11

ファイルはビューなので、BASIC プログラムでは開くことができません。

-12

表を開くための SQL 権限がありません。

-131

索引の問題です。

-14

NFS ファイルが開けません。

1

さまざまな理由で起きる可能性のある一般エラー。

例
OPEN "SUN.MEMBER" TO DATA ELSE STOP "CAN’T OPEN
SUN.MEMBER"
OPEN "FOOBAR" TO FOO ELSE STOP "CAN’T OPEN FOOBAR"
PRINT "ALL FILES OPEN OK"

次のプログラム出力が得られます。
CAN’T OPEN FOOBAR

次の例は、前の例と同じファイルを開きます。 OPEN ステートメントには、dict 引数のため、空白ストリ
ングが含まれています。
OPEN "","SUN.MEMBER" TO DATA ELSE STOP "CAN’T OPEN
SUN.MEMBER"
OPEN "","FOO.BAR" TO FOO ELSE STOP "CAN’T OPEN
FOOBAR"
PRINT "ALL FILES OPEN OK"
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OPENCHECK ステートメント
構文
OPENCHECK [dict,] filename [TO file.variable]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
OPENCHECK ステートメントは、BASIC プログラムで使用する目的で SQL 表を開き、SQL 整合性チェ
ックを設定します。BASIC プログラム内のすべてのファイル参照の前に、そのファイル用の OPENCHECK
ステートメントまたは OPEN ステートメントのいずれかを置く必要があります。
OPENCHECK ステートメントは OPEN ステートメントと似ていますが、ファイルが SQL 表である場合に
SQL 整合性チェックが有効になる点が異なります。 SQL 表に対するすべてのフィールド整合性チェック
は、セキュリティー / 保全制約領域 (SICA) に格納されます。 OPENCHECK ステートメントは、コンパ
イル済みフォーマットのこれらの整合性チェックをメモリーにロードして、ファイル変数に関連づけます。
ファイルに対するすべての書き込みは SQL 整合性チェックを受けます。

STATUS 関数
ファイルが正常に開かれた場合、ファイル・タイプが返されます。ファイルが正常に開かない場合、次の値
が返される可能性があります。
値

説明

-1

VOC ファイル内にファイル名がありません。

-21

ファイル名またはファイルが NULL です。

-3

ディレクトリー内の InfoSphere DataStage ファイルにアクセスする権限がない場合に発生する、オ
ペレーティング・システム・アクセス・エラーです。これは、例えば、タイプ 1 またはタイプ 30
のファイルにアクセスしようとしたときに発生する可能性があります。

-41

オペレーティング・システム権限がないとき、または、タイプ 30 ファイルから DATA.30 が失わ
れている場合のアクセス・エラーです。

-5

オペレーティング・システムで検出された読み取りエラーです。

-6

ファイル・ヘッダーをロックできません。

-7

プラットフォームに対して無効なファイル改訂または誤ったバイトオーダー処理です。

-81

無効なパート・ファイル情報です。

-91

分散ファイル内の、無効なタイプ 30 ファイル情報です。

-10

ウォーム・スタート・リカバリー中、ファイルがロールフォワードされている間に問題が発生しま
した。このため、このファイルは"inconsistent"とマークされます。

-11

ファイルはビューなので、BASIC プログラムでは開くことができません。
表を開くための SQL 権限がありません。

-12
1

-13

索引の問題です。

-14

NFS ファイルが開けません。

1

さまざまな理由で起きる可能性のある一般エラー。
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OPENDEV ステートメント
構文
OPENDEV device TO file.variable [LOCKED statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
OPENDEV ステートメントは、順次処理のためにデバイスを開きます。 OPENDEV は、開いたデバイスま
たはファイルに対するレコード・ロックも設定します。順次処理について詳しくは、READSEQ ステート
メントおよび WRITESEQ ステートメントを参照してください。
device は、&DEVICE& ファイル内のデバイス定義レコードのレコード ID として評価される式です。
device が NULL 値として評価されると、OPENDEV ステートメントは正しく実行されずプログラムはラン
タイム・エラー・メッセージを出力して終了します。詳しくは、『Windows でのデバイス』を参照してく
ださい。
TO 節は、file.variable を開かれるデバイスに割り当てます。そのデバイスへの読み取り、または書き込み
に使用されるすべての文は、割り当てられた file.variable で、デバイスを参照する必要があります。
デバイスがあってロックされていなければ、デバイスが開かれて THEN 文が実行されます。ELSE 文は無
視されます。THEN ステートメントが指定されていない場合、プログラムは続けて次のステートメントを
実行します。
デバイスがロックされている場合は、LOCKED 文が実行されます。THEN 文と ELSE 文は無視されま
す。
デバイスがないか開くことができなければ、ELSE 文が実行されます。THEN 文は無視されます。デバイ
スは、開くためには適切なアクセス許可が必要です。
NLS が有効なら、&DEVICE& ファイルで定義されるマップを使用するデバイスを OPENDEV で開くこと
ができます。 &DEVICE& ファイル内に定義済みのマップがない場合、デフォルトの mapname は、
uvconfig ファイル内の NLSDEFDEVMAP パラメーターにある名前になります。

Windows でのデバイス
Windows システムでは、OPENDEV でデバイスを参照する前に、 &DEVICE& ファイルでデバイスに定義
されたブロック・サイズに変更が必要である場合があります。一部のデバイスでは、開いたデバイスで使用
可能な順次処理のタイプに制限があります。 次の表に制限をまとめておきます。
表 47. 開いたデバイスで使用する順次処理のタイプの制限
デバイス・タイプ

ブロック・サイズ

可能な処理

4 mm DAT ドライブ

変更は不要

無制限

8 mm DAT ドライブ

変更は不要

無制限
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表 47. 開いたデバイスで使用する順次処理のタイプの制限 (続き)
デバイス・タイプ

ブロック・サイズ

可能な処理

1/4 インチのカートリッジ・ドライ
ブ、60 MB または 150 MB

ブロック・サイズに、512 バイトまた READBLK および WRITEBLK を使
用して、ユーザー指定ブロック・サイ
は、512 の倍数のバイトを指定しま
ズ 512 バイトのデータの読み取りま
す。
たは書き込みを行います。 SEEK だ
けを使用して、ファイル・ポインター
をファイルの先頭または末尾に移動し
ます。 WEOF を使用して、データの
開始時または書き込みのあとにだけエ
ンド・オブ・ファイル (EOF) マーク
を書き込むことができます。

1/4 インチの 525 カートリッジ・デ
バイス

変更は不要

ディスケット・ドライブ

ブロック・サイズに、512 バイトまた SEEK だけを使用して、ファイル・ポ
インターをファイルの先頭に移動しま
は、512 の倍数のバイトを指定しま
す。WEOF は使用しません。
す。

無制限

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。
LOCKED 節は、OPENDEV ステートメントの処理を防ぐ競合ロック (別のユーザーが設定する) によって
発生する条件を取り扱います。 以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実行されま
す。
v 排他ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
v 共有ファイル・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有レコード・ロック
OPENDEV ステートメントに LOCKED 節がなく、競合ロックが存在する場合は、プログラムはロックが
解放されるまで一時的に停止します。

例
次の例は、順次入力および出力処理のために TTY30 を開きます。
OPENDEV ’TTY30’ TO TERM THEN PRINT ’TTY30 OPENED’
ELSE ABORT

次のプログラム出力が得られます。
TTY30 OPENED

OPENPATH ステートメント
構文
OPENPATH pathname [TO file.variable] [ON ERROR statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
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説明
OPENPATH ステートメントは、ファイルのパス名を指定することを除けば、OPEN ステートメントに似て
います。このファイルは、VOC ファイルへの参照なしに開かれます。 ファイルは、ハッシュInfoSphere
DataStage ・ファイルかディレクトリー (タイプ 1 およびタイプ 19) です。
pathname には、開かれるファイルの相対パス名か、絶対パス名を指定します。ファイルがあれば、ファイ
ルが開かれて THEN 文が実行されます。ELSE 文は無視されます。 pathname が NULL 値として評価さ
れると、OPENPATH ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを
出力して終了します。
ファイルにアクセスできなかったり、ファイルが存在しない場合は、ELSE 文が実行されます。すべての
THEN 文は無視されます。
TO 節を使用すると、ファイルを file.variable に割り当てます。ファイルの読み取り、書き込み、削除、ま
たはクリアに使用されるすべての文は、割り当てられた file.variable 名でファイルを参照する必要がありま
す。ファイルを file.variable に割り当てなければ、内部のデフォルト・ファイル変数が使用されます。
file.variable を指定しないファイル参照では、直前に開かれたデフォルトのファイルにアクセスします。デ
フォルト・ファイル変数に対して開かれたファイルは、システム変数の @STDFIL に割り当てられます。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は OPENPATH ステートメントのオプションです。 その構文は、ELSE 節の構文と同様で
す。 ON ERROR 節では、OPENPATH ステートメントの処理中に致命的エラーが検出される場合のプログ
ラム終了の代わりの方法を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

STATUS 関数
OPENPATH ステートメントのあとに STATUS 関数を使用すると、ファイルを開けなかった原因
(OPENPATH ステートメントで ELSE 節が実行される場合) を突き止めることができます。 OPENPATH
ステートメントが失敗すると次の値が返されます。
値

説明

-1

VOC ファイル内にファイル名がありません。

-2

1

ファイル名またはファイルが NULL です。
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-3

ディレクトリー内の InfoSphere DataStage ファイルにアクセスする権限がない場合に発生する、オ
ペレーティング・システム・アクセス・エラーです。これは、例えば、タイプ 1 またはタイプ 30
のファイルにアクセスしようとしたときに発生する可能性があります。

-41

オペレーティング・システム権限がないとき、または、タイプ 30 ファイルから DATA.30 が失わ
れている場合のアクセス・エラーです。

-5

オペレーティング・システムで検出された読み取りエラーです。

-6

ファイル・ヘッダーをロックできません。
プラットフォームに対して無効なファイル改訂または誤ったバイトオーダー処理です。

-7
-8

1

無効なパート・ファイル情報です。

-91

分散ファイル内の、無効なタイプ 30 ファイル情報です。

-10

ウォーム・スタート・リカバリー中、ファイルがロールフォワードされている間に問題が発生しま
した。このため、このファイルは"inconsistent"とマークされます。

-11

ファイルはビューなので、BASIC プログラムでは開くことができません。
表を開くための SQL 権限がありません。

-12
1

-13

索引の問題です。

-14

NFS ファイルが開けません。

1

さまざまな理由で起きる可能性のある一般エラー。

例
次の例は、SUN.MEMBER ファイルを開きます。パス名がファイルを指定します。
OPENPATH ’/user/members/SUN.MEMBER’ ELSE ABORT

OPENSEQ ステートメント
構文
OPENSEQ filename, record.ID TO file.variable [USING
dynamic.array]
[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
OPENSEQ pathname TO file.variable [USING dynamic.array]
[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
OPENSEQ ステートメントは、順次処理のためにファイルを開きます。BASIC プログラム内のすべての順
次ファイル参照の前に、そのファイル用の OPENSEQ ステートメントまたは OPENDEV ステートメント
のいずれかを置く必要があります。プログラムの同じポイントで複数のファイルを順次処理のために開くこ
とができますが、各ファイルで 1 つの OPENSEQ ステートメントを発行する必要があります。順次処理に
ついて詳しくは、READSEQ ステートメントおよび WRITESEQ ステートメントを参照してください。
注: 複数の OPENSEQ 処理を同じファイルに対して実行すると、更新レコード・ロックが 1 つのみ作成さ
れます。この単一のロックは、CLOSESEQ ステートメントまたは RELEASE ステートメントで解除できま
す。
第 1 の構文は、タイプ 1 またはタイプ 19 ファイルのレコードを開きます。
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第 2 の構文では、パス名を指定して、UNIX ファイルまたは DOS ファイルを開きます。ファイルには、
ディスク・ファイル、パイプ、または特殊デバイスを指定できます。
filename には、開かれるレコードを含んだ、タイプ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルの名前を指定し
ます。
record.ID には、開かれるファイル内のレコードを指定します。レコードがあってロックされていなけれ
ば、ファイルが開いて任意の THEN 文が実行されます。ELSE 文は、無視されます。THEN ステートメン
トが指定されていない場合、プログラムは続けて次のステートメントを実行します。レコードまたはファイ
ル自体がアクセスできないか存在しない場合は、ELSE 文が実行され、THEN 文は無視されます。
pathname は、開かれるファイル、パイプ、またはデバイスの、明示指定のパス名です。ファイルがあって
ロックされていなければ、ファイルが開いて THEN 文が実行されます。ELSE 文は、無視されます。パス
名がない場合、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は無視されます。
ファイルが存在しないと、OPENSEQ ステートメントは失敗します。ファイルは、CREATE ステートメン
トで明示的に作成することもできます。
OPENSEQ は、指定されるレコードまたはファイルに更新レコード・ロックを設定します。 このロックは
CLOSESEQ ステートメントでリセットされます。これは、処理中のレコードがほかのプログラムから変更
されるのを防ぎます。
filename、record.ID、または pathname が NULL 値として評価されると、OPENSEQ ステートメントは正
しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
TO 節は必須です。これは、レコード、ファイル、またはデバイスを file.variable に割り当てます。ファイ
ルの順次の読み取り、書き込み、削除、またはクリアを行うすべての文は、割り当てられたファイル変数の
名前でファイルを参照する必要があります。
NLS が有効な場合、OPENSEQ filename, record.ID ステートメントを使用して、タイプ 1 ファイルまたは
タイプ 19 ファイルを含むディレクトリー内の .uvnlsmap ファイルで定義されたマップを使用する、タイ
プ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルを開くことができます。ディレクトリーに、.uvnlsmap ファイル
がない場合、デフォルトの mapname は、uvconfig ファイル内の NLSDEFDIRMAP パラメーターにある名
前になります。
OPENSEQ pathname ステートメントを使用して、pathname を保持するディレクトリー内の .uvnlsmap ファ
イルで定義されたマップを使用する、UNIX パイプ、ファイル、またはデバイスで指定したファイルを開く
ことができます。ディレクトリーに、.uvnlsmap ファイルがない場合、デフォルトの mapname は、uvconfig
ファイル内の NLSDEFSEQMAP パラメーターにある名前になります。あるいは、SET.SEQ.MAP コマンド
を使用してマップを割り当てることができます。

ファイルのバッファリング
通常、InfoSphere DataStage は、順次入出力操作用のバッファリングを使用します。NOBUF ステートメン
トを OPENSEQ ステートメントの後に使用すると、バッファリングがオフにされて、ファイルへのすべて
の書き込みが即座に実行できるようになります。ファイルのバッファリングの詳細については、NOBUF ス
テートメントを参照してください。
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USING 節
オプションで USING 節を指定すれば、開いたファイルを循環ファイル・プールに含めるかどうかを制御
できます。 USING 節は、構造が& DEVICE& ファイル・レコードをエミュレートする動的な配列の
OPENSEQ 処理を補助します。 動的な配列のフィールド 17 は、次の値によって循環ファイル・プールへ
の格納を制御します。
v Y は開いたファイルを削除します。
v N は開いたファイルを格納します。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は OPENSEQ ステートメントのオプションです。 その構文は、ELSE 節の構文と同様で
す。 ON ERROR 節では、OPENSEQ ステートメントの処理中に致命的エラーが検出される場合のプログ
ラム終了の代わりの方法を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。 その構文は、ELSE 節の構文と同様です。 LOCKED 節
は、OPENSEQ ステートメントの処理を防ぐ競合ロック (別のユーザーが設定する) によって発生する条件
を取り扱います。以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実行されます。
v 排他ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
v 共有ファイル・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有レコード・ロック
OPENSEQ ステートメントに LOCKED 節がなく、競合ロックが存在する場合は、プログラムはロックが
解放されるまで一時的に停止します。
OPENSEQ ステートメントのあとで STATUS 関数を使用すると、ファイルが正しく開いたかどうかを判定
できます。
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STATUS 関数
ファイルが正常に開かれた場合、ファイル・タイプが返されます。ファイルが正常に開かない場合、次の値
が返される可能性があります。
値

説明

-1

VOC ファイル内にファイル名がありません。

-21

ファイル名またはファイルが NULL です。

-3

ディレクトリー内の InfoSphere DataStage ファイルにアクセスする権限がない場合に発生する、オ
ペレーティング・システム・アクセス・エラーです。これは、例えば、タイプ 1 またはタイプ 30
のファイルにアクセスしようとしたときに発生する可能性があります。

-41

オペレーティング・システム権限がないとき、または、タイプ 30 ファイルから DATA.30 が失わ
れている場合のアクセス・エラーです。

-5

オペレーティング・システムで検出された読み取りエラーです。

-6

ファイル・ヘッダーをロックできません。

-7

プラットフォームに対して無効なファイル改訂または誤ったバイトオーダー処理です。

-81
-9

1

無効なパート・ファイル情報です。
分散ファイル内の、無効なタイプ 30 ファイル情報です。

-10

ウォーム・スタート・リカバリー中、ファイルがロールフォワードされている間に問題が発生しま
した。このため、このファイルは"inconsistent"とマークされます。

-11

ファイルはビューなので、BASIC プログラムでは開くことができません。

-12

表を開くための SQL 権限がありません。

-131

索引の問題です。

-14

NFS ファイルが開けません。

1

さまざまな理由で起きる可能性のある一般エラー。

例
次の例では、Hashed でないファイル FILE.E から RECORD1 を読み取ります。
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE THEN
PRINT "’FILE.E’ OPENED FOR PROCESSING"
END ELSE ABORT
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A ELSE STOP

次の例では、FILE.E から読み取ったレコードを、ファイル /usr/depta/file1 に書き込みます。
OPENSEQ ’/usr/depta/file1’ TO OUTPUT THEN
PRINT "usr/depta/file1 OPENED FOR PROCESSING"
END ELSE ABORT
WRITESEQ A ON OUTPUT ELSE PRINT "CANNOT WRITE TO
OUTPUT"
.
.
.
CLOSESEQ FILE
CLOSESEQ OUTPUT
END

次のプログラム出力が得られます。
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FILE.E OPENED FOR PROCESSING
HI THERE
.
.
.
/usr/depta/file1 OPENED FOR PROCESSING

次の例は、USING 節の指定によって循環ファイル・プールから開いたファイルを除去します。
DEVREC = "1"@FM
FOR I = 2 TO 16
DEVREC = DEVREC:I:@FM
NEXT I
DEVREC=DEVREC:’Y’
*
OPENSEQ ’SEQTEST’, ’TESTDATA’ TO TESTFILE USING
DEVREC
THEN PRINT "OPENED ’TESTDATA’ OK...."
ELSE PRINT "COULD NOT OPEN TESTDATA"
CLOSESEQ TESTFILE

次のプログラム出力が得られます。
OPENED ’TESTDATA’ OK

ORS 関数
構文
ORS (array1, array2)
CALL -ORS (return.array, array1, array2)
CALL !ORS (return.array, array1, array2)

説明
ORS 関数は、2 つの動的な配列の対応するエレメントを論理的に OR 処理した動的な配列を作成します。
新規の動的配列の各エレメントは、対応する array1 および array2 のエレメントの論理和です。ある動的
な配列のエレメントに対して別の動的な配列に対応するエレメントがなければ、そのエレメントは偽である
とみなされます。
対応する array1 および array2 の両方のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して
NULL 値が戻ります。あるエレメントが NULL 値で別のエレメントが 0 か空白ストリングなら、NULL
が返されます。 あるエレメントが NULL 値で別のエレメントが 0 または空白ストリング以外の任意の値
なら、真が返されます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A="A":@SM:0:@VM:4:@SM:1
B=0:@SM:1-1:@VM:2
PRINT ORS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
1S0V1S1

PAGE ステートメント
構文
PAGE [ ON print.channel ] [ page# ]
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説明
PAGE ステートメントは、指定される出力デバイスの該当の場所にヘッダー、フッター、およびページ替
えを出力します。PAGE ステートメントの実行前に、見出しと脚注を指定できます (HEADING ステートメ
ントおよび FOOTING ステートメントを参照)。ヘッダーまたはフッターがなければ、PAGE は画面をクリ
アします。
ON 節は、出力のために使用する論理プリント・チャネルを指定します。print.channel は、-1 から 255 の
数値として評価される式です。ON 節を使用しない場合は、論理プリント・チャネル 0 が使用されます。
これによって PRINTER OFF に設定されている場合は、ユーザーの端末に印刷されます (PRINTER ステー
トメントを参照)。論理的なプリント・チャネル -1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER
ON ステートメントが実行されているかどうかとは無関係です。
page# は、次のページ番号を指定する式です。ページ番号を指定した時に、見出しと脚注が実行されている
場合、現行ページの見出しと脚注に、page# の値より少ない値に相当するページ番号が含まれます。
print.channel または page# のどちらかが NULL 値に評価されると、PAGE ステートメントは正しく実行
されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
次の例では、X の現在の値は次のページ番号を示します。
PAGE ON 5 X

PERFORM ステートメント
構文
PERFORM command

説明
PERFORM ステートメントを使用すると、BASIC プログラム内で、InfoSphere DataStage センテンス、パ
ラグラフ、メニュー、または、コマンドを実行して、PERFORM ステートメントに続くステートメントに
実行を返すことができます。コマンドは、それを呼び出した BASIC プログラムと同じ環境で実行されま
す。つまり、指定されない共通変数、@ 変数、およびインライン・プロンプトはその値を保持し、選択リ
ストと DATA スタックはアクティブのままです。これらの値が変化すると、新しい値は呼び出し側のプロ
グラムに戻されます。
InfoSphere DataStage パラグラフの本体にコマンドを指定するのと同じ方法で、複数のコマンドを
PERFORM ステートメントに指定できます。各コマンドまたは行は、フィールド・マーク (ASCII
CHAR(254)) で区切る必要があります。
command が NULL 値として評価されると、PERFORM ステートメントは正しく実行されずプログラムは
ランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
PERFORM ステートメントは、大部分の InfoSphere DataStage コマンドおよび SQL ステートメントを実
行するトランザクションで使用できません。しかし、PERFORM 文を使用して、トランザクション内の、
以下の InfoSphere DataStageInfoSphere DataStageコマンドおよび SQL ステートメントを実行できます。
CHECK.SUM INSERT SEARCH SSELECT COUNT LIST SELECT (RetrieVe) STAT DELETE (SQL)
LIST.ITEM SELECT (SQL) SUM DISPLAY LIST.LABEL SORT UPDATE ESEARCH RUN SORT.ITEM
GET.LIST SAVE.LIST SORT.LABEL
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REALITY フレーバー
REALITY フレーバー・アカウントでは、PERFORM は、EXECUTE ステートメントのすべての節を取得で
きます。他のフレーバー・アカウントで、これらの PERFORM 特性を取得するには、$OPTIONS ステート
メントの PERF.EQ.EXEC オプションを使用します。

例
次の例では、複数のコマンドがフィールド・マークによって区切られます。
PERFORM ’RUN BP SUB’
FM=CHAR(254)
COMMAND = ’SSELECT EM’:FM
COMMAND := ’RUN BP PAY’:FM
COMMAND := ’DATA 01/10/85’
PERFORM COMMAND
A = ’SORT EM ’
A := ’WITH PAY.CODE EQ’
A := ’10 AND WITH DEPT’
A := ’EQ 45’
PERFORM A

PRECISION ステートメント
構文
PRECISION expression

説明
PRECISION ステートメントは、システムが数値を内部の 2 進フォーマットから ASCII 文字ストリング値
に変換する場合に、出力される小数位の最大桁数を制御します。
expression には、0 から 9 までの数値を指定します。精度設定値を超えるような変換の結果生じた小数桁
は、丸められます。
PRECISION ステートメントを指定しないと、デフォルト精度の 4 とみなされます。精度はスタックされ
るので、サブルーチンで PRECISION ステートメントが実行されないかぎり、BASIC プログラムは精度を
変更してデフォルトの精度であるサブルーチンを呼び出せます。サブルーチンから呼び出し側のプログラム
に戻ったときの呼び出し側のプログラムの精度は、サブルーチンを呼び出したときと同じです。
末尾の小数の 0 は出力では除去されます。 そのため、内部の数値を ASCII ストリングに変換する場合
は、結果の小数桁は精度設定の指定よりも少なく見える場合があります。 ただし、精度設定には関係な
く、計算には常にコンピューターの最大精度が反映されます (整数を含めて合計で 17 桁を少し超える桁数
です)。
expression が NULL 値として評価されると、PRECISION ステートメントは正しく実行されずプログラム
はランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
A = 12.123456789
PRECISION 8
PRINT A
PRECISION 4
PRINT A

次のプログラム出力が得られます。
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12.12345679
12.1235

PRINT ステートメント
構文
PRINT [ON print.channel] [print.list]

説明
PRINT ステートメントは、画面、ライン・プリンター、またはそれ以外の出力ファイルにデータを送出し
ます。
ON 節は、出力のために使用する論理プリント・チャネルを指定します。print.channel は、-1 から 255 の
数値として評価される式です。ON 節を使用しない場合は、論理プリント・チャネル 0 が使用されます。
これによって PRINTER OFF に設定されている場合は、ユーザーの端末に印刷されます (PRINTER ステー
トメントを参照)。print.channel が NULL 値として評価されると、PRINT ステートメントは正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。論理的なプリント・チャネル
-1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER ON ステートメントが実行されているかどうかと
は無関係です。
それぞれの論理プリント・チャネルには、HEADING ステートメント、FOOTING ステートメント、PAGE
ステートメント、PRINTER CLOSE ステートメントを指定できます。プリント・ファイルの内容は、論理
プリント・チャネル番号順に印刷されます。
print.list には、BASIC 式を含めることができます。リストのエレメントは、数値または文字ストリング、
変数、定数、またはリテラル・ストリングです。NULL 値を印刷することはできません。リストには、出
力形式に合った、単一式または、コンマ ( , ) かコロン ( : ) で区切られた一連の式を含めることができま
す。 print.list の指定がない場合は、ブランク行が印刷されます。
コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 デフォルトの
タブ停止位置の設定値は 10 文字になっています。タブ文字の計算は、表示の長さではなく文字の長さに基
づいて行われます。デフォルトの設定値の変更については、TABSTOP ステートメントを参照してくださ
い。式の間を複数のタブで空けるには、その個所に複数のコンマを挿入してください。
コロンで区切られている式は連結されます。 すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあ
とに印刷されます。 LINEFEED および RETURN のないリストを印刷するには、print.list をコロン ( : )
で終了します。
NLS が有効なら、PRINT ステートメントの計算は表示長ではなく文字長に基づいて行われます。
print.channel に、関連するマップがある場合、デバイスに出力される前に、データはマッピングされます。

例
A=25;B=30
C="ABCDE"
PRINT A+B
PRINT
PRINT "ALPHA ":C
PRINT "DATE ":PRINT "10/11/93"
*
PRINT ON 1 "FILE 1"
* ストリング "FILE 1" は、プリント・ファイル 1 に出力されます。

次のプログラム出力が得られます。
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55
ALPHA ABCDE
DATE 10/11/93

次の例は画面をクリアします。
PRINT @(-1)

次の例は、列 10、行 5 の位置に文字の X を出力します。
PRINT @(10,5) ’X’

PRINTER ステートメント
構文
PRINTER { ON | OFF | RESET }
PRINTER CLOSE [ON print.channel]

説明
PRINTER ステートメントは、出力を画面またはプリンターに指示します。 デフォルトでは、すべての出
力は PRINTER ON が実行されていたり P オプションで RUN コマンドを実行されていないかぎり、画面
に送出されます。 出力のリダイレクトについては、SETPTR コマンドを参照してください。
PRINTER ON は、出力をシステムのライン・プリンターに、プリント・チャネル 0 を通して送信しま
す。出力は、PRINTER CLOSE ステートメントが実行されるか、プログラムが終了するまでバッファーに
保存されます。その後、出力が印刷されます (PRINTER CLOSE ステートメントを参照)。
PRINTER OFF は、プリント・チャネル 0 を通して結果を画面に送出します。プログラムを実行すると、
データは即座に画面に出力されます。
PRINTER ON または PRINTER OFF ステートメントは、ファイル出力を開始する PRINT ステートメント
に指定する必要があります。
PRINTER RESET ステートメントは、出力オプションをリセットします。 PRINTER RESET は、ヘッダー
とフッターを除去し、ページ数を 1 に戻し、行数を 1 に戻して、ページ待ちを再起動します。
注: TPRINT ステートメントを使用すると、印刷する前に遅れを設定できます。 TPARM 関数も参照して
ください。

PRINTER CLOSE ステートメント
PRINTER CLOSE ステートメントは、プリンター・バッファーに格納されるすべての結果データを出力し
ます。
プリント・チャネルは、ON 節によって -1?255 の範囲で指定できます。 PRINTER CLOSE ステートメン
トで ON 節を省略すると、プリント・チャネル 0 は閉じます。 ON 節で指定されるプリンターに送出さ
れるデータだけが出力されます。 そのため、PRINT ステートメントで指定された個々の ON 節に対応す
る PRINTER CLOSE ON print.channel が必要です。すべてのプリント・チャネルはプログラムが停止する
と閉じます。論理的なプリント・チャネル -1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER ON
ステートメントが実行されているかどうかとは無関係です。
print.channel が NULL 値として評価されると、PRINTER CLOSE ステートメントは正しく実行されずプロ
グラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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PICK、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントでは、PRINTER CLOSE ステートメントはすべて
のプリント・チャネルを閉じます。

例
PRINTER ON
PRINT "OUTPUT IS PRINTED ON PRINT FILE 0"
PRINTER OFF
PRINT "OUTPUT IS PRINTED ON THE TERMINAL"
*
PRINT ON 1 "OUTPUT WILL BE PRINTED ON PRINT FILE 1"
PRINT ON 2 "OUTPUT WILL BE PRINTED ON PRINT FILE 2"

次のプログラム出力が得られます。
OUTPUT IS PRINTED ON THE TERMINAL

PRINTERR ステートメント
構文
PRINTERR [error.message]

説明
PRINTERR ステートメントは、端末の最下行にフォーマットされたエラー・メッセージを表示します。メ
ッセージは、次の INPUT @ ステートメントで消去されるか、次の PRINTERR または INPUTERR ステ
ートメントで上書きされます。PRINTERR は、先行入力バッファーをクリアします。
error.message は、エラー・メッセージ・テキストとして評価される式です。式のエレメントは、数値また
は文字ストリング、変数、定数、またはリテラル・ストリングです。 NULL 値は、出力できないためにエ
レメントには指定できません。式は、出力形式に合った、単一式または、コンマ ( , ) かコロン ( : ) で区
切られた一連の式になります。エラー・メッセージの指定がない場合は、ブランク行が出力されます。
error.message が NULL 値と評価された場合、デフォルトのメッセージが印刷されます。
Message ID is NULL: undefined error

コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 デフォルトの
タブ停止位置の設定値は 10 文字になっています。デフォルトの設定値の変更については、TABSTOP ステ
ートメントを参照してください。式と式の間に複数のタブを設定するには複数のコンマを一緒に使用しま
す。
コロンで区切られた式が連結されます。すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあとに印
刷されます。
INPUTERR ステートメントも参照してください。

REALITY フレーバー
REALITY フレーバー・アカウントでは、PRINTERR ステートメントは ERRMSG ファイルのフォーマッ
トされたエラー・メッセージを端末の最下行に表示します。REALITY の構文は次のとおりです。
PRINTERR [dynamic.array] [FROM file.variable]

dynamic.array には、レコード ID とメッセージへの引数を入れる必要があります。個々のエレメントは、
フィールド・マークを使用して、次のエレメントと分離します。dynamic.array で、既存のレコードを指定
しない場合、警告メッセージによって、エラー・メッセージが検出されないことが示されます。
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dynamic.array が NULL 値と評価された場合、デフォルトのエラー・メッセージが印刷されます。
Message ID is NULL: undefined error

FROM 節では、開いたファイルからエラー・メッセージを読み取ることができます。 file.variable が
NULL 値として評価されると、PRINTERR ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・
エラー・メッセージを出力して終了します。
このステートメントは、実行中のプログラムを終了しないことを除けば、Pick システムでの STOP ステー
トメントに似ています。 STOP または ABORT ステートメントを使用できるところであれば、どこでもこ
のステートメントを使用できます。
PICK、IN2、INFORMATION、および IDEAL フレーバー・アカウントで PRINTERR ステートメントの
REALITY バージョンを使用するには、$OPTIONS ステートメントの USE.ERRMSG オプションを使用し
ます。
InfoSphere DataStage には、標準 Pick の ERRMSG ファイルがあります。ユーザーは、次の構文を使用し
てレコードにローカルの ERRMSG ファイルを構築できます。 各フィールドは、次の表に示すいずれかの
コードで開始しなければなりません。
表 48. ERRMSG ファイルのコード
コード

アクション

A[(n)]

次の引数を左揃えで表示します。n には、フィールド長を
指定します。

D

システム日付を表示します。

E [string]

大括弧内にメッセージのレコード ID を表示します。
string が ID の後に表示されます。

H [string]

string を表示します。

L [(n)]

改行を出力します。n には改行数を指定します。

R [(n)]

次の引数を右揃えで表示します。n には、フィールド長を
指定します。

S [(n)]

行の始めから n 個のブランク・スペースを出力します。

T

システム時刻を表示します。

PROCREAD ステートメント
構文
PROCREAD variable{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
PROCREAD ステートメントは、1 次入力バッファーの内容を変数に割り当てます。 BASIC プログラム
は、プロシージャーで呼び出す必要があります。プログラムがプロシージャーから呼び出されなかった場合
は ELSE 文が実行され、呼び出された場合は THEN 文が実行されます。
variable が NULL 値として評価されると、PROCREAD ステートメントは正しく実行されずプログラムは
ランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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PROCWRITE ステートメント
構文
PROCWRITE string

説明
PROCWRITE ステートメントを使用すると、string を 1 次入力バッファーに書き込むことができます。プ
ログラムは、プロシージャーで呼び出す必要があります。
string が NULL 値として評価されると、PROCWRITE ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

PROGRAM ステートメント
構文
PROG[RAM] [name]

説明
PROGRAM ステートメントは、プログラムを識別します。 PROGRAM ステートメントはオプションで
す。これを使用する場合、コメント行ではない、プログラム内の最初の行に指定する必要があります。
name は、ドキュメンテーションの目的で指定できます。この名前は、実際のプログラム名と同じである必
要はありません。

例
PROGRAM BYSTATE

PROMPT ステートメント
構文
PROMPT character

説明
PROMPT ステートメントは、ユーザー入力が必要な場合に画面に表示する文字を指定します。PROMPT ス
テートメントが発行されない場合、デフォルト・プロンプト文字は疑問符 ( ? ) です。
character が、複数の文字と評価された場合、先頭文字のみが重要なので、その他すべては無視されます。
プロンプト文字は、PROMPT ステートメントが実行されると character になります。 character 値はプロ
グラム全体を通して変更できますが、プロンプト文字は、新規 PROMPT ステートメントが発行されるか、
プロンプトが終了するまで、同じ文字のままです。
一般的には、ユーザーがプロンプトに応じて入力するデータは画面に表示されます。入力のソースが、キー
ボード以外の場合 (例: DATA ステートメント)、データは、プロンプト文字の後に画面上に表示されま
す。PROMPT " " を使用すると、プロンプトが表示されなくなります。また、PROMPT " " は、DATA 文
からの入力データの表示も抑止します。
character が NULL 値として評価される場合、プロンプトは出されません。
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例
ソース行
プログラム出力
PROMPT "HELLO" PRINT "ENTER ANSWER ": INPUT ANS PROMPT "-" PRINT "ENTER
ANSWER ": INPUT ANS PROMPT "" PRINT "ENTER ANSWER ": INPUT ANS END
ENTER ANSWER HANSWERENTER ANSWER -YESENTER ANSWER NO

PWR 関数
構文
PWR (expression, power)

説明
PWR 関数を使用すると、power で指定された指数で累乗された値を返すことができます。
PWR 関数は指数演算子と同じように動作します (PWR(X,Y) と X**Y と同じです)。
負の値は、整数で表されない指数に累乗できません。累乗された場合、関数の結果は PWR(-X,Y) となりエ
ラー・メッセージが表示されます。
expression または power のどちらかが NULL 値である場合、NULL が戻ります。
オーバーフローまたはアンダーフローでは、警告が表示されて 0 が返されます。

例
A=3
B=PWR(5,A)
PRINT "B= ",B

次のプログラム出力が得られます。
B=

125

QUOTE 関数
構文
QUOTE (expression)

説明
QUOTE 関数は、式を二重引用符でくくります。 expression が NULL 値として評価される場合、引用符も
付かず NULL が戻ります。

例
PRINT QUOTE(12 + 5) : " IS THE ANSWER."
END

次のプログラム出力が得られます。
"17" IS THE ANSWER.
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RAISE 関数
構文
RAISE (expression)

説明
RAISE 関数を使用すると、expression 内のシステム区切り文字が、次の高位の区切り文字へと変換される
(値マークはフィールド・マークに、従属値マークは値マークに変更されるというような) ことを除いて、
expression に相当する値を返すことができます。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が
戻ります。
変換は以下のとおりです。
表 49. RAISE 関数を使用した変換
IM

CHAR(255)

から

IM

CHAR(255)

FM

CHAR(254)

から

IM

CHAR(255)

VM

CHAR(253)

から

FM

CHAR(254)

SM

CHAR(252)

から

VM

CHAR(253)

TM

CHAR(251)

から

SM

CHAR(252)

CHAR(250)

から

CHAR(251)

CHAR(249)

から

CHAR(250)

CHAR(248)

から

CHAR(249)

PIOPEN フレーバー
PIOPEN フレーバーでレベルを上げることができるのは、CHAR(255) から CHAR(252) までの区切り文字
です。ほかの文字はすべて不変です。 RAISE 関数用に PIOPEN フレーバーを取得するには、次のどちら
かを行います。
v 使用するプログラムを PIOPEN フレーバー・アカウントでコンパイルする。
v $OPTIONS INFO.MARKS ステートメントを指定する

例
次の例では、項目マークが I、フィールド・マークが F、値マークが V、従属値マークが S で示されま
す。
次の例では、A を DDIEEI123I777 に設定します。
A= RAISE(’DD’:FM’EE’:FM:123:FM:777)

次の例では、B を 1I2F3I4V5 に設定します。
B= RAISE(1:IM:2:VM:3:FM:4:SM:5)

次へ例では、C を 999S888 に設定します。
C= RAISE(999:TM:888)

RANDOMIZE ステートメント
構文
RANDOMIZE (expression)
BASIC 言語リファレンス
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説明
RANDOMIZE ステートメントを式と一緒に使用すると、プログラムを実行するたびに、RND 関数で同じ
シーケンスの乱数を生成するようにできます。式が指定されない場合、または、expression が NULL 値と
して評価される場合、内部時刻が使用されます (NULL 値は無視されます)。この場合、プログラムを実行
するたびに、異なるシーケンスが生成されます。

例
RANDOMIZE (0)
FOR N=1 TO 10
PRINT RND(4):’ ’:
NEXT N
PRINT
*
RANDOMIZE (0)
FOR N=1 TO 10
PRINT RND(4):’ ’:
NEXT
PRINT
*
RANDOMIZE (3)
FOR N=1 TO 10
PRINT RND(4):’ ’:
NEXT N
PRINT

次のプログラム出力が得られます。
0 2 1 2 0 2 1 2 1 1
0 2 1 2 0 2 1 2 1 1
2 0 1 1 2 1 0 1 2 3

READ 文
構文
READ dynamic.array FROM [file.variable,] record.ID [ON ERROR
statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
{READL | READU} dynamic.array FROM [file.variable,] record.ID [ON ERROR statements] [LOCKED
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
READV dynamic.array FROM [file.variable,] record.ID, field#
[ON ERROR statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
{ READVL | READVU } dynamic.array FROM [file.variable,] record.ID, field#
[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

statements]

説明
READ 文を使用すると InfoSphere DataStage ファイルからのレコードの内容を dynamic.array に割り当て
ることができます。
表 50. 各種 READ 文の用途
以下のステートメントを使用...

以下を実行...

READ

レコードを読み取る。

READL

共有レコード・ロックを取得してレコードを読み取る。

READU

更新レコード・ロックを取得してレコードを読み取る。

READV

フィールドを読み取る。
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表 50. 各種 READ 文の用途 (続き)
以下のステートメントを使用...

以下を実行...

READVL

共有レコード・ロックを取得してフィールドを読み取る。

READVU

更新レコード・ロックを取得してフィールドを読み取る。

file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルが仮定されます (デフォルトのファイルの詳細については、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。 このファイルにアクセスできず、開くこともできない場合、プログラムはランタイム・エラー・メッ
セージを表示して強制終了します。
record.ID が指定したファイルにある場合、dynamic.array は、レコードの内容に設定され、THEN 文が実行
されます。ELSE 文は無視されます。 THEN ステートメントが指定されていない場合、プログラムは続け
て次のステートメントを実行します。record.ID がない場合、dynamic.array は、空白ストリングに設定さ
れ、ELSE 文が実行されます。THEN 文は無視されます。
file.variable、record.ID、または field# が NULL 値として評価されると、READ ステートメントは正しく実
行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
表
ファイルが表である場合、プログラムの実効ユーザーは、ファイル内のレコードを読み取るための SQL
SELECT 権限が必要です。プログラムの実効ユーザーについては、AUTHORIZATION ステートメントを参
照してください。
分散ファイル
ファイルが分散ファイルである場合、READ ステートメントのあとに STATUS 関数を実行し、処理の結果
を判別します。処理結果には以下があります。
-1

パーティショニング・アルゴリズムの評価が整数になりません。

-2

パート番号が無効です。

NLS モード
NLS が有効になっている場合、入出力処理を実行する READ およびそのほかの BASIC ステートメント
では、入力ファイルの適切なマップに基づいて外部データが内部文字セットにマッピングされます。
ファイルに、マップできない文字が含まれている場合、ELSE 文が実行されます。
READ 文の結果は、次のすべての影響を受けます。
v ON ERROR 節の有無
v uvconfig ファイル内の NLSREADELSE パラメーターの設定
v マップできない文字の位置
STATUS 関数で返される値には以下があります。
3 マップできない文字がレコード ID にあります。
4 マップできない文字が、レコードのデータにあります。1
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ON ERROR 節
READ ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 その構文は、ELSE 節の構文
と同様です。 ON ERROR 節を使用すると、READ ステートメントの処理中に致命的エラーが発生したと
き、プログラムを強制終了させる代わりに実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節が使用できるのは、READL 文、READU 文、READVL 文、および READVU 文です。その
構文は、ELSE 節の構文と同様です。
LOCKED 節を使用すると、ほかのユーザーが設定したロックとの競合によって READ ステートメントが
実行できなくなった状態を処理できます。 以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実
行されます。
表 51. LOCKED 節の実行をもたらす条件
ステートメント

これが要求されるロック...

競合

READL READVL

共有レコード・ロック

排他ファイル・ロック、更新レコー
ド・ロック

READU READVU

更新レコード・ロック

排他ファイル・ロック、意図的ファイ
ル・ロック、共有ファイル・ロック、
更新レコード・ロック、共有レコー
ド・ロック

ロックの競合が発生した場合、READ ステートメントに LOCKED 節が指定されていないと、プログラム
はファイルが解放されるまで待機します。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。
ロックの解除
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共有レコード・ロックは、CLOSE、RELEASE、または STOP ステートメントを使用して解除できます。更
新レコード・ロックは、CLOSE、DELETE、MATWRITE、RELEASE、 STOP、WRITE、または WRITEV
ステートメントを使用して解除できます。
トランザクション内で取得または昇格したロックは、以前の文が処理された場合でも解除されません。
すべてのレコード・ロックは、コマンド・プロンプトに戻ると解放されます。

READL 文と READU 文
READL 構文を使用すると、共有レコード・ロックを取得してからレコードを読み取ることができます。
この場合、ほかのプログラムからも、ロックなしまたは共有レコード・ロックでこのレコードを読み取るこ
とができます。
READU ステートメントを使用すると、更新レコード・ロックを取得してからレコードを読み取ることがで
きます。 更新レコード・ロックを取得すると、ロックを解放するまでの間、ほかのユーザーがそのレコー
ドを更新するのを防ぐことができます。
更新レコード・ロックが取得できるのは、そのレコードに対する共有レコード・ロックが存在していない場
合だけです。 ほかの共有レコード・ロックが存在していなければ、共有レコード・ロックを所有するユー
ザーからの要求によって、更新レコード・ロックに昇格できます。
READ の代わりに READU を使用すると、複数のユーザーまたはプログラムが同時に同じレコードを修正
するのを防ぐことができます。

READV 文、READVL 文、および READVU 文
READV ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイル・レコード内のフィールドの内容を
dynamic.array に割り当てることができます。
READVL ステートメントを使用すると、共有レコード・ロックを取得してから、レコードのフィールドを
読み取ることができます。 READVL ステートメントは、READL ステートメントおよび READV ステー
トメントのすべての仕様に準拠しています。
READVU ステートメントを使用すると、更新レコード・ロックを取得してから、レコードのフィールドを
読み取ることができます。 READVU ステートメントは、READU ステートメントおよび READV ステー
トメントのすべての仕様に準拠しています。
field# は、READV、READVL、および READVU 文を使用する場合にのみ指定できます。field# には、レ
コードから読み取るフィールドの索引番号を指定します。 field# 0 を使用して、レコードが存在するかど
うかを判別できます。フィールドが存在しない場合、dynamic.array には、空白ストリングの値が割り当て
られます。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントでは、record.ID または field# が存在しない場合、
dynamic.array はその値を保存し、空白ストリングに設定されることはありません。この場合、ELSE 文が
実行され、THEN 文は無視されます。INFORMATION または IDEAL フレーバー・アカウントで、
PICK、IN2、および REALITY フレーバーの READ ステートメントを指定するには、$OPTIONS ステー
トメントの READ.RETAIN オプションを使用します。
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例
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
FOR ID=5000 TO 6000
READ MEMBER FROM FILE, ID THEN PRINT ID ELSE NULL
NEXT ID
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ ELSE STOP ’CANT OPEN "SUN.SPORT"’
READ ID FROM "853333" ELSE
PRINT ’CANT READ ID "853333" ON FILE "SUN.SPORT"’
END
X="6100"
READ PERSON FROM FILE,X THEN PRINT PERSON<1> ELSE
PRINT "PERSON ":X:" NOT ON FILE"
END

次の例では、ファイル SUN.MEMBER のレコード N をロックし、フィールド 3 (STREET) を読み取って
フィールドの値を表示しています。
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
FOR N=5000 TO 6000
READVU STREET FROM FILE,N,3 THEN PRINT STREET ELSE
NULL
RELEASE
NEXT
OPEN "DICT","MYFILE" TO DICT.FILE ELSE STOP
OPEN "","MYFILE" ELSE STOP ; *USING DEFAULT FILE
VARIABLE
READU ID.ITEM FROM DICT.FILE,"@ID" ELSE
PRINT "NO @ID"
STOP
END

次のプログラム出力が得られます。
5205
5390
CANT READ ID "853333" ON FILE "SUN.SPORT"
MASTERS
4646 TREMAIN DRIVE
670 MAIN STREET
1

4 が返されるのは、NLSREADELSE パラメーターが 1 に設定されている場合だけです。NLSREADELSE
が 0 の場合は値が返されず、データが消失してランタイム・エラー・メッセージが表示されます。

READBLK ステートメント
構文
READBLK variable FROM file.variable, blocksize{ THEN statements [ ELSE statements ] | ELSE statements }

説明
READBLK ステートメントを使用すると、順次処理用に開いたファイルから指定した長さのデータ・ブロ
ックを読み取り、これを変数に割り当てることができます。 READBLK ステートメントは、ファイル内の
現在の位置から始まる、blocksize バイト長のデータのブロックを読み取って、それを variable に割り当て
ます。読み取り後の現在の位置は、最後に読み取ったバイトの次の位置に設定されます。
file.variable には、順次処理のために以前に開かれたファイルを指定します。
ファイルからデータを読み取ることができた場合は、THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。 フ
ァイルが読み取れない場合、またはファイルの終わりに到達した場合、ELSE 文が実行され、THEN 文は
無視されます。ELSE 文が実行された場合、variable は、空白ストリングに設定されます。
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file.variable または blocksize のどちらかが NULL 値に評価されると、READBLK ステートメントは正しく
実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
注: UNIX ファイルでの改行は、1 バイト長である一方、Windows では、2 バイト長になります。つま
り、改行が入ったファイルについて、同じ READBLK ステートメントを実行しても、ファイルが保管され
ているオペレーティング・システムによって、異なるデータ・セットが返される可能性があります。
READBLK 文がタイムアウトした場合、バッファーから返されるバイトはありません。入出力操作全体を
再実行する必要があります。
READSEQ ステートメントがデータを 1 行丸ごと読み取るのに対し、READBLK ステートメントは指定し
た長さのデータ・ブロックを読み取ります。
Windows システムで、READBLK を使用して、OPENDEV ステートメントで開いた 1/4 インチ・カートリ
ッジ・ドライブ (60 または 150 MB) からデータを読み取った場合、ブロック・サイズに 512 バイトか
512 の倍数のバイトを指定する必要があります。
順次ファイル処理について詳しくは、OPENSEQ ステートメント、READSEQ ステートメント、および
WRITESEQ ステートメントを参照してください。
NLS が有効で、file.variable に、関連するマップがある場合、データは適宜にマッピングされます。

例
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
READBLK VAR1 FROM FILE, 15 THEN PRINT VAR1
PRINT
READBLK VAR2 FROM FILE, 15 THEN PRINT VAR2

次のプログラム出力が得られます。
FIRST LINE
SECO
ND LINE
THIRD L

READL ステートメント
READL ステートメントを使用すると、共有レコード・ロックを取得してから READ ステートメントを実
行できます。詳しくは、READ ステートメントを参照してください。

READLIST ステートメント
構文
READLIST dynamic.array [FROM list.number]
{ THEN statements [ ELSE statements ] | ELSE statements }

説明
READLIST ステートメントを使用すると、アクティブな選択リストの残りを、動的な配列に読み込むこと
ができます。
list.number は、読み取られる選択リスト数として評価される式です。リスト番号は 0 から 10 までの数字
です。FROM 節を省略すると、リスト番号は 0 となります。
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READLIST では、アクティブな選択リストのすべてのエレメントが読み取られます。READNEXT ステー
トメントが、READLIST ステートメントの前に選択リストに対して使用されている場合は、READNEXT
ステートメントで読み取られないエレメントのみが dynamic.array に保存されます。READLIST を実行す
ると、選択リストは空になります。
1 つ以上のエレメントが list.number から読み取られた場合、THEN 文が実行されます。選択リストにエレ
メントが残っていない場合や、選択リストがアクティブでない場合は、ELSE 文が実行され、THEN 文は
無視されます。
list.number が NULL 値として評価されると、READLIST ステートメントは正しく実行されずプログラム
はランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウントで、$OPTIONS ステートメントの VAR.SELECT
オプションを使用すると、READLIST の動作を、PICK フレーバー・アカウントでの動作と同じにしま
す。

PICK、REALITY、および IN2 フレーバー
PICK、REALITY、および IN2 フレーバー・アカウントでは、READLIST 文は次の構文に従います。
READLIST dynamic.array FROM listname [SETTING variable]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

これらのフレーバーでは、選択リストをアクティブにしなくても、READLIST ステートメントは、
&SAVEDLISTS& ファイルから保存された選択リストを読み取ります。PICK および IN2 フレーバー・ア
カウントで READLIST を実行すると、現在アクティブな選択リストを変更することなく、保存されている
選択リストにアクセスできます。
&SAVEDLISTS& ファイル内の listname に保存された選択リストが、dynamic.array に入れられます。リス
トのエレメントは、フィールド・マークで区切られます。
listname は、以下の形式になります。
record.ID

または
record.ID account.name

record.ID には、&SAVEDLISTS& 内のリストのレコード ID を指定し、account.name には、
&SAVEDLISTS& ファイルを探すための、他の InfoSphere DataStage アカウントの名前を指定します。
SETTING 節は、リスト内のエレメントの数を variable に割り当てます。
空でないリストが正常に読み取られた場合は THEN 文が実行され、正常に読み取ることができない場合は
ELSE 文が実行されます。 listname が NULL 値として評価されると、READLIST ステートメントは正し
く実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
PICK、REALITY、および IN2 フレーバー・アカウントで、$OPTIONS ステートメントの -VAR.SELECT
オプションを使用すると、READLIST の動作を、IDEAL フレーバー・アカウントでの動作と同じにしま
す。
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READNEXT ステートメント
構文
READNEXT dynamic.array [ ,value [ ,subvalue ] ] [FROM list]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
READNEXT ステートメントを使用すると、アクティブ選択リストからの次のレコード ID を
dynamic.array に割り当てることができます。
list には、選択リストを指定します。何も指定しない場合は、選択リストは 0 です。list は、番号付きの選
択リストを示す 0 から 10 の数値か、選択リスト変数名になります。
BASIC SELECT ステートメント、あるいは InfoSphere DataStage
GET.LIST、FORM.LIST、SELECT、SSELECT コマンドは、アクティブ選択リストを作成します。これらの
コマンドは、レコード ID のリストを作成します。READNEXT ステートメントは、FROM 節の指定され
たリストにある次のレコード ID を読み取り、それを dynamic.array に割り当てます。
選択リストの読み取りが終了すると、dynamic.array は、空白ストリングに設定され、ELSE 文が実行され
ます。THEN 文は無視されます。
list が NULL 値として評価されると、READNEXT ステートメントは正しく実行されずプログラムはラン
タイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
指定された value および subvalue を持つ READNEXT ステートメントは、いっぱいになった選択リスト
にアクセスします。レコード ID は dynamic.array に、値の数は value にサブ値の数は subvalue に保存さ
れます。 dynamic.array のみが指定された場合、その値は、値マークで区切られたレコード ID、値の数、
従属値を含む複数値フィールドに設定されます。

INFORMATION フレーバー
INFORMATION フレーバー・アカウントで READNEXT を実行すると、いっぱいになった選択リストが返
されます。$OPTIONS ステートメントの RNEXT.EXPL オプションを使用すると、他のフレーバーでいっ
ぱいになった選択リストを返すことができます。

例
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE STOP "CAN’T OPEN FILE"
SELECT TO 1
10: READNEXT MEM FROM 1 THEN PRINT MEM ELSE GOTO 15:
GOTO 10:
*
15: PRINT
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ TO FILE ELSE STOP
SELECT FILE
COUNT=0
20*
READNEXT ID ELSE
PRINT ’COUNT= ’,COUNT
STOP
END
COUNT=COUNT+1
GOTO 20

次のプログラム出力が得られます。
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4108
6100
3452
5390
7100
4500
2430
2342
6783
5205
4439
6203
7505
4309
1111
COUNT= 14

READSEQ ステートメント
構文
READSEQ variable FROM file.variable [ON ERROR statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
READSEQ ステートメントを使用すると、順次処理用に開いたファイルから 1 行分のデータを読み取るこ
とができます。 順次処理によって、データを一度に 1 行ずつ処理することが可能となります。 InfoSphere
DataStage は、ポインターを、ファイル内の現在の位置に保持します。OPENSEQ ステートメントは、この
ポインターをファイルの最初のバイトに設定します。これは、READSEQ、READBLK、WRITESEQ、およ
び WRITEBLK ステートメントよりも前に指定します。
各 READSEQ ステートメントは、ファイル内の現在の位置から改行までのデータを読み取って、それを
variable に割り当てます。その際、ポインターは復帰改行の次の位置に設定されます。 この復帰改行は削
除されます。
file.variable には、順次処理のために以前に開かれたファイルを指定します。FROM 節は必須です。 ファ
イルがアクセス可能でなかったり開いていない場合、あるいは file.variable が NULL 値として評価された
場合、READSEQ ステートメントは正しく実行されず、プログラムはランタイム・エラー・メッセージを
出力して終了します。
データがファイルから読み取られると、THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。 ファイルが読み
取れなかった場合や、ファイルの終わりに到達した場合は、ELSE 文が実行され、THEN 文は無視されま
す。
READSEQ 文がタイムアウトした場合、バッファーから返されるバイトはありません。入出力操作全体を
再実行する必要があります。
READSEQ のあとに STATUS 関数を実行すると、次のいずれかの値が返されます。
0

読み取りが正常に完了しました。

1

ファイルの終わりに到達した

2

タイムアウトで読み取りが終わりました。

-1

ファイルは読みとりのために開かれてはいません。
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NLS が有効になっている場合、入出力処理を実行する READSEQ およびそのほかの BASIC ステートメン
トでは、入力ファイルに関連づけられているマップがあれば、常にそのマップに基づいて外部データが内部
文字セットにマッピングされます。

ON ERROR 節
READSEQ ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 その構文は、ELSE 節の
構文と同様です。 ON ERROR 節を使用すると、READSEQ ステートメントの処理中に致命的エラーが発
生したとき、プログラムを強制終了させる代わりに実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

例
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
FOR N=1 TO 3
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A
NEXT N
CLOSESEQ FILE

次のプログラム出力が得られます。
FIRST LINE
SECOND LINE
THIRD LINE

READT ステートメント
構文
READT [UNIT (mtu)] variable
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
READT ステートメントを使用すると、磁気テープ装置から次のテープ・レコードを読み取り、その内容を
変数に割り当てることができます。
UNIT 節で、磁気テープ装置の数を指定します。装置が指定されない場合は、磁気テープ装置 0 が使用さ
れます。
mtu は、以下の表に示すように、3 桁 10 進値によって構成されるコードとして評価される式です。
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表 52. mtu コード
コード

選択できるオプション

m (モード)

0 = 変換なし
1 = EBCDIC 変換
2 = 上位ビットを反転
3 = 上位ビット反転と EBCDIC 変換

t (トラック)

0 = 9 トラック。 9 トラック・テープだけがサポートさ
れます。

u (装置番号)

0 から 7

mtu 式は右から左へ読み取られます。そのため、mtu が 1 桁のコードとして評価される場合、磁気テープ
装置番号を表します。mtu が 2 桁のコードとして評価される場合、右端の桁が装置番号を、その左の桁が
トラック番号を表します。
mtu または variable のどちらかが NULL 値と評価されると、READT ステートメントは正しく実行されず
プログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
各テープ・レコードの読み取りと処理は、次のレコードが読み取られる前に完全に終了します。 プログラ
ムは、磁気テープからデータ転送が完了するまで待機します。
次のテープ・レコードがある場合、variable は、レコードの内容に設定され、THEN 文が実行されます。
THEN ステートメントが指定されていない場合、プログラムは続けて次のステートメントを実行します。
テープ・ドライブ装置は、READT ステートメントが実行される前にユーザーにアタッチ (割り当て) され
ている必要があります。 ASSIGN コマンドを使用すると、テープ装置をユーザーに割り当てることができ
ます。 テープ装置がアタッチされていなかったり、ユニット指定が正しくない場合は、ELSE 文が実行さ
れ、variable に割り当てた値が空になります。 THEN 文は無視されます。
READT ステートメントで読み取ることのできるテープ・レコードの大きさは、システムによって異なりま
す。 テープ・レコードが、システムの最大値より大きい場合、最大値までのバイト数のみが variable に割
り当てられます。
STATUS 関数は、READT が ELSE 節を取る場合は 1、それ以外では 0 を返します。
NLS が有効になっている場合、入出力処理を実行する READT およびそのほかの BASIC ステートメント
では、入力ファイルに関連づけられているマップがあれば、常にそのマップに基づいて外部データが内部文
字セットにマッピングされます。

PIOPEN フレーバー
構文 UNIT ndmtu を指定するプログラムがある場合、nd エレメントは、コンパイラーに無視されるので、
エラーが報告されません。

例
次の例では、テープ・ドライブ 0 からテープ・レコードを読み取っています。
READT RECORD ELSE PRINT "COULD NOT READ FROM TAPE"
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次の例では、テープ・ドライブ 3 から、テープ・レコードを EBCDIC 変換をしながら読み取っていま
す。
READT UNIT(103) RECORD ELSE PRINT "COULD NOT READ"

READU ステートメント
READU ステートメントを使用すると、更新レコード・ロックを取得してから READ ステートメントを実
行できます。詳しくは、READ ステートメントを参照してください。

READV ステートメント
READV ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイル内のレコードの指定したフィールド
の内容を読み取れます。詳しくは、READ ステートメントを参照してください。

READVL ステートメント
READVL ステートメントを使用すると、共有レコード・ロックを取得してから READV ステートメントを
実行できます。詳しくは、READ ステートメントを参照してください。

READVU ステートメント
READVU ステートメントを使用すると、更新レコード・ロックを設定して、InfoSphere DataStage ファイ
ル内のレコードの指定したフィールドの内容を読み取れます。詳しくは、READ ステートメントを参照し
てください。

REAL 関数
構文
REAL (number)

説明
REAL 関数を使用すると、精度を損なわずに、number を浮動小数点数に変換できます。number が NULL
値として評価される場合、NULL が戻ります。

RECORDLOCK 文
構文
RECORDLOCKL file.variable ,
[ LOCKED statements ]
RECORDLOCKU file.variable ,
[ LOCKED statements ]

record.ID [ ON ERROR statements ]
record.ID [ ON ERROR statements ]

説明
RECORDLOCK 文を使用すると、レコードを読まなくても、そのレコードのレコード・ロックを取得でき
ます。
以下のステートメントを使用...
レコードを読まなくても取得できるレコード・ロック
RECORDLOCKL
共有レコード・ロック
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RECORDLOCKU
更新レコード・ロック
file.variable は、以前の OPEN ステートメントのファイル変数です。
record.ID は、ロックされるレコードのレコード ID として評価される式です。

RECORDLOCKL ステートメント
RECORDLOCKL ステートメントを使用すると、他のユーザーが、RECORDLOCK ステートメントまたは
共有レコード・ロックを設定する他のステートメントを使用して、レコードをロックできるようにします
が、FILELOCK ステートメント、または、更新レコード・ロックを設定する他のステートメントを使用し
て、ロックされたレコードに対して排他制御ができないようにします。

RECORDLOCKU ステートメント
RECORDLOCKU ステートメントを使用すると、ほかのユーザーが共有レコード・ロックまたは更新レコー
ド・ロックを設定するステートメント (FILELOCK ステートメントなど) を使用してレコードにアクセスす
るのを防ぐことができます。 ロックを取得したあとにレコードを再読み取りすることもできます。自分が
取得したロックには影響されません。

ON ERROR 節
RECORDLOCK 文には、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 ON ERROR 節を使用すると、
RECORDLOCK ステートメントの処理中に致命的エラーが発生したとき、プログラムを強制終了させる代
わりに実行する処理を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。
LOCKED 節を使用すると、ほかのユーザーが設定したロックとの競合によって RECORDLOCK ステート
メントが実行できなくなった状態を処理できます。 以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、
LOCKED 節が実行されます。
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表 53. LOCKED 節の実行をもたらす条件
ステートメント

これが要求されるロック...

競合するロック...

RECORDLOCKL

共有レコード・ロック

排他ファイル・ロック、更新レコー
ド・ロック

RECORDLOCKU

更新レコード・ロック

排他ファイル・ロック、意図的ファイ
ル・ロック、共有ファイル・ロック、
更新レコード・ロック、共有レコー
ド・ロック

ロックの競合が発生した場合、RECORDLOCK ステートメントに LOCKED 節が指定されていないと、プ
ログラムはファイルが解放されるまで待機します。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。

ロックの解除
共有レコード・ロックは、CLOSE ステートメント、RELEASE ステートメント、または STOP ステートメ
ントを使用して解除できます。更新レコード・ロックは、CLOSE、DELETE、MATWRITE、
RELEASE、STOP、WRITE、または WRITEV ステートメントを使用して解除できます。
トランザクション内で取得または昇格したロックは、以前の文が処理された場合でも解除されません。
すべてのレコード・ロックは、コマンド・プロンプトに戻ると解放されます。

例
次の例では、ファイル EMPLOYEES を開き、レコード 23694 をロックしています。 レコードが既にロッ
クされていると、プログラムが終了し、適切なメッセージが表示されます。 RECORDLOCKL ステートメ
ントの場合は、ほかのユーザーがそのレコードを READL で読み取ったり RECORDLOCKL でロックする
ことは可能です。ただし、ほかのユーザーがそのレコードに対する排他的な制御を取得することはできませ
ん。
OPEN ’’,’EMPLOYEES’ TO EMPLOYEES ELSE STOP ’Cannot
open file’ RECORDLOCKL EMPLOYEES,’23694’
LOCKED STOP ’Record previously locked by user
’:STATUS( )

RECORDLOCKED 関数
構文
RECORDLOCKED ( file.variable ,

record.ID)

説明
RECORDLOCKED 関数を使用すると、レコード・ロックのステータスを取得できます。
file.variable は、以前の OPEN ステートメントのファイル変数です。
record.ID は、検査されるレコードのレコード ID として評価される式です。
ニーモニックを使用できるようにするため、挿入ファイルの等式名が用意されています (詳細を下表に示し
ます)。 この挿入ファイルは、RECORDLOCKED.INS.IBAS という名前で、エンジン・ディレクトリー内の
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INCLUDE ディレクトリーにあります。PIOPEN フレーバー・アカウントでは、VOC ファイルに
SYSCOM というファイル・ポインターが含まれています。 SYSCOM は、エンジン・ディレクトリー内の
INCLUDE ディレクトリーを参照します。
挿入ファイルを使用するには、プログラムのコンパイル時に、$INCLUDE SYSCOM
RECORDLOCKED.INS.IBAS を指定します。
表 54. RECORDLOCKED.INS.IBAS ファイルの等式名
等式名

値

意味

LOCK$MY.FILELOCK

3

このユーザーが FILELOCK を取得し
ています。

LOCK$MY.READL

2

このユーザーが共有レコード・ロック
を取得しています。

LOCK$MY.READU

1

このユーザーが更新レコード・ロック
を取得しています。

LOCK$NO.LOCK

0

このレコードはロックされていませ
ん。

LOCK$OTHER.READL

-1

別のユーザーが共有レコード・ロック
を取得しています。

LOCK$OTHER.READU

-2

別のユーザーが更新レコード・ロック
を取得しています。

LOCK$OTHER.FILELOCK

-3

別のユーザーが FILELOCK を取得し
ています。

ファイル・ロックされているレコードに対して RECORDLOCKED 関数を実行すると、そのレコードのフ
ァイル・ロックが取得されていることだけが示されます。 そのレコードに対するロックが、更新レコー
ド・ロックか共有レコード・ロックかは示されません。

STATUS 関数によって返される値
STATUS 関数で返される値およびその意味を次に示します。
> 0

正の数値は、ロックの所有者の端末番号を表します (一人以上のユーザーが、指定ファイル内にロ
ックされたレコードを所有している場合は、最初に見つかった端末番号となります)。

< 0

負の数値は、レコードまたはファイルをロックしたリモート・ユーザーの端末番号に -1 を掛けた
値です。

例
次のプログラムでは、指定したレコードに対して、現在のユーザーが所有する更新レコード・ロックまたは
FILELOCK が存在するかどうかを調べています。 そのユーザーによるロックが存在しない場合は、ELSE
文が実行され、更新レコード・ロックまたは FILELOCK が必要であることを示すメッセージが表示されま
す。 SYSCOM ファイル・ポインターを使ったこの例は、PI/open フレーバー・アカウントでしか動作しま
せん。
$INCLUDE SYSCOM RECORDLOCKED.INS.IBAS
OPEN ’’,’EMPLOYEES’ TO EMPLOYEES
ELSE STOP ’CANNOT OPEN FILE’
.
.
.
IF RECORDLOCKED(EMPLOYEES,RECORD.ID) >= LOCK$MY.READU
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THEN
GOSUB PROCESS.THIS.RECORD:
ELSE PRINT ’Cannot process record : ’:RECORD.ID :’,
READU or FILELOCK required.’

次のプログラムでは、別のユーザーがレコード・ロックを所有しているかどうかを調べ、レコード・ロック
を所有するユーザーの端末番号を STATUS 関数で取得してメッセージとして表示しています。
$INCLUDE SYSCOM RECORDLOCKED.INS.IBAS
OPEN ’’,’EMPLOYEES’ TO EMPLOYEES
ELSE STOP ’CANNOT OPEN FILE’
.
.
.
IF RECORDLOCKED(EMPLOYEES,RECORD.ID) < LOCK$NO.LOCK
THEN
PRINT ’Record locked by user’ : STATUS()
END

RELEASE ステートメント
構文
RELEASE [ file.variable [ ,record.ID ] ] [ ON ERROR statements ]

説明
RELEASE ステートメントを使用すると、FILELOCK、MATREADL、MATREADU、READL、READU、
READVL、READVU、または OPENSEQ ステートメントで設定されたロックを解除あるいは解放すること
ができます。これらの文では、指定したレコードをロックすることで、ほかのユーザーによって同時に更新
されるのを防いでいます。 設定したロックは、明示的に解除しなくても、プログラムが終了すると自動的
にアンロックされます。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されずに、レコード ID が指定され
た場合、デフォルトのファイルとみなされます (デフォルトのファイルについて詳しくは、OPEN ステート
メントを参照してください)。このファイルにアクセスできず、開くこともできない場合、プログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを表示して強制終了します。
record.ID には、解除するロックを指定します。これが指定されない場合、指定したファイル (すなわち、
file.variable かデフォルトのファイル) 内のロックすべてが解除されます。file.variable または record.ID の
どちらかが NULL 値として評価されると、RELEASE ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
いずれのオプションも指定されない場合、現行ログイン・セッション中に、 FILELOCK、 READL、
READU、 READVL、 READVU、WRITEU、WRITEVU、MATREADL、MATREADU、MATWRITEU、ま
たは OPENSEQ ステートメントによって設定されたすべてのファイル内のすべてのロックが解除されま
す。
トランザクション内の RELEASE ステートメントは無視されます。

ON ERROR 節
RELEASE ステートメントには、オプションで ON ERROR 節を指定できます。 ON ERROR 節を使用す
ると、RELEASE ステートメントの処理中に致命的エラーが発生したとき、プログラムを強制終了させる代
わりに実行する処理を指定できます。
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致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

例
次の例では、現在のプログラムで設定されたすべてのファイルのすべてのロックが解放されます。
RELEASE

次の例では、ファイル NAMES に設定されたすべてのロックが解放されます。
RELEASE NAMES

次の例では、ファイル PARTS のレコード QTY に設定されたロックが解放されます。
RELEASE PARTS, "QTY"

REM 関数
構文
REM (dividend, divisor)

説明
REM 関数を使用すると、被除数式を整数の除数で割ったときの剰余を計算できます。
REM 関数では、次の式に基づいて剰余が計算されます。
REM (X, Y) = X - (INT (X / Y) * Y)

dividend と divisor はいずれかの数値として評価されますが、例外として、divisor を 0 にすることはでき
ません。divisor が 0 の場合、0 による除算の警告メッセージが印刷され、0 が戻ります。dividend か
divisor のどちらかが NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
REM 関数の機能は MOD 関数の機能に似ています。

例
X=85; Y=3
PRINT ’REM (X,Y)= ’,REM (X,Y)

次のプログラム出力が得られます。
REM (X,Y)=
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REM ステートメント
構文
REM [comment.text]

説明
REM ステートメントを使用すると、BASIC プログラム内にコメントを挿入できます。 コメントでプログ
ラムのさまざまな部分を説明し文書化できます。コメントはソース・コードの一部であるだけで、実行不可
能です。これはまた、オブジェクト・コードのサイズに影響しません。
コメントは別個の BASIC ステートメントにする必要があり、プログラムの任意の場所に記述できます。コ
メントは、次のいずれかのコメント記号で始める必要があります。
REM * ! $*

コメント記号と物理行の行末との間に入力したテキストは、すべてのコメントの一部として扱われます。
コメントが 1 物理行に収まらない場合は、次の物理行の先頭にコメント記号を入力することによって、2
行にわたってコメントを入力できます。 コメントが実行可能ステートメントを含む物理行の末尾に現れる
場合、コメントを新規ステートメントのように扱い、実行可能ステートメントの後、言い換えれば、コメン
ト指定子の前にセミコロン ( ; ) を置く必要があります。

例
PRINT "HI THERE"; REM この部分はコメント
REM この行もコメントなので表示されない
REM
IF 5<6 THEN PRINT "YES"; REM コメント; PRINT "PRINT
ME"
REM BASIC は PRINT "PRINT ME" も
REM コメントの一部とみなす
IF 5<6 THEN
PRINT "YES"; REM ここではコメントと見なさない
PRINT "PRINT ME"
END

次のプログラム出力が得られます。
HI THERE
YES
YES
PRINT ME

REMOVE 関数
構文
REMOVE (dynamic.array, variable)

説明
REMOVE 関数を使用すると、システム区切り文字で区切られた動的な配列エレメントを、連続的に抽出し
て返すことができます。また、どのシステム区切り文字が見つかったかも示されます。 システム区切り文
字が見つかると、抽出したエレメントの値が返されます。REMOVE 関数は、複数の値のリスト処理のため
に、連続するフィールド、値などを抽出するのに、EXTRACT 関数よりも効率的です。
dynamic.array は、エレメントの抽出元の動的配列です。
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variable は、抽出されるエレメントを終了するシステム区切り文字に対応するコードに設定されます。
variable の内容は、以下に示すように、どのシステム区切り文字が検出されたかを示します。
0

ストリングの終端

1

項目マーク ASCII CHAR(255)

2

フィールド・マーク ASCII CHAR(254)

3

値マーク ASCII CHAR(253)

4

サブ値マーク ASCII CHAR(252)

5

テキスト・マーク ASCII CHAR(251)

6

ASCII CHAR(250) (PIOPEN フレーバーでは使用不可 )

7

ASCII CHAR(249) (PIOPEN フレーバーでは使用不可 )

8

ASCII CHAR(248) (PIOPEN フレーバーでは使用不可 )

REMOVE 関数は、dynamic.array 内の最初のエレメントから始めて、実行するたびに 1 つのエレメントを
抽出します。 dynamic.array のすべてのエレメントが抽出されるまで処理は繰り返されます。REMOVE 関
数によって動的な配列が変更されることはありません。
各連続するエレメントが dynamic.array から抽出されると、dynamic.array に関連したポインターが、抽出
される次のエレメントの先頭に設定されます。したがって、REMOVE 関数を実行するたびにポインターが
前に進みます。
ポインターは、dynamic.array がいつ再割り当てされても、dynamic.array の先頭にリセットされます。その
ため、dynamic.array には、エレメントすべてが抽出されるまで (すなわち、variable が 0 になるまで) 新
規値を割り当てないでください。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻り、variable は 0 (ストリングの末尾) に設
定されます。dynamic.array 内のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が
戻り、variable は、適切な区切り文字コードに設定されます。
EXTRACT 関数とは異なり、REMOVE 関数では動的な配列内のポインターが維持されます。 (EXTRACT
関数は常に動的な配列の先頭から処理を開始し、フィールド・マーク、値マーク、およびサブ値マークをカ
ウントして、抽出する適切なエレメントを検索します)。
この関数に相当するステートメントについては、REMOVE ステートメントを参照してください。

例
1 番目の例では、変数 FIRST をストリング MIKE に、変数 X を 2 (フィールド・マーク) に設定してい
ます。 2 番目の例では、REMOVE 関数と PRINT ステートメントをすべてのエレメントが抽出されるま
で (A=0 になるまで) 実行しています。12、4、5、7654、および 00 が表示されます。
ソース行
プログラム出力
FM=CHAR(254) NAME='MIKE':FM:'JOHN':FM X=REMOVE(NAME,FIRST) PRINT 'FIRST =
':FIRST, 'X = ':X
FIRST = 2

332

X = MIKE

BASIC リファレンス・ガイド

VM=CHAR(253) A = 1 Z=12:VM:4:VM:5:VM:7654:VM:00 FOR X=1 TO 20 UNTIL A=0 A =
REMOVE(Z,Y) PRINT 'Y = ':Y, 'A = ':A NEXT X
Y
Y
Y
Y
Y

=
=
=
=
=

3
3
3
3
0

A
A
A
A
A

=
=
=
=
=

12
4
5
7654
0

REMOVE ステートメント
構文
REMOVE element FROM dynamic.array SETTING variable

説明
REMOVE 文を使用すると、システム区切り文字で区切られた動的な配列エレメントを連続的に抽出できま
す。 システム区切り文字が見つかると、抽出されたエレメントが element に割り当てられます。REMOVE
ステートメントは、複数の値のリスト処理のために、連続するフィールド、値などを抽出するのに、
EXTRACT 関数よりも効率的です。
dynamic.array は、エレメントの抽出元の動的配列です。
variable は、抽出されたばかりのエレメントを終了するシステム区切り文字に対応する、コード値に設定さ
れます。 variable に割り当てられている区切り文字のコード設定値は次のとおりです。
0

ストリングの終端

1

項目マーク ASCII CHAR(255)

2

フィールド・マーク ASCII CHAR(254)

3

値マーク ASCII CHAR(253)

4

サブ値マーク ASCII CHAR(252)

5

テキスト・マーク ASCII CHAR(251)

6

ASCII CHAR(250) - PIOPEN フレーバーではサポートされていません。

7

ASCII CHAR(249) - PIOPEN フレーバーではサポートされていません。

8

ASCII CHAR(248) - PIOPEN フレーバーではサポートされていません。

REMOVE ステートメントは、dynamic.array 内の最初のエレメントから始めて、実行するたびに 1 つのエ
レメントを抽出します。 dynamic.array のすべてのエレメントが抽出されるまで処理は繰り返されます。
REMOVE ステートメントによって動的な配列が変更されることはありません。
各エレメントが dynamic.array から element に抽出されると、dynamic.array に関連したポインターが、抽
出される次のエレメントの先頭に設定されます。したがって、REMOVE ステートメントを実行するたびに
ポインターが前に進みます。
ポインターは、dynamic.array がいつ再割り当てされても、dynamic.array の先頭にリセットされます。その
ため、dynamic.array には、エレメントすべてが抽出されるまで (すなわち、variable = 0 まで) 新規値を割
り当てないでください。
dynamic.array 内のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻ります。
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EXTRACT 関数とは異なり、REMOVE ステートメントでは動的な配列内のポインターが維持されます。
(EXTRACT 関数は常に動的な配列の先頭から処理を開始し、フィールド・マーク、値マーク、およびサブ
値マークをカウントして、抽出する適切なエレメントを検索します)。
このステートメントに相当する関数については、REMOVE 関数を参照してください。

例
1 番目の例では、変数 FIRST をストリング MIKE に、変数 X を 2 (フィールド・マーク) に設定してい
ます。 2 番目の例では、REMOVE 文と PRINT 文をすべてのエレメントが抽出されるまで (A=0 になる
まで) 実行しています。12、4、5、7654、および 00 が表示されます。
ソース行
プログラム出力
FM=CHAR(254) NAME='MIKE':FM:'JOHN':FM REMOVE FIRST FROM NAME SETTING X PRINT
'X= ':X, 'FIRST= ':FIRST
X= 2

FIRST= MIKE

VM=CHAR(253) A=1 Z=12:VM:4:VM:5:VM:7654:VM:00 FOR X=1 TO 20 UNTIL A=0 REMOVE Y
FROM Z SETTING A PRINT 'Y= ':Y, 'A= ':A NEXT X
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

12 A= 3
4 A= 3
5 A= 3
7654 A= 3
0 A= 0

REPEAT ステートメント
REPEAT ステートメントを使用するとループを制御できます。構文について詳しくは、LOOP 文を参照し
てください。

REPLACE 関数
構文
REPLACE (expression, field#, value#, subvalue# { , | ; } replacement)
REPLACE (expression [ ,field# [ ,value#] ] ; replacement)
variable < field# [ ,value# [ ,subvalue#] ] >

説明
REPLACE 関数を使用すると、フィールド、値、またはサブ値を新しいデータで置換した動的な配列のコピ
ーを返すことができます。
expression には、動的配列を指定します。
式 field#、value#、および subvalue# には、置換するエレメントのタイプと位置を指定します。これらの式
は、区切り文字式と呼ばれます。
replacement には、与えられるエレメントの値を指定します。
value# と subvalue# はオプションです。しかし、subvalue# または value# と subvalue# のどちらかが省略
された場合、第 2 の構文で示すように、セミコロン ( ; ) を replacement の前に置く必要があります。
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不等号括弧を使用して、動的な配列のデータを置換することもできます。 代入演算子の左側の不等号括弧
が、代入演算子に従って、動的配列内の指定されたデータを変更します。代入文の右側の不等号括弧は、
EXTRACT 関数が実行されることを示します (例については、EXTRACT 関数を参照してください)。
variable には、変更されるデータを含む動的配列を指定します。
区切り文字式の指定方法とその結果の違いを、ケース 1、ケース 2、およびケース 3 に分けて説明しま
す。
ケース 1:
value# と subvalue# の両方が省略されるか、0 が指定された場合。フィールドは、replacement の
値によって置換されます。
v field# が正の値で、動的配列内のフィールド数以下である場合、field# で指定されたフィールド
が、replacement の値で置換されます。
v field# が負の値である場合、フィールド・マークと replacement の値を、動的配列の最後のフィ
ールドに付加することによって、新規フィールドが作成されます。
v field# が正の値で、動的配列内のフィールド数より大きい場合、replacement の値の前に適切な数
のフィールド・マークを付加することによって、新規フィールドが作成されます。したがって、
field# の値が、新規フィールド数になります。
ケース 2:
subvalue# が省略されるか、0 が指定されて、value# がゼロ以外の場合。指定したフィールド内の
値が、replacement の値で置換されます。
v value# が正の値で、フィールド内の値の数以下である場合、value# で指定された値が、
replacement の値で置換されます。
v value# が負の値である場合、値マークと replacement の値を、フィールドの最後の値に付加する
ことによって、新規値が作成されます。
v value# が正の値で、フィールド内の値の数より大きい場合、replacement の値の前に適切な数の
値マークを、フィールド内の最後の値に付加することによって、値が作成されます。したがっ
て、value# の値が、指定したフィールド内の新規値の数になります。
ケース 3:
field#、value#、および subvalue# がすべて指定されるかゼロ以外の場合。指定したフィールドの指
定値内のサブ値が、replacement の値で置換されます。
v subvalue# が正の値で、値内の従属値の数以下である場合、subvalue# で指定した従属値が、
replacement の値で置換されます。
v subvalue# が負の値である場合、サブ値マークと replacement の従属値を、値内の最後の従属値
に付加することによって、新規従属値が作成されます。
v subvalue# が正の値で、値内の従属値の数より大きい場合、replacement の値が続くサブ値マーク
の適切な数を、値内の最後の従属値に付加することによって、新規従属値が作成されます。した
がって、式 subvalue# の値が、指定した値内の新規従属値の数になります。
IDEAL、PICK、PIOPEN、および REALITY フレーバー・アカウントでは、replacement が空白ストリング
である場合、動的配列、フィールド、または値の末尾に新規エレメントを付加しようとしても、動的配列、
フィールド、値は変更されないままで、追加の区切り文字も付加されません。$OPTIONS 文の
EXTRA.DELIM オプションを使用すると、REPLACE 関数は動的な配列、フィールド、または値に区切り
文字を付加します。
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replacement が NULL 値である場合、保存表記 NULL (CHAR(128)) が dynamic.array に挿入されます。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、置換によって変更なしのままとなります。REPLACE ス
テートメントで、値が NULL 値であるエレメントの従属エレメントが参照される場合、動的配列は変更さ
れません。

INFORMATION および IN2 フレーバー
INFORMATION および IN2 フレーバー・アカウントでは、expression が空白ストリングで、新しいエレメ
ントが動的な配列の末尾、フィールドの末尾、または値の末尾に追加された場合には、動的な配列、フィー
ルド、または値に区切り文字が付加されます。 $OPTIONS ステートメントの -EXTRA.DELIM オプション
を使用すると、REPLACE 関数は IDEAL、PICK、および REALITY フレーバー・アカウントの場合と同じ
ように動作します。

例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
最初の例では、フィールド 1 を # に置換して、Q を #FAVBVDSEFDFFF に設定します。
R=@FM:"A":@VM:"B":@VM:"D":@SM:"E":@FM:"D":@FM:@FM:"F"
Q=R
Q=REPLACE(Q,1;"#")

次の例では、フィールド 2 の 3 番目の値の最初のサブ値を # に置換して、Q を FAVBV#SEFDFFF に設
定します。
Q=R
Q<2,3,1>="#"

次の例では、フィールド 4 を # に置換して、Q を FAVBVDSEFDF#FF に設定します。
Q=R
Q=REPLACE(Q,4,0,0;"#")

次の例では、フィールド 1 から 4 の最初の値を # と置換して、Q を #F#VBVDSEF#F#FF に設定しま
す。
Q=R
FOR X=1 TO 4
Q=REPLACE(Q,X,1,0;"#")
NEXT

次の例では、値マークと # をフィールド 2 の最後の値に付加して、Q を FAVBVDSEV#FDFFF に設定し
ます。
Q=R
Q=REPLACE(Q,2,-1;"#")

RETURN ステートメント
構文
RETURN [TO statement.label]

説明
RETURN ステートメントを使用すると、サブルーチンを終了し、呼び出し側のプログラムまたはステート
メントに制御を返すことができます。
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TO 節が指定されない場合、RETURN ステートメントは、GOSUB ステートメントで呼び出された内部サ
ブルーチンか、CALL ステートメントで呼び出された外部サブルーチンを終了します。制御は、CALL ス
テートメントまたは GOSUB ステートメントの次のステートメントに返されます。
RETURN ステートメントを使用すると、GOSUB ステートメントで呼び出された内部サブルーチンを終了
し、プログラムを正しい順序で実行できます。
RETURN ステートメント、または END ステートメントを使用すると、CALL ステートメントで呼び出さ
れた外部サブルーチンを終了できます。CALL で呼び出された外部サブルーチンを終了すると、サブルー
チンで開かれたすべてのファイルが閉じられます。ただし、共通変数で使用しているファイルは開いたまま
となります。
TO 節を使用すると、内部サブルーチンだけを終了し、制御を特定のステートメント・ラベルに渡すことが
できます。TO 節を使用した場合に、statement.label がないと、プログラムのコンパイル時にエラー・メッ
セージが表示されます。
注: TO 節を使用すると、プログラムのデバッグと変更を非常に難しくしてしまう可能性があります。
GOSUB の実行時にアクティブな GOSUB または CALL は、すべてアクティブなままとなります。エラー
が発生するおそれもあるため、RETURN TO は慎重に使用してください。
RETURN ステートメントまたは RETURN TO ステートメントに戻る場所がない場合は、呼び出し側のプ
ログラムまたはコマンド言語に制御が渡されます。

例
次の例では、サブルーチン XYZ によって「THIS IS THE EXTERNAL SUBROUTINE」というメッセージ
が表示されたあと、制御がメインプログラムに戻ります。
20:
25:
30:
40:
60:
70:
80:
90:
END

GOSUB 80:
PRINT "THIS LINE WILL NOT PRINT"
PRINT "HI THERE"
CALL XYZ
PRINT "BACK IN MAIN PROGRAM"
STOP
PRINT "THIS IS THE INTERNAL SUBROUTINE"
RETURN TO 30:

次のプログラム出力が得られます。
THIS IS THE INTERNAL SUBROUTINE
HI THERE
THIS IS THE EXTERNAL SUBROUTINE
BACK IN MAIN PROGRAM

RETURN (値) ステートメント
構文
RETURN (expression)

説明
RETURN (値 ) ステートメントを使用すると、値をユーザー作成関数から返します。
expression は返すユーザー作成関数の値として評価されます。RETURN (値 ) ステートメントをユーザー作
成関数で使用して、expression を指定しない場合、デフォルトで、空白ストリングが返されます。
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RETURN (値 ) ステートメントは、ユーザー作成関数でのみ使用できます。プログラムやサブルーチンの
中で使用すると、エラー・メッセージが表示されます。

REUSE 関数
構文
REUSE (expression)

説明
REUSE 関数を使用すると、動的な配列の処理での、最後のフィールド、値、またはサブ値の値を再利用で
きます。
expression は、値が動的配列になると考えられる動的配列か式のどちらかになります。
動的配列処理が、平行して 2 つの動的配列を処理する時、処理は常に対応する従属値に対して実行されま
す。これは、対応するフィールドが値を 1 つずつしか含んでいない場合も同様です。 フィールドに値が 1
つしか含まれていない場合、フィールドの唯一の値に含まれる唯一のサブ値として扱われるためです。
動的配列処理は、動的配列内の対応するフィールド、値、従属値を分離します。これらはそのあと、次のよ
うな順序で処理されます。
1. 値内の従属値
2. フィールド内の値
3. 動的な配列のフィールド
REUSE 関数なしで動的配列の処理を行うと、2 つの配列が等しくなるまで、短い方の配列に、ゼロか空白
ストリングが追加されます。(DIVS 関数は例外です。除数エレメントがない場合、除数配列にゼロか空白
ストリングが埋め込まれ、被除数が戻ります。)
REUSE 関数では、長い方の配列のエレメントがなくなるまで、または次に高いレベルの区切り文字が出現
するまで、短い方の配列の最後の値が再利用されます。
ペアになった対応する値内の従属値すべてが処理された後、動的配列処理によって、対応するフィールド内
の対応する値の次のペアを分離し、そのプロシージャーを繰り返します。
対応するフィールドに含まれる値がすべて処理されると、動的な配列の処理は、その動的な配列内で次に対
応するフィールドを分離します。この手順が繰り返されます。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL 値を複製し、対応する各エレメントに NULL を返
します。

例
B = (1:@SM:6:@VM:10:@SM:11)
A = ADDS(REUSE(5),B)
PRINT "REUSE(5) + 1:@SM:6:@VM:10:@SM:11 = ": A
*
PRINT "REUSE(1:@SM:2) + REUSE(10:@VM:20:@SM:30) = ":
PRINT ADDS(REUSE(1:@SM:2),REUSE(10:@VM:20:@SM:30))
*
PRINT "(4:@SM:7:@SM:8:@VM:10)*REUSE(10) = ":
PRINT MULS((4:@SM:7:@SM:8:@VM:10 ),REUSE(10))

次のプログラム出力が得られます。
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REUSE(5) + 1:@SM:6:@VM:10:@SM:11 = 6S11V15S16
REUSE(1:@SM:2) + REUSE(10:@VM:20:@SM:30) =
11S12V22S32
(4:@SM:7:@SM:8:@VM:10)*REUSE(10) = 40S70S80V100

REVREMOVE ステートメント
構文
REVREMOVE element FROM dynamic.array SETTING variable

説明
REVREMOVE 文を使用すると、システム区切り文字で区切られた動的な配列エレメントを連続的に抽出で
きます。エレメントは、REMOVE ステートメントでエレメントを抽出した場合とは逆の順番で、右から左
に抽出されます。システム区切り文字が見つかると、抽出されたエレメントが element に割り当てられま
す。
dynamic.array は、エレメントの抽出元の動的配列として評価される式です。
variable は、抽出されたばかりのエレメントを終了するシステム区切り文字に対応する、コード値に設定さ
れます。変数に割り当てられている区切り文字のコード設定値は次のとおりです。
0

ストリングの終端

1

項目マーク ASCII CHAR(255)

2

フィールド・マーク ASCII CHAR(254)

3

値マーク ASCII CHAR(253)

4

サブ値マーク ASCII CHAR(252)

5

テキスト・マーク ASCII CHAR(251)

6

ASCII CHAR(250)

7

ASCII CHAR(249)

8

ASCII CHAR(248)

REVREMOVE ステートメントは、dynamic.array 内の最後のエレメントから始めて、実行するたびに 1 つ
のエレメントを抽出します。 dynamic.array のすべてのエレメントが抽出されるまで処理は繰り返されま
す。REVREMOVE ステートメントによって動的な配列が変更されることはありません。
各エレメントが dynamic.array から element に抽出されると、dynamic.array に関連したポインターは、抽
出したばかりのエレメントの始めに戻ります。
ポインターは、dynamic.array がいつ再割り当てされても、dynamic.array の先頭にリセットされます。その
ため、dynamic.array には、エレメントすべてが抽出されるまで (すなわち、variable = 0 まで) 新規値を割
り当てないでください。
dynamic.array 内のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻ります。
REVREMOVE ステートメントは、REMOVE ステートメントと一緒に使用します。 REMOVE 文を実行し
たあとに REVREMOVE 文を実行すると、REMOVE 文と同じストリングを返すと同時に、抽出したエレメ
ントの直前の区切り文字にポインターを設定できます。 したがって、その次の REMOVE ステートメント
ではまた同じエレメントが抽出されます。
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REMOVE ステートメントが dynamic.array に対して実行されていないか、左端の動的配列エレメントが戻
った場合、element は、空白ストリングに設定され、variable がストリングの終わり (すなわち 0) を示し
ます。

例
DYN = "THIS":@FM:"HERE":@FM:"STRING"
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT VAR
REVREMOVE NVAR FROM DYN SETTING X
PRINT NVAR
REMOVE CVAR FROM DYN SETTING X
PRINT CVAR

次のプログラム出力が得られます。
THIS
THIS
THIS

REWIND ステートメント
構文
REWIND [UNIT (mtu)]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
REWIND ステートメントを使用すると、磁気テープを先頭まで巻き戻すことができます。
UNIT 節で、磁気テープ装置の数を指定します。装置が指定されない場合は、磁気テープ装置 0 が使用さ
れます。UNIT 節が使用される場合、mtu は、3 桁 10 進値によって構成されるコードとして評価される式
です。mtu 式は UNIT 節の関数ですが、REWIND ステートメントは 3 番目の桁 (u) のみを使用します。
その値の範囲は 0 から 7 にする必要があります。mtu が、NULL 値として評価されると、REWIND ステ
ートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
テープ・ドライブ装置は、REWIND ステートメントが実行される前にユーザーにアタッチされている必要
があります。 ASSIGN コマンドを使用すると、テープ装置をユーザーに割り当てることができます。 利
用可能なテープ装置がなかったり、ユニット指定が不正な場合は、ELSE 文が実行されます。
STATUS 関数は、REWIND が ELSE 節を取る場合は 1、それ以外では 0 を返します。

PIOPEN フレーバー
構文 UNIT ndmtu を指定するプログラムがある場合、nd エレメントは、コンパイラーに無視されるので、
エラーが報告されません。

例
REWIND UNIT(002) ELSE PRINT "UNIT NOT ATTACHED"

RIGHT 関数
構文
RIGHT (string, n)

340

BASIC リファレンス・ガイド

説明
RIGHT 関数を使用すると、ストリングの最後の n 個の文字を含むサブストリングを抽出できます。これ
は次のサブストリング抽出処理に相当します。
string [ length ]

この関数を使用する場合、ストリングの長さを計算する必要はありません。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。n が NULL 値として評価されると、
RIGHT 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
PRINT RIGHT("ABCDEFGH",3)

次のプログラム出力が得られます。
FGH

RND 関数
構文
RND (expression)

説明
RND 関数を使用すると、正負の整数乱数または 0 を生成できます。
expression は、0 を含む整数の総数として評価されます。これからは、乱数を選択できます。すなわち、n
が expression の値である場合、0 から (n - 1) の乱数が生成されます。
expression が負の数値として評価される場合、負の数値の乱数が生成されます。expression が 0 と評価さ
れる場合、0 が乱数になります。expression が NULL 値として評価されると、RND 関数は正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
乱数の反復可能シーケンスの生成について詳しくは、RANDOMIZE ステートメントを参照してください。

例
A=20
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

RND(A)
RND(A)
RND(A)
RND(A)

次のプログラム出力が得られます。
10
3
6
10

ROLLBACK ステートメント
構文
ROLLBACK [ WORK ] [ THEN statements

] [ ELSE statements ]
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説明
ROLLBACK ステートメントを使用すると、トランザクション実行中にファイル入出力に行われるすべての
変更を中止できます。 WORK キーワードは、SQL 構文の表記ルールと互換性を持ちます。つまりコンパ
イル時に無視されます。
トランザクションには、最新の BEGIN TRANSACTION ステートメント以降に実行されたステートメント
すべてが含まれています。ROLLBACK ステートメントは、アクティブなトランザクションでファイルに対
して行われたすべての変更を元に戻します。 従属トランザクションがロールバックする場合、アクティブ
従属トランザクションによる変更は、親トランザクションに何の影響も与えません。一番上のトランザクシ
ョンがロールバックされた場合、変更内容はディスクにコミットされず、データベースはトランザクション
の影響を受けません。
ROLLBACK ステートメントを COMMIT ステートメントなしのトランザクションで使用すると、可能性の
ある変更の結果を検討することができます。このように使用しても、親トランザクションまたはデータベー
スへの影響はありません。 ROLLBACK ステートメントを実行すると、現在のトランザクションが終了し
ます。 トランザクションが終了すると、次の END TRANSACTION ステートメントの直後にあるステー
トメントから実行が続けられます。
トランザクションがアクティブでない場合、ROLLBACK ステートメントは、実行時の警告を生成し、
ELSE ステートメントが実行されます。

例
この例は、ロックを rec1 と rec2 に適用するトランザクションで始まります。エラーが発生した場合 (失
敗または WRITE 文の失敗など)、ROLLBACK 文は、ファイルに何の変更も書き込まれていないことを確
実にします。
BEGIN TRANSACTION
READU data1 FROM file1,rec1 ELSE ROLLBACK
READU data2 FROM file2,rec2 ELSE ROLLBACK
.
.
.
WRITE new.data1 ON file1,rec1 ELSE ROLLBACK
WRITE new.data2 ON file2,rec2 ELSE ROLLBACK
COMMIT WORK
END TRANSACTION

rec1 に掛かった更新レコード・ロックは、最初の WRITE ステートメントが正常に実行された時点では解
放されません。

RPC.CALL 関数
構文
RPC.CALL (connection.ID, procedure, #args, MAT arg.list, #values,
MAT return.list)

説明
RPC.CALL 関数を使用すると、接続しているサーバーへの要求を作成できます。 要求は C クライアント
の RPC ライブラリーを使用してパッケージ化され、サーバーに送信されます。 RPC.CALL 関数はリモー
ト要求の処理結果を返します。つまり成功すれば 1 を、失敗すれば 0 を返します。
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connection.ID は、RPC 要求を出す開かれたサーバー接続のハンドルです。 RPC.CONNECT 関数は、
connection.ID を取得します。
procedure は、サーバーで要求された処理を識別するストリングです。
#args は、RPC サーバーに渡される arg.list のエレメント数です。
arg.list は、RPC サーバーに渡される入力引数を含んだ 2 次元配列 (マトリックス) です。この配列の各エ
レメントは、値の順序ペアです。 1 番目の値はサーバーの処理を表す引数の個数、2 番目の値は引数型宣
言子です。(データのタイプを指定すれば、データ・タイプを区別するさまざまなサーバーで RPC インタ
ーフェースを使用できます。)
#values は、サーバーによって返される値の数です。
return.list は、RPC.CALL によって返されるリモート処理の結果を含む 1 次元配列です。arg.list と同様
に、結果は、順番に並べられた値のペアです。
RPC.CALL は、RPC パケットを #args と arg.list から作成します。C クライアント RPC ライブラリーに
ある関数がパケットをサーバーに送信し、サーバーからの応答を待ちます。応答が返ると、RPC パケット
はエレメントに分離されて、配列 return.list に保存されます。
RPC.CALL 関数に続いて STATUS 関数を実行すると、次のような処理結果を確認できます。
81001

不特定の原因によって接続が切断された場合。

81002

connection.ID が、有効なバウンド接続に一致しません。

81004

伝送パケットに引数を保存しようとしてエラーが発生しました。

81005

RPC バージョンの不一致のためにプロシージャーへアクセスが拒否されました。

81008

arg.list 内の無効なパラメーターのためにエラーが発生しました。

81009

不明な RPC エラーです。

81010

#args が、リモート・マシン上の期待された引数の数に一致しません。

81015

サーバーからの応答を待機する間にタイムアウトが発生した場合。

例
次の例では、fred が所有するジョブを探します。サーバーへの接続には RPC.CONNECT 関数を使用しま
す。
args (1,1) = "fred"; args (1,2) = UVRPC.STRING
IF (RPC.CALL (server.handle, "COUNT.USERS", 1, MAT
args,
return.count, MAT res)) ELSE
PRINT "COUNT.JOBS request failed, error code is: "
STATUS()
GOTO close.connection:
END

RPC.CONNECT 関数
構文
RPC.CONNECT (host, server)
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説明
RPC.CONNECT 関数を使用すると、サーバー・プロセスへの接続を確立できます。 ホストとサーバーが同
一であると確認されると、ローカルのデーモンがリモート・サーバーへの接続を試みます。試みが成功する
と、RPC.CONNECT が接続 ID を返します。失敗した場合は、RPC.CONNECT は 0 を返します。接続 ID
は、続いて起こる RPC.CALL 関数と RPC.DISCONNECT 関数の呼び出しで、サーバーを参照するのに使
用されるゼロ以外の整数です。
host はサーバーがあるホスト名です。
UNIX。 これは、ローカルの /etc/hosts ファイルで定義されます。
Windows。これは、system32¥drivers¥etc¥hosts ファイルで定義されます。
server は、リモートの /etc/services ファイルで定義された、ターゲット・ホスト上の RPC サーバー・
クラスの名前です。
host が /etc/hosts ファイル内にない場合、または server が、リモートの /etc/services ファイル内に
ない場合、接続の試みは失敗します。
RPC.CONNECT 関数に続いて、STATUS 関数を実行すると、次のような処理結果を確認できます。
81005

RPC のバージョンの不一致によって接続に失敗した場合。

81007

サーバーがこれ以上クライアントを受容できないために、接続が拒否されました。

81009

不明な RPC エラーです。

81011

ホストは、ローカルの /etc/hosts ファイルにありません。

81012

プロセスをフォークできなかったため、リモートの dsrpcd が service を開始できません。

81013

リモートの dsrpcservices ファイルを開けませんでした。

81014

サービスが、リモートの dsrpcservices ファイル内にありませんでした。

81015

タイムアウトによって接続の試行が中止された場合。

例
次の例では、HOST.A 上にある MONITOR というリモート・サーバーに接続します。
MAT args(1,2), res(1,2)
server.handle = RPC.CONNECT ("HOST.A", "MONITOR")
IF (server.handle = 0) THEN
PRINT "Connection failed, error code is: ":
STATUS()
STOP
END

RPC.DISCONNECT 関数
構文
RPC.DISCONNECT (connection.ID)

説明
RPC.DISCONNECT 関数を使用すると、RPC セッションを終了できます。
connection.ID は、閉じる RPC サーバーの接続です。
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RPC.DISCONNECT は、connection.ID で識別されるサーバーに接続の終了要求を送信します。サーバーは
切断要求を受け取ると、要求されたすべての終了処理を実行します。 成功すると RPC.DISCONNECT 関数
は 1 を返し、エラーが発生すると 0 を返します。
RPC.DISCONNECT 関数に続いて、STATUS 関数を実行すると、次のような処理結果を確認できます。
81001

不特定の原因によって接続が切断された場合。

81002

connection.ID が、有効なバウンド接続に一致しません。

81009

不明な RPC エラーです。

例
次の例では、HOST.A 上にある MONITOR というリモート・サーバーへの接続を切断します。
MAT args(1,2), res(1,2)
server.handle = RPC.CONNECT ("HOST.A", "MONITOR")
IF (server.handle = 0) THEN
PRINT "Connection failed, error code is: ":
STATUS()
STOP
END
.
.
.
close.connection:
IF (RPC.DISCONNECT (server.handle)) ELSE
PRINT "Bizarre disconnect error, result code is: "
STATUS()
END

SADD 関数
構文
SADD (string.number.1, string.number.2)

説明
SADD 関数は、2 つのストリング数で加算を実行し、結果をストリング数で返します。この関数は、スト
リングまたはストリング数値が有効であっても標準的数値が有効とは限らない任意の式で使用できます。そ
うした式は、ストリング数値が標準的算術演算子の処理範囲を超える可能性があるために生じます。
各ストリング数は、有効な任意の数またはストリング数と評価されます。
どちらかのストリング数に非数値データがある場合は、エラー・メッセージが生成されて、非数値データが
0 で置き換えられます。 いずれかのストリング数が NULL 値として評価される場合、NULL が戻りま
す。

例
A = 88888888888888888
B = 77777777777777777
X = "88888888888888888"
Y = "77777777777777777"
PRINT A + B
PRINT SADD(X,Y)

次のプログラム出力が得られます。
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166666666666667000
166666666666666665

SCMP 関数
構文
SCMP (string.number.1, string.number.2)

説明
SCMP 関数を使用すると、2 つのストリング数が比較され、次の 3 つの数字のいずれかが返されます。-1
(より小さい)、0 (同じ)、または 1 (より大きい)。string.number.1 が string.number.2 より小さい場合、結果
は -1 になります。これらが同じであれば、結果は 0 になります。string.number.1 が string.number.2 より
大きい場合、結果は 1 になります。この関数はストリングまたはストリング数が有効である式で使用でき
ます。
各ストリング数は、有効な任意の数またはストリング数と評価されます。 ストリング数の方が計算速度は
速くなります。
2 つのストリング数のどちらか一方に数値以外のデータがある場合はエラー・メッセージが生成され、数値
でないデータは 0 に置き換えられます。 またどちらかのストリング数が空白ストリングと評価された場
合、NULL 値が返されます。

例
X = "123456789"
Y = "123456789"
IF SCMP(X,Y) = 0 THEN PRINT "X is equal to Y"
ELSE PRINT "X is not equal to Y"
END

次のプログラム出力が得られます。
X is equal to Y

SDIV 関数
構文
SDIV (string.number.1, string.number.2 [ ,precision])

説明
SDIV 関数を使用すると、string.number.1 を string.number.2 で除算して、結果をストリング数で返すこと
ができます。この関数は、ストリングまたはストリング数が有効な任意の式で使用できます。ただしストリ
ング数は、標準の算術演算子が処理できる数値の範囲を超えることがあるので、標準値が必ずしも有効であ
る必要はありません。 各ストリング数は、有効な任意の数またはストリング数と評価されます。
precision には小数点の右側の桁数を指定します。デフォルトの精度は 14 です。
どちらかのストリング数に非数値のデータが含まれていると、エラー・メッセージが生成されてその数には
0 が使用されます。 いずれかのストリング数が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
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例
X = "1"
Y = "3"
Z = SDIV (X,Y)
ZZ = SDIV (X,Y,20)
PRINT Z
PRINT ZZ

次のプログラム出力が得られます。
0.33333333333333
0.33333333333333333333

SEEK ステートメント
構文
SEEK file.variable [ , offset [ , relto] ]
{THEN statements [ ELSE statements ] | ELSE statements}

説明
SEEK ステートメントを使用すると、ファイルの現在の位置、ファイルの先頭、またはファイルの終端から
のバイト数を表すオフセットに応じて、ファイル・ポインターを移動できます。
file.variable には、順次アクセスで以前に開かれたファイルを指定します。
offset は、参照位置の前後のバイト数です。負のオフセット値が指定されると、ポインターが relto で指定
された位置の前に移動されます。 offset が指定されない場合、0 とみなされます。
注: Windows システムでは、ファイル内の行の終わりが、UNIX ファイルで使用される単一の LINEFEED
ではなく、文字シーケンス RETURN + LINEFEED によって表示されます。offset の値によって、Windows
ファイル・システム内の各行でこの余分なバイトが考慮されます。
relto の暗黙的値とその意味は、以下のとおりです。
0

ファイルの先頭

1

ファイルの現在の位置

2

ファイルの終端

relto が指定されない場合、0 とみなされます。
ファイル・ポインターが移動すると、THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。 THEN ステートメ
ントが指定されていなければ、プログラムは次のステートメントから実行を続けます。
ファイルにアクセスできなかったり、ファイルが存在しない場合は、ELSE 文が実行されます。すべての
THEN 文は無視されます。
file.variable、offset、または relto が NULL 値に評価されると、SEEK ステートメントは正しく実行されず
プログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
注: Windows システムで、OPENDEV ステートメントを使用して、順次処理用の 1/4 インチ・カートリッ
ジ・テープ (60 MB または 150 MB) を開いた場合、ファイル・ポインターはデータの先頭または末尾に
のみ移動できます。またディスケット・ドライブの場合、ファイル・ポインターは、データの先頭にしか移
動できません。
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ファイルの終端を超えた部分にデータを書き込むと、ファイルにはギャップができます。 このギャップは
物理的には空の領域ではなく、この部分を読み込むと ASCII CHAR 0 となります (この 0 は数値でも文
字でもありません)。
順次ファイル処理について詳しくは、OPENSEQ ステートメント、READSEQ ステートメント、および
WRITESEQ ステートメントを参照してください。

例
次の例では、RECORD4 というファイルの 1 行目を読み取りそれを出力します。 ここでの SEEK ステー
トメントは、ファイルの先頭から 5 バイトの位置にポインターを移動し、それ以降の内容を読み込んでか
らそれを出力します。
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
READSEQ B FROM FILE THEN PRINT B
SEEK FILE,5, 0 THEN READSEQ A FROM FILE
THEN PRINT A ELSE ABORT

次のプログラム出力が得られます。
FIRST LINE
LINE

SEEK(ARG.) ステートメント
構文
SEEK(ARG. [ ,arg#] ) [THEN statements] [ELSE statements]

説明
SEEK(ARG.) ステートメントを使用すると、コマンド・ラインの引数を、左から右へと次のコマンド・ラ
インの引数に移動させるか、arg# で指定されたコマンド・ラインの引数へ移動させることができます。コ
マンド・ラインはブランクで区切られ、最初の引数はプログラム名に続く最初の単語であると仮定されま
す。 カタログされたプログラムが呼び出されるときには、引数のリストはコマンド・ラインの 2 番目の単
語から開始されます。
引用符付きストリング内のスペースは、区切り文字としては扱われません。 また引用符付きストリング
は、単一の引数として扱われます。
arg# には、移動先のコマンド・ラインの引数を指定します。これは数値として評価されるものでなければ
なりません。 arg# が指定されない場合、ポインターは、次のコマンド・ラインの引数へ移動します。
SEEK(ARG.) では割り当てを行わないことを除いて、SEEK(ARG.) は GET(ARG.) と同じように動作しま
す。
THEN および ELSE 文は両方ともオプションです。 THEN 節は、引数が見つかった場合に実行されま
す。 ELSE 節は、引数が見つからなかった場合に実行されます。 arg# がコマンド・ラインの引数の数よ
り大きい数値として評価されるか、最後の引数が割り当てられていて、arg# のない SEEK(ARG.) が使用さ
れている場合、SEEK(ARG.) ステートメントは失敗します。引数リストの先頭に移動するには、arg# を 1
に設定します。
arg# が NULL 値として評価されると、SEEK(ARG.) ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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例
コマンド・ラインを次のとおりとします。
RUN BP PROG ARG1 ARG2 ARG3

プログラムは次のようになります。
A=5;B=2
SEEK(ARG.)
SEEK(ARG.,B)
SEEK(ARG.)
SEEK(ARG.,A-B)
SEEK(ARG.,1)

システム・ポインターは次の順に移動します。
ARG2
ARG2
ARG3
ARG3
ARG1

SELECT 文
構文
SELECT [variable] [TO list.number] [ON ERROR statements]
SELECTN [variable] [TO list.number] [ON ERROR statements]
SELECTV [variable] TO list.variable [ON ERROR statements]

説明
SELECT ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイルか動的配列から、レコード ID の番
号付きの選択リストを作成できます。後続の READNEXT ステートメントでは、リストから一度に 1 つの
レコード ID を解除しながら、この選択リストにアクセスできます。READNEXT 命令によって、選択リス
トの処理をすぐに開始できます。
variable には、動的な配列かファイル変数を指定できます。動的な配列を指定する場合は、レコード ID を
フィールド・マーク (ASCII 254) で分割する必要があります。 variable に、ファイル変数を指定する場
合、ファイル変数は前に開いておく必要があります。variable が指定されていない場合、デフォルトのファ
イルとみなされます (デフォルトのファイルについて詳しくは、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。ファイルがアクセス可能でなかったり開いていない場合、あるいは variable が NULL 値として評価
された場合、SELECT ステートメントは正しく実行されず、プログラムはランタイム・エラー・メッセー
ジを出力して終了します。
ファイルが SQL 表である場合、プログラムの実効ユーザーは、ファイル内のレコードを読み取るための
SQL SELECT 権限が必要です。プログラムの実効ユーザーについては、AUTHORIZATION ステートメン
トを参照してください。
分離レベル 4(シリアライズ可能) で実行中のトランザクション内に SELECT ステートメントがある場合
は、ファイル・ロックを使用する必要があります。 これによってファントム読み取りが防止されます。
TO 節は、使用される選択リストを指定します。list.number は、0 から 10 の整数です。list.number が指定
されない場合、選択リスト 0 が使用されます。
リストには、ファイル内にある全レコードのレコード ID がソート順に並んでいます。 各レコード ID
は、リスト中の 1 つのエントリーです。
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SELECT ステートメントは、ファイル全体をすぐに処理することはありません。グループごとにレコード
ID を選択します。@SELECTED 変数には、現在処理中のグループにあるエレメントの個数を設定します。
しばしば、保存した順序とは違う順序に並べたレコード ID がリストされた選択リストや、ある特定の基
準で選択したレコード ID のサブセットがリストされた選択リストが必要になることがあります。これを
行う場合、BASIC EXECUTE ステートメントで SELECT または SSELECT のステートメント・コマンド
を使用します。READNEXT 文によるリストの処理がリストの作成方法によって変わることはありません。
SELECTV ステートメントを使用すると、番号付き選択リストではなく名前付きリスト変数に選択リストを
保存できます。list.variable は、有効変数名として評価される式です。これは、PICK、REALITY、および
IN2 フレーバー・アカウントの SELECT ステートメントのデフォルト動作です。$OPTIONS ステートメン
トの VAR.SELECT オプションを使用しても、SELECT ステートメントを、PICK、REALITY、および IN2
フレーバー・アカウントでの動作と同じにすることができます。

ON ERROR 節
SELECT ステートメントでは ON ERROR 節をオプションで使用できます。 ON ERROR 節を使用する
と、SELECT ステートメントの処理中に致命的エラーが発生した際のプログラムの終了に、代わりの方法
を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

PICK、REALITY、および IN2 フレーバー
PICK、REALITY、または IN2 フレーバー・アカウントでの SELECT 文の構文は次のとおりです。
SELECT[V] [variable] TO list.variable
SELECTN [variable] TO list.number

SELECT ステートメントまたは SELECTV ステートメントを使用すると、選択リストを作成してそれを名
前付きリスト変数に格納できます。リスト変数を使用してできる唯一有用な点は、READNEXT ステートメ
ントを使用して選択リストの次のエレメントを読み取れるということです。
SELECTN ステートメントを使用すると、番号付き選択リストに選択リストを保存できます。list.number は
0 から 10 の数値として評価される式です。$OPTIONS ステートメントの -VAR.SELECT オプションを使
用しても、SELECT ステートメントを、IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウントでの動作
と同じにすることができます。
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例
次の例では、ファイル SUN.MEMBER をファイル変数 MEMBER.F に開き、レコード ID のアクティブ選
択リストを作成します。READNEXT ステートメントは選択リスト内の最初のレコード ID を変数 @ID に
割り当てて、それを印刷します。次に、ファイル SUN.SPORT がファイル変数 SPORT.F に開かれ、レコ
ード ID の選択リストが、選択リスト 1 として保存されます。READNEXT ステートメントは選択リスト
内の最初のレコード ID を変数 A に割り当てて、DONE を印刷します。
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO MEMBER.F ELSE PRINT "NOT
OPEN"
SELECT
READNEXT @ID THEN PRINT @ID
*
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ TO SPORT.F ELSE PRINT "NOT OPEN"
SELECT TO 1
READNEXT A FROM 1 THEN PRINT "DONE" ELSE PRINT "NOT"

次のプログラム出力が得られます。
4108
DONE

SELECTE ステートメント
構文
SELECTE TO list.variable

説明
SELECTE ステートメントを使用すると、選択リスト 0 の内容を list.variable に割り当てることができま
す。list.variable が、選択リスト 0 に代わり有効になり、READNEXT ステートメントによって読み取りが
可能になります。

SELECTINDEX ステートメント
構文
SELECTINDEX index [ ,alt.key] FROM file.variable [TO
list.number]

説明
SELECTINDEX ステートメントを使用すると、2 次索引から選択リストを作成できます。
file.variable は、開いているファイルを指定します。
index はファイル内の索引フィールドの名前として評価される式です。index は、索引の作成時に
CREATE.INDEX コマンドで使用されたフィールド名にする必要があります。
list.number は、選択リスト番号として評価される式です。指定できるのは 0 から 10 までの数値で、デフ
ォルトは 0 です。
alt.key は、索引に含まれる代替キーとして評価される式です。alt.key が指定された場合、選択リストは
alt.key で参照されるレコード ID で作成されます。 alt.key が指定されなかった場合、選択リストは索引の
代替キーのすべてから作成されます。
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フィールドに索引が付けられていない場合、選択リストは空になり、STATUS 関数の値は 1 になります。
それ以外では、STATUS 関数は 0 になります。index、alt.key、または file.variable が NULL 値に評価さ
れると、SELECTINDEX ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセー
ジを出力して終了します。

PIOPEN フレーバー
PIOPEN フレーバー・アカウントで SELECTINDEX ステートメントを使用すれば、2 次索引から選択リス
トを作成するのに複製キーを必要としません。他のフレーバーでこの機能を実装するには、$OPTIONS ス
テートメントの PIOPEN.SELIDX オプションを使用します。

例
次の例では、最初の SELECTINDEX がすべてのデータ値をリスト 1 に選択します。2 番目の
SELECTINDEX が STOREDVAL で参照されたレコード ID をリスト 2 に選択します。
OPEN "", "DB" TO FV ELSE STOP "OPEN FAILED"
SELECTINDEX "F1" FROM FV TO 1
EOV = 0
LOOP
SELECTINDEX "F1" FROM FV TO 1
UNTIL EOV DO
SELECTINDEX "F1", STOREDVAL FROM FV TO 2
EOK = 0
LOOP
READNEXT KEY FROM 2 ELSE EOK=1
UNTIL EOK DO
PRINT "KEY IS ":KEY:" STOREDVAL IS ":STOREDVAL
REPEAT
REPEAT
END

SELECTINFO 関数
構文
SELECTINFO (list, key)

説明
SELECTINFO 関数を使用すると、選択リストがアクティブかどうかを確認したり、それに含まれる項目の
個数を確認したりできます。
list は、情報が必要な選択リストの番号として評価される式です。選択リスト数として指定できるのは、0
から 10 までの数値です。
key には、必要な情報のタイプを指定します。次のキーには等式名を使用できます。
IK$SLACTIVE
指定した選択リストがアクティブな場合は 1 を返し、アクティブでない場合は 0 を返します。
IK$SLCOUNT
選択リスト内の項目数を返します。 また選択リストがアクティブでないか、または空の場合は 0
を返します。

等式名
等式名の挿入ファイルが、SELECTINFO キーのために用意されています。 等式名を使用するには、プログ
ラムをコンパイルする時に、疑似命令 $INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.INS.IBAS を指定します。
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例
次の例では、等式名を含む挿入ファイルが、$INCLUDE ステートメントによって挿入されます。条件ステ
ートメントは選択リスト 0 がアクティブかどうかを評価します。
$INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.INS.IBAS
IF SELECTINFO(0,IK$SLACTIVE)
THEN PRINT ’SELECT LIST ACTIVE’
ELSE PRINT ’SELECT LIST NOT ACTIVE’
END

SEND ステートメント
構文
SEND output [:] TO device
{ THEN statements [ ELSE statements ] | ELSE statements }

説明
SEND ステートメントを使用すると、データ・ブロックをデバイスに書き込むことができます。SEND ス
テートメントは、OPENDEV ステートメントまたは OPENSEQ ステートメントを使用して、入出力用に開
かれたデバイスに、データを書き込むために使用できます。
output は device に書き込まれるデータ・ストリングとして評価される式です。output の後にオプションの
コロンが使用されると、終了改行は生成されません。
device は、正常に実行された OPENDEV または OPENSEQ ステートメントの結果による有効なファイル
変数です。これは入出力デバイスへのハンドルであり、SEND ステートメントが処理できるようにデー
タ・ストリームを供給します。
SEND 構文には、THEN 節、ELSE 節の少なくとも一方が指定されている必要があります。 データが正常
に転送されると、SEND ステートメントは THEN 節を実行します。 データが転送されない場合は、ELSE
節を実行します。
output で指定されたデータ・ブロックは、改行の前のデバイスに書き込まれます。SEND 文による処理が
正常に終了すると、プログラムの制御は THEN 節に渡されます (指定されている場合)。 SEND 文による
処理中にエラーが発生すると、プログラムの制御は ELSE 節に渡されます (指定されている場合)。

例
次のコード例では、接続されたデバイスへ一連のメッセージを書き込むための SEND ステートメントの使
用法を示します。
OPENDEV "TTY10" TO TTYLINE ELSE STOP "CANNOT OPEN
TTY10"
LOOP
INPUT MESSAGE
WHILE MESSAGE # "QUIT" DO
SEND MESSAGE TO TTYLINE
ELSE
STOP "ERROR WRITING DATA TO TTY10"
END
REPEAT
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SENTENCE 関数
構文
SENTENCE ( )

説明
SENTENCE 関数は、現在のプロセスを起動したストアード・センテンスを返します。 SENTENCE 関数に
は引数はありませんが、関数であることを示すために括弧は必要です。 SENTENCE 関数は、
@SENTENCE システム変数の同義語です。
プログラム内の PERFORM ステートメントは、システム変数 @SENTENCE を、PERFORM ステートメン
トで指定されたコマンドによって更新します。

例
PRINT SENTENCE()

次のプログラム出力が得られます。
RUN BP TESTPROGRAM

SEQ 関数
構文
SEQ (expression)

説明
SEQ 関数を使用すると、ASCII 文字をそれに対応する数字ストリングに変換できます。
expression は、変換される ASCII 文字として評価されます。expression が NULL 値として評価される場
合、NULL が戻ります。
SEQ 関数は、CHAR 関数の逆です。
NLS モードでは、UNISEQ 関数は x0080 から x00F8 までの Unicode 値を返します。
SEQ 関数を使用して範囲外の文字を変換すると実行時メッセージが表示され、空白ストリングが返されま
す。

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバーでは、SEQ(" ") は、0 ではなく 255 です。IDEAL および
INFORMATION フレーバー・アカウントでは、SEQ(" ") を 255 として解釈させるには、$OPTIONS ステ
ートメントの SEQ.255 オプションを使用します。

例
G="T"
A=SEQ(G)
PRINT A, A+1
PRINT SEQ("G")

次のプログラム出力が得られます。
84
71

85
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SEQS 関数
構文
SEQS (dynamic.array)
CALL -SEQS (return.array, dynamic.array)
CALL !SEQS (return.array, dynamic.array)

説明
SEQS 関数を使用すると、ASCII 文字から構成される動的な配列を、それに対応する数字ストリングに変
換できます。
dynamic.array には、変換される ASCII 文字を指定します。dynamic.array が NULL 値として評価される場
合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメントが NULL 値である場合、そのエレメント
に対して NULL が戻ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
NLS モードでは、UNISEQS 関数は x0080 から x00F8 までの Unicode 値を返します。
SEQS 関数を使用して範囲外の文字を変換すると実行時メッセージが表示され、空白ストリングが返されま
す。

例
G="T":@VM:"G"
A=SEQS(G)
PRINT A
PRINT SEQS("G")

次のプログラム出力が得られます。
84V71
71

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ステートメント
構文
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL level

説明
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ステートメントを使用すると、実行するプログラムに必要なデ
フォルトの分離レベルを設定できます。
注: このステートメントを使用して設定した分離レベルは、他のこのようなステートメントが実行されるま
で効力を残します。これは、セッションのすべてのアクティビティー (InfoSphere DataStage コマンドおよ
び SQL トランザクションを含む) に影響を与えます。
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ステートメントは、トランザクションが存在すると実行されま
せん。 トランザクションが存在する場合に実行すると、ランタイム・エラー・メッセージが表示されてプ
ログラムは失敗し、現在の実行環境で開始されまだコミットされていないトランザクションはロールバック
されます。
level の構文は、次のとおりです。
{n | keyword | expression}
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level は、0 から 4、または以下のキーワードのいずれか 1 つとして評価される式です。
表 55. トランザクションに対する分離レベルの効果
整数

キーワード

このトランザクションへの影響

0

NO.ISOLATION

更新の消失を防止します。1

1

READ.UNCOMMITTED

更新の消失を防止します。

2

READ.COMMITTED

更新の消失とダーティー・リードを防
止します。

3

REPEATABLE.READ

更新の消失、ダーティー・リード、お
よび繰り返し不能な読み取りを防止し
ます。

4

SERIALIZABLE

更新の消失、ダーティー・リード、繰
り返し不能な読み取り、およびファン
トム書き込みを防止します。

1ISOMODE 構成パラメーターが 1 または 2 に設定されている場合は、更新の消失は防止されます。

例
次の例では、デフォルトの分離レベルを 3 に設定した上で分離レベル 4 でトランザクションを開始しま
す。トランザクションが終了すると分離レベルは 3 に戻ります。
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE.READ
PRINT "We are at isolation level 3."
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
PRINT "We are at isolation level 4."
COMMIT WORK
END TRANSACTION
PRINT "We are at isolation level 3"

次の例では、トランザクション・レベルを設定する式を使用します。
PRINT "Enter desired transaction isolation level:":
INPUT TL
SET TRANSACTION LEVEL TL
BEGIN TRANSACTION
.
.
.
END TRANSACTION

SETLOCALE 関数
構文
SETLOCALE (category, value)

説明
NLS モードで SETLOCALE 関数を使用すると、あるカテゴリーに対してロケールを有効または無効にし
たり、その設定を変更したりできます。
category は、UVNLSLOC.H ファイルで定義される以下のトークンのいずれかになります。
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UVLC$ALL
value で指定されたすべてのカテゴリーを設定するか、無効にします。value には、ロケール名、
OFF、または DEFAULT を指定します。value は、そのエレメントがカテゴリーに対応する動的配
列にすることもできます。
UVLC$TIME
Time カテゴリーの設定を行うか、または Time カテゴリーを無効にします。value には、ロケール
名、OFF、または DEFAULT を指定します。
UVLC$NUMERIC
Numeric カテゴリーの設定を行うか、または Numeric カテゴリーを無効にします。value には、ロ
ケール名、OFF、または DEFAULT を指定します。
UVLC$MONETARY
Monetary カテゴリーの設定を行うか、または Monetary カテゴリーを無効にします。value には、
ロケール名、OFF、または DEFAULT を指定します。
UVLC$CTYPE
Ctype カテゴリーの設定を行うか、または Ctype カテゴリーを無効にします。value には、ロケー
ル名、OFF、または DEFAULT を指定します。
UVLC$COLLATE
Collate カテゴリーの設定を行うか、または Collate カテゴリーを無効にします。value には、ロケ
ール名、OFF、または DEFAULT を指定します。
UVLC$SAVE
現在のロケールの状態を上書き保存します。value は無視されます。
UVLC$RESTORE
保存したロケールの状態を復元します。value は無視されます。
value には、そのエレメントがフィールド・マークで指定された動的配列か、ストリング OFF を指定しま
す。配列のエレメント数は 1 個または 5 個です。
v 配列に 1 個のエレメントがある場合、すべてのカテゴリーが、その値に設定されるか、設定されないか
になります。
v 配列のエレメントが 5 個の場合、各エレメントの値は順に、TIME、NUMERIC、MONETARY、
CTYPE、および COLLATE となります。
MD 変換、MR 変換、または ML 変換を行う場合、ロケール情報を使用できるよう、Numeric カテゴリー
および Monetary カテゴリーを設定する必要があります。
SETLOCALE 関数が成功すると、STATUS 関数は 0 を返します。また SETLOCALE 関数が失敗すると、
次のエラー・トークンの中の 1 つを返します。
LCE$NO.LOCALES
InfoSphere DataStage ロケールを使用できません。
LCE$BAD.LOCALE
value が、現在、ロード済みのロケール名でないか、ストリング OFF です。
LCE$BAD.CATEGORY
無効なカテゴリーを指定しました。
LCE$NULL.LOCALE
value に、複数のフィールドが含まれていて、カテゴリーが欠落しています。
BASIC 言語リファレンス

357

エラー・トークンは UVNLSLOC.H ファイルで定義されます。

例
次の例では、ロケールのすべてのカテゴリーを FR-FRENCH に設定します。
status = SETLOCALE(UVLC$ALL,"FR-FRENCH")

次の例では、現在のロケールを保存します。 これは、SAVE.LOCALE コマンドを実行することに相当しま
す。
status = SETLOCALE(UVLC$SAVE,"")

次の例では、Monetary カテゴリーを DE-GERMAN に設定します。
status = SETLOCALE(UVLC$MONETARY,"DE-GERMAN")

次の例では、Monetary カテゴリーを無効にします。 InfoSphere DataStage は、Monetary カテゴリーのみに
対してロケールがないように動作します。
status = SETLOCALE(UVLC$MONETARY,"OFF")

次の例では、すべてのカテゴリーに対してロケールを無効にします。
status = SETLOCALE(UVLC$ALL,"OFF")

次の例では、以前保存したロケールの設定を復元します。
status = SETLOCALE(UVLC$RESTORE,"")

SETREM ステートメント
構文
SETREM position ON dynamic.array

説明
SETREM ステートメントを使用すると dynamic.array 内の削除ポインターを position で指定された位置に
設定できます。
position は、ポインターを前方に移動させるバイト数として評価される式です。これが、dynamic.array の
長さより大きい場合、dynamic.array の長さが使用されます。また数値が 0 より小さい場合、0 をその数値
として用います。
dynamic.array は、ストリングとして評価される変数にする必要があります。ストリングと評価されない場
合は、データ・タイプが不正であるという警告が発生します。
ポインターが、システム区切り文字の後の最初の文字を指さない場合、後続の REMOVE 文と
REVREMOVE 文は以下のように動作します。
v REMOVE 文は、ポインターから次の区切り文字までのサブストリングを返します。
v REVREMOVE 文は、直前の区切り文字からポインターまでのサブストリングを返します。
NLS が有効で、マルチバイト文字セットを使用する場合、GETREM 関数を使用して、position が文字の先
頭にあるかを確認できます。
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例
DYN = "THIS":@FM:"HERE":@FM:"STRING"
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
A = GETREM(DYN)
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT VAR
SETREM A ON DYN
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT VAR

次のプログラム出力が得られます。
HERE
HERE

SIN 関数
構文
SIN (expression)

説明
SIN 関数は式のサインを返します。expression は、度数で表現される角度を表します。数値が 1E17 を超え
ると警告メッセージが表示され、0 が返されます。 expression が NULL 値として評価される場合、NULL
が戻ります。

例
PRINT SIN(45)

次のプログラム出力が得られます。
0.7071

SINH 関数
構文
SINH (expression)

説明
SINH 関数を使用すると、expression の双曲線サインを返すことができます。expression は、数値にする必
要があり、度数で表現される角度を表します。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻
ります。

例
PRINT "SINH(2) = ":SINH(2)

次のプログラム出力が得られます。
SINH(2) = 3.6269

SLEEP ステートメント
構文
SLEEP [seconds]
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説明
SLEEP ステートメントを使用すると、指定した秒数だけ BASIC プログラムの実行を一時的に停止できま
す。
seconds は、一時停止する秒数として評価される式です。seconds が指定されない場合、値 1 が使用されま
す。seconds が NULL 値として評価される場合、無視されて 1 が使用されます。

例
次の例では、プログラムを 3 秒間停止したあと、SLEEP ステートメントの次にあるステートメントを実行
します。EXECUTE ステートメントは画面を消去します。
PRINT "STUDY THE FOLLOWING SENTENCE CLOSELY:"
PRINT
PRINT
PRINT "There are many books in the"
PRINT "the library."
SLEEP 3
EXECUTE ’CS’
PRINT "DID YOU SEE THE MISTAKE?"

次のプログラム出力が得られます。
STUDY THE FOLLOWING SENTENCE CLOSELY:
There are many books in the
the library.
DID YOU SEE THE MISTAKE?

SMUL 関数
構文
SMUL (string.number.1, string.number.2)

説明
SMUL 関数は、2 つのストリング数で乗算を実行し、結果をストリング数で返します。この関数は、スト
リングまたはストリング数値が有効であっても標準的数値が有効とは限らない任意の式で使用できます。そ
うした式は、ストリング数値が標準的算術演算子の処理範囲を超える可能性があるために生じます。
ストリング数には、任意の数値またはストリング数を使用できます。
どちらかのストリング数に非数値のデータが含まれていると、エラー・メッセージが生成されてその数には
0 が使用されます。 いずれかのストリング数が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

例
X = "5436"
Y = "234"
Z = SMUL (X,Y)
PRINT Z

次のプログラム出力が得られます。
1272024
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SOUNDEX 関数
構文
SOUNDEX (expression)

説明
SOUNDEX 関数は、expression を評価して、音声コードの前の入力ストリング内で最も重要な文字を返し
ます。英字でない文字は無視されます。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻りま
す。
この関数はサウンデクス・アルゴリズム (RetrieVe の SAID キーワードで使用したものと同じ) を使用し
て、入力したストリングを解析します。 サウンデクス・アルゴリズムは、アルファベット・ストリングの
先頭 1 文字とそれに続く 3 桁の音声コードを返します。

例
ソース行
プログラム出力
DATA "MCDONALD", "MACDONALD", "MACDOUGALL" FOR I=1 TO 3 INPUT CUSTOMER
PHONETIC.CODE=SOUNDEX(CUSTOMER) PRINT PHONETIC.CODE NEXT
?MCDONALD
M235
?MACDONALD
M235
?MACDOUGALL
M232

SPACE 関数
構文
SPACE (expression)

説明
SPACE 関数は、ブランク・スペースから構成されるストリングを返します。expression には、ストリング
内のスペース数を指定します。 expression が NULL 値として評価されると、SPACE 関数は正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
生成できるブランク・スペースの個数に制限はありません。

例
PRINT "HI":SPACE(20):"THERE"
*
*
VAR=SPACE(5)
PRINT "TODAY IS":VAR:OCONV(DATE(),"D")

次のプログラム出力が得られます。
HI
TODAY IS

THERE
18 JUN 1992
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SPACES 関数
構文
SPACES (dynamic.array)
CALL -SPACES (return.array, dynamic.array)
CALL !SPACES (return.array, dynamic.array)

説明
SPACES 関数は、ブランク・スペースをエレメントとする動的な配列を返します。dynamic.array には、各
エレメント内のスペース数を指定します。dynamic.array または dynamic.array のいずれかのエレメントが
NULL 値に評価されると、SPACES 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセー
ジを出力して終了します。
使用できるメモリーの範囲内であれば、生成できるスペースの個数に制限はありません。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

SPLICE 関数
構文
SPLICE (array1, expression, array2)
CALL -SPLICE (return.array, array1, expression, array2)
CALL !SPLICE (return.array, array1, expression, array2)

説明
SPLICE 関数を使用すると、2 つの動的配列をエレメントごとに連結して、新しい動的配列を作成できま
す。連結されたエレメントは、expression の値によって区切られます。
array1 の各エレメントは、expression と、対応する array2 のエレメントとで連結されます。結果は、新し
い動的な配列の対応するエレメントに返されます。 1 つの動的配列のエレメントに対応するエレメントが
他の動的配列にない場合、そのエレメントは expression と適切に連結されて返されます。対応する一組の
エレメントのどちらかが NULL 値である場合、そのエレメントについては NULL が返されます。
expression が NULL 値として評価される場合、動的配列全体に NULL が戻ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A="A":@VM:"B":@SM:"C"
B="D":@SM:"E":@VM:"F"
C=’-’
PRINT SPLICE(A,C,B)

次のプログラム出力が得られます。
A-DS-EVB-FSC-

SQRT 関数
構文
SQRT (expression)
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説明
SQRT 関数を使用すると、expression の平方根を返すことができます。expression は、0 以上の数値として
評価される必要があります。expression が、負の値として評価されると、関数の結果は SQRT(-n) になり、
エラー・メッセージが印刷されます。expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。

例
A=SQRT(144)
PRINT A
*
PRINT "SQRT(45) IS ":SQRT(45)

次のプログラム出力が得られます。
12
SQRT(45) IS 6.7082

SQUOTE 関数
構文
SQUOTE (expression )
CALL !SQUOTE ( quoted.expression, expression )

説明
SQUOTE 関数を使用すると、式を一重引用符で囲むことができます。 expression が NULL 値として評価
される場合、引用符も付かず NULL が戻ります。
quoted.expression は引用符付きストリングです。
expression は入力ストリングです。

例
PRINT SQUOTE(12 + 5) : " IS THE ANSWER."
END

次のプログラム出力が得られます。
’17’ IS THE ANSWER.

SSELECT ステートメント
構文
SSELECT [variable] [TO list.number] [ON ERROR statements]
SSELECTN [variable] [TO list.number] [ON ERROR statements]
SSELECTV [variable] TO list.variable [ON ERROR statements]

説明
SSELECT ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイルか動的配列から、レコード ID の
番号付きの選択リストをソート順で作成できます。そして、後続の (リストから一度に 1 つのレコード ID
を削除する) READNEXT ステートメントによって、この選択リストにアクセスできます。
variable には、動的な配列かファイル変数を指定できます。動的な配列を指定する場合は、レコード ID を
フィールド・マーク (ASCII 254) で分割する必要があります。 variable に、ファイル変数を指定する場
合、ファイル変数は前に開いておく必要があります。variable が指定されていない場合、デフォルトのファ
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イルとみなされます (デフォルトのファイルについて詳しくは、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。ファイルがアクセス可能でなかったり開いていない場合、あるいは variable が NULL 値として評価
された場合、SSELECT ステートメントは正しく実行されず、プログラムはランタイム・エラー・メッセー
ジを出力して終了します。
ファイルが SQL 表である場合、プログラムの実効ユーザーは、ファイル内のレコードを読み取るための
SQL SELECT 権限が必要です。プログラムの実効ユーザーについては、AUTHORIZATION ステートメン
トを参照してください。
分離レベル 4 (シリアライズ可能) で実行中のトランザクション内に SSELECT ステートメントがある場合
は、ファイル・ロックを使用する必要があります。 これによってファントム読み取りが防止されます。
TO 節は、使用される選択リストを指定します。list.number は、0 から 10 の整数です。list.number が指定
されない場合、選択リスト 0 が使用されます。
リストは、ファイル内にある全レコードのレコード ID で成り立っています。 レコード ID は、昇順にリ
ストされています。各レコード ID は、リスト中の 1 つのエントリーです。
しばしば、保存した順序とは違う順序に並べたレコード ID がリストされた選択リストや、ある特定の基
準で選択したレコード ID のサブセットがリストされた選択リストが必要になることがあります。これを
行う場合、BASIC EXECUTE ステートメントで SELECT ステートメントまたは SSELECT コマンドを使
用します。READNEXT ステートメントによるリストの処理は、リストの作成方法によって変わることはあ
りません。
SSELECTV ステートメントを使用すると、番号付き選択リストではなく名前付きリスト変数に選択リスト
を格納できます。list.variable は、有効変数名として評価される式です。これは、PICK、REALITY、および
IN2 フレーバー・アカウントで SSELECT ステートメントを使用した場合のデフォルトの動作です。
$OPTIONS ステートメントの VAR.SELECT オプションを使用しても、SSELECT ステートメントを、
PICK、REALITY、および IN2 フレーバー・アカウントでの動作と同じにすることができます。
NLS モードでロケールが有効な場合、SSELECT 文は現在のロケールの照合規則を使用して、照合順序を
決定します。

ON ERROR 節
SSELECT 文では ON ERROR 節をオプションで使用できます。 ON ERROR 節を使用すると、SSELECT
ステートメントの処理中に致命的エラーが発生した場合のプログラムの終了に、代わりの方法を指定できま
す。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
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v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

PICK、REALITY、および IN2 フレーバー
PICK、REALITY、または IN2 フレーバー・アカウントでの SSELECT 文の構文は次のとおりです。
SSELECT[V] [variable] TO list.variable
SSELECTN [variable] TO list.number

SSELECT ステートメントまたは SSELECTV ステートメントを使用すると、選択リストを作成してそれを
名前付きリスト変数に格納できます。リスト変数を使用してできる唯一有用な点は、READNEXT ステート
メントを使用して選択リストの次のエレメントを読み取れるということです。
SSELECTN ステートメントを使用すると、番号付き選択リストに選択リストを保存できます。list.number
は 0 から 10 の数値として評価される式です。$OPTIONS ステートメントの -VAR.SELECT オプション
を使用しても、SSELECT ステートメントを、IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウントで
の動作と同じにすることができます。

例
次の例では、ファイル SUN.MEMBER をファイル変数 MEMBER.F に開き、レコード ID のアクティブに
ソートした選択リストを作成します。READNEXT ステートメントは選択リスト内の最初のレコード ID を
変数 @ID に割り当てて、それを印刷します。次に、ファイル SUN.SPORT がファイル変数 SPORT.F に
開かれ、レコード ID のソートされた選択リストが、選択リスト 1 として保存されます。READNEXT ス
テートメントは選択リスト内の最初のレコード ID を変数 A に割り当てて、DONE を印刷します。
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE PRINT "NOT OPEN"
SSELECT
READNEXT @ID THEN PRINT @ID
*
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ ELSE PRINT "NOT OPEN"
SSELECT TO 1
READNEXT A FROM 1 THEN PRINT "DONE" ELSE PRINT "NOT"

次のプログラム出力が得られます。
0001
DONE

SSUB 関数
構文
SSUB (string.number.1, string.number.2)

説明
SSUB 関数を使用すると、string.number.2 を string.number.1 から減算して、結果をストリング数で返すこ
とができます。この関数は、ストリングまたはストリング数値が有効であっても標準的数値が有効とは限ら
ない任意の式で使用できます。そうした式は、ストリング数値が標準的算術演算子の処理範囲を超える可能
性があるために生じます。
ストリング数には、任意の数値またはストリング数を使用できます。
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どちらかのストリング数に非数値データがある場合は、エラー・メッセージが生成されて、非数値データが
0 で置き換えられます。 いずれかのストリング数が NULL 値として評価される場合、NULL が戻りま
す。

例
X = "123456"
Y = "225"
Z = SSUB (X,Y)
PRINT Z

次のプログラム出力が得られます。
123231

STATUS 関数
構文
STATUS ( )

説明
STATUS 関数を使用すると、特定の文および関数によって実行される操作の結果を判別できます。
STATUS 関数には必ず丸カッコを付けて、ユーザー命名の変数として存在しうる STATUS から区別され
るようにしてください。 ただし、この STATUS 関数に引数は不要です。
次の節では、STATUS 関数の値について説明します。
BSCAN ステートメント の後。
0

左端または右端のリーフ・ノードを超えてスキャンが行われました。ID.variable と rec.variable が
空白ストリングに設定されています。

1

スキャンによって、既存のレコード ID、または record に一致するレコード ID が返されました。

2

スキャンが、record と一致しないレコード ID を返しました。 ID.variable は、スキャンの方向に
よって、B ツリーでの次または前のレコード ID です。

3

ファイルが B ツリー (タイプ 25) ファイルでないか、USING 節が使用されている場合は、ファイ
ルにアクティブな 2 次索引がありません。

4

indexname がありません。

5

seq が A または D と評価されません。

6

indexname で指定されている索引が作成される必要があります。

10

内部エラーが検出されました。

DELETE ステートメントの後。
ON ERROR 節を指定した DELETE ステートメントの後に、返される値はエラー番号です。
FILEINFO 関数の後。
FILEINFO 関数が正常に実行された後に、STATUS は 0 を返します。関数が実行に失敗すると STATUS
はゼロ以外の値を返します。詳細については、FILEINFO 関数を参照してください。
FILELOCK ステートメントの後。
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LOCKED 節を指定した FILELOCK ステートメントの後に、返される値は、競合ロックを持つユーザーの
端末番号です。
FMT 関数の後。
0

変換が成功しました。

1

引数として渡されたストリング式が無効です。NLS が有効な場合。提供されたデータは変換できま
せん。

2

関数に引数として渡された変換コードが無効です。

GET ステートメントまたは GETX ステートメントの後。
0

タイムアウト期限を過ぎました。

ゼロ以外の任意の値
デバイス入力エラーが発生しました。
ICONV または OCONV 関数の後。
0

変換が成功しました。

1

引数として関数に渡されたストリング式が、渡された変換コードでは変換できません。 関数の値
として空白ストリングが返されます。

2

関数に引数として渡された変換コードが無効です。 関数の値として空白ストリングが返されま
す。

3

無効であるかもしれない日付が正常に変換されました。

INPUT @ ステートメントの後。
ステートメントが Return で完了された場合、0 が戻ります。ステートメントがトラップされたキーで完
了された場合、トラップ番号が返されます (INPUT@ ステートメントおよび KEYTRAP ステートメントを
参照)。
MATWRITE、WRITE、WRITEU、WRITEV、または WRITEVU ステートメントの後。
0

レコードは処理の前にロックされています。

3

NLS モードで、マップできない文字がレコード ID にあります。

4

NLS モードで、マップできない文字がレコードのデータにあります。

-2

レコードは処理の前にロック解除されています。

-3

レコードは SQL 保全チェックに失敗しました。

-4

レコードはトリガー・プログラムに失敗しました。

-6

サブシステムがシャットダウンされる間の、パブリッシュされたファイルの書き込みに失敗しまし
た。

-4

レコードが SQL トリガーによって拒否されました。

OPEN、OPENCHECK、OPENPATH、または OPENSEQ ステートメントの後。
ファイルが正常に開かれた場合、ファイル・タイプが返されます。ファイルが正常に開かない場合、次の値
が返される可能性があります。
値

説明
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-1

ファイル名が VOC ファイルにありませんでした。

-21

ファイル名またはファイルが NULL です。

-3

ディレクトリー内の InfoSphere DataStage ファイルへのアクセス権がないと、オペレーティング・
システム・アクセス・エラーが発生します。このエラーは、例えば、タイプ 1 またはタイプ 30
のファイルにアクセスしようとしたときに発生する可能性があります。

-41

オペレーティング・システムの権限を持っていなかったり、タイプ 30 ファイルの DATA.30 がな
い場合は、アクセス・エラーが表示されます。

-5

オペレーティング・システムが読み取りエラーを検出しました。

-6

ロック・ファイル・ヘッダーをロック解除できません。

-7

プラットフォームに対して無効なファイル改訂または誤ったバイトオーダー処理がありました。

-81
-9

1

無効なパート・ファイル情報が存在します。
分散ファイルに無効なタイプ 30 ファイル情報が存在します。

-10

ウォーム・スタート・リカバリー中、ファイルがロールフォワードされている間に問題が発生しま
した。このため、このファイルは"inconsistent"とマークされます。

-11

このファイルはビューです。このため、BASIC プログラムで開くことはできません。

-12

この表を開くための SQL 権限がありません。

-131

索引に問題があります。

-14

この NFS ファイルを開けません。

1

さまざまな理由で起きる可能性のある一般エラー。

READ ステートメントの後。
ファイルが分散ファイルである場合、STATUS 関数は次の値を返します。
-1

パーティショニング・アルゴリズムの評価が整数になりません。

-2

パート番号が無効です。

READBLK ステートメントの後。
0

読み取りが正常に完了しました。

1

ファイルの終わりに達したか、渡されたバイトの個数が 0 以下です。

2

タイムアウトで読み取りが終わりました。

-1

ファイルは読みとりのために開かれてはいません。

READL、READU、READVL、または READVU ステートメントの後。
ステートメントに LOCKED 節が含まれている場合、戻り値は、WHO コマンドで返されるのと同様に、ロ
ックを設定したユーザーの端末番号です。
NLS モード: 結果は、以下によって異なります。
v ON ERROR 節の有無
v uvconfig ファイル内の NLSREADELSE パラメーターの設定
v マップ不可文字の位置
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.
3

マップ不可文字はレコード ID にあります。

4

マップ不可文字はレコードのデータにあります。

READSEQ ステートメントの後。
0

読み取りが正常に完了しました。

1

ファイルの終わりに達したか、渡されたバイトの個数が 0 以下です。

2

タイムアウトで読み取りが終わりました。

-1

ファイルは読みとりのために開かれてはいません。

READT、REWIND、WEOF、または WRITET ステートメントの後。
ステートメントに ELSE 節がある場合、戻り値は 1 です。ELSE 節がない場合は 0 が返されます。
RPC.CALL、RPC.CONNECT、または RPC.DISCONNECT 関数の後。
81001

不明な理由によって接続が閉じられました。

81002

connection.ID が、有効なバウンド接続に一致しません。

81004

伝送パケットに引数を保存しようとしてエラーが発生しました。

81005

RPC バージョンの不一致のためにプロシージャーへアクセスが拒否されました。

81007

サーバーがこれ以上クライアントを受容できないために、接続が拒否されました。

81008

arg.list 内の無効なパラメーターのためにエラーが発生しました。

81009

不明な RPC エラーが発生しました。

81010

#args が、リモート・マシン上の期待された引数の数に一致しません。

81011

ホストが、ローカルの /etc/hosts ファイル内に見つかりませんでした。

81012

リモートの dsrpcd が、プロセスをフォークできなかったため、サービスを開始できません。

81013

リモートの dsrpcservices ファイルが開けません。

81014

サービスが、リモートの dsrpcservices ファイル内にありませんでした。

81015

サーバーからの応答を待機している間にタイムアウトが発生しました。

SETLOCALE 関数の後。
SETLOCALE 関数が成功すると、STATUS 関数は 0 を返します。また SETLOCALE 関数が失敗すると、
次のエラー・トークンの中の 1 つを返します。
LCE$NO.LOCALES
InfoSphere DataStage ロケールを使用できません。
LCE$BAD.LOCALE
指定されたロケール名がロードされていないか、ストリングが OFF です。
LCE$BAD.CATEGORY
無効なカテゴリーを指定しました。
LCE$NULL.LOCALE
指定したロケールに複数のフィールドが含まれていて、カテゴリーが欠落しています。
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例
ソース行
プログラム出力
OPEN '','EX.BASIC' TO FILE ELSE STOP PRINT 'STATUS() IS ':STATUS() Q=123456
Q=OCONV(Q,"MD2") PRINT 'STATUS() IS ':STATUS() Q='ASDF' Q=OCONV(Q,"D2/") PRINT
'STATUS() IS ':STATUS()
STATUS() IS 1
STATUS() IS 0
STATUS() IS 1

STATUS ステートメント
構文
STATUS dynamic.array FROM file.variable{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
STATUS ステートメントを使用して、開いているファイルのステータスを判別できます。 STATUS ステ
ートメントは、動的配列としてファイル状況を返し、それを dynamic.array に割り当てます。
次の表に、STATUS ステートメントで返される動的な配列の値を示します。
表 56. STATUS ステートメントの値
フィールド

格納される値

説明

1

ファイル内の現行位置

ファイル先頭からのオフセット (バイ
ト単位)。

2

ファイルの終わり

EOF であれば 1、そうでない場合は
0。

3

ファイル・アクセスでのエラー

エラーであれば 1、そうでない場合は
0。

4

読み取り可能なバイトの数

5

ファイル・モード

権限 (8 進数へ変換)。
Windows。これは、C ランタイム・
ライブラリーによって、フル
Windows ACL フォーマットから変換
された UNIX owner-group-other フォ
ーマットです。

6

ファイル・サイズ

バイト単位。

7

ハードリンクの数

リンクがない場合は 0。
Windows。この値は、NTFS パーティ
ションでなければ常に 1、NTFS パー
ティションであれば> 0。

オーナーのユーザー ID

8

UNIX。 /etc/passwd に割り当てられ
た数値です。
Windows。これはユーザー名とユーザ
ーのドメインを基にした疑似ユーザー
ID です。
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表 56. STATUS ステートメントの値 (続き)
フィールド

格納される値

説明

9

オーナーのグループ ID

UNIX。 /etc/passwd に割り当てられ
た数値です。
Windows。この値は常に 0。

10

I ノード番号

ファイル・システム上の固有 ID で
す。Windows での値は、ファイルに
対する i ノードの Pelican 内部バー
ジョンです。動的ファイルの場合、i
ノード番号は動的ファイルのコンポー
ネントを保持しているディレクトリー
の番号です。

11

i ノードがあるデバイス

デバイスの数。 値は、Windows で内
部的に計算された値です。

12

特殊文字またはブロック用のデバイ
ス。

デバイスの数。 値は、Windows 上の
ファイルを含むディスクのドライブ番
号です。

13

最終アクセスの時刻

内部フォーマットでの時刻。

14

最終アクセスの日付

内部フォーマットでの日付。

15

最終変更の時刻

内部フォーマットでの時刻。

16

最終修正日

内部フォーマットでの日付。

17

最後のステータス変更の時刻および日 内部フォーマットでの時刻および日
付
付。 Windows では、ファイルが作成
された時間です。

18

最後のステータス変更の日付。

19

出力キューに残されているバイトの数
(端末にだけ該当)

20

オペレーティング・システムのファイ ファイルにアクセスするのに使用され
ル名
る内部パス名。

21

ファイル・タイプ

ファイル・タイプ 1-19、25、または
30 が対象。

22

InfoSphere DataStage ファイル・モジ
ュロ

ファイル・タイプ 2-18 だけが対象。

23

InfoSphere DataStage ファイル分離

ファイル・タイプ 2-18 だけが対象。

24

分散ファイルに属するパート・ファイ 複数値リスト。ファイルがパート・フ
ルのパート番号
ァイルであれば、このフィールドには
パート番号が格納され、フィールド
25 は空になります。

25

分散ファイルに属するパート・ファイ 複数値リスト。ファイルがパート・フ
ルのパス名
ァイルであれば、このフィールドは空
です。

26

分散ファイルに属するパート・ファイ 複数値リスト。ファイルがパート・フ
ルのファイル名。
ァイルであれば、このフィールドは空
です。

内部フォーマットでの日付。
Windows で、ファイルが作成された
日付です。
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表 56. STATUS ステートメントの値 (続き)
フィールド

格納される値

説明

27

絶対パス名

ファイルの絶対パス名。Windows で
は、使用できる場合、値は UNC 共有
名で始まります。使用できない場合、
ドライブ名で始まります。

28

1 から 7 までの整数

SQL ファイル権限:
1 書き込みだけ
2 読み取りだけ
3 読み取り / 書き込み
4 削除だけ
5 削除 / 書き込み
6 削除 / 読み取り
7 削除 / 読み取り / 書き込み
SQL 表であれば 1、そうでなければ
0 です。 ファイルがビューである場
合、この STATUS ステートメントは
失敗します。 (列ごとの情報は返され
ません)。

29

ユーザー名

30

ファイルのオーナーのユーザー名。

file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が NULL 値として評価されると、
STATUS ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終
了します。
STATUS 配列が dynamic.array に割り当てられると、THEN 文が実行され、ELSE 文は無視されます。
THEN ステートメントが存在しない場合、プログラムは続けて次のステートメントを実行します。 配列の
割り当てが失敗した場合、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は無視されます。

例
OPENSEQ ’/etc/passwd’ TO test THEN PRINT "File
Opened" ELSE ABORT
STATUS stat FROM test THEN PRINT stat
field5 = stat<5,1,1>
field6 = stat<6,1,1>
field8 = stat<8,1,1>
PRINT "permissions:": field5
PRINT "filesize:": field6
PRINT "userid:": field8
CLOSESEQ test

次のプログラム出力が得られます。
File Opened
0F0F0F4164F33188F4164F1F0F2F2303F
F0F/etc/passwdF0F0F0
permissions:33188
filesize:4164
userid:0
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0F6856F59264F6590F42496F6588F42496F6588

STOP ステートメント
構文
STOP [expression]
STOPE [expression]
STOPM [expression]

説明
STOP ステートメントを使用すると、プログラム実行を終了してシステム制御を呼び出し環境に戻すことが
できます。環境には、メニュー、パラグラフ、他の BASIC プログラム、または InfoSphere DataStage コマ
ンド・プロセッサーがあります。
expression が指定される場合、STOP ステートメントが実行される前に、その値が表示されます。expression
が NULL 値として評価される場合、何も印刷されません。
すべてのプロセスを終了して、コマンド・レベルに戻るには、ABORT ステートメントを使用します。
プログラムが中止した場合に ERRMSG ファイルからフォーマットされたエラー・メッセージを表示する
には、ERRMSG ステートメントを使用します。

STOPE および STOPM 文
STOPE ステートメントは、エラー・メッセージのために、expression で指定されたテキストを使用する代
わりに、ERRMSG ファイルを使用します。STOPM ステートメントは ERRMSG ファイル内のメッセージ
ではなく、expression で指定されたテキストを使用します。STOPE ステートメント内の expression が
NULL 値と評価された場合、デフォルトのエラー・メッセージが印刷されます。
Message ID is NULL: undefined error

PICK、IN2、および REALITY フレーバー
PICK、IN2、および REALITY フレーバー・アカウントでは、STOP ステートメントは、エラー・メッセ
ージのために、expression で指定されたテキストを使用する代わりに、ERRMSG ファイルを使用します。
$OPTIONS ステートメントの STOP.MSG オプションを使用すると、IDEAL フレーバー・アカウントと
INFORMATION フレーバー・アカウントで、この動作を取得できます。

例
PRINT "1+2=":1+2
STOP "THIS IS THE END"

次のプログラム出力が得られます。
1+2=3
THIS IS THE END

STORAGE ステートメント
構文
STORAGE arg1 arg2 arg3

説明
STORAGE ステートメントは関数を実行しません。 ほかの Pick システムとの互換性のために提供されて
います。
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STR ステートメント
構文
STR (string, repeat)

説明
STR 関数を使用すると、特定の文字ストリングの繰り返しを指定回数分だけ作成できます。
string は、生成されるストリングとして評価される式です。
repeat は、string が繰り返される回数として評価される式です。repeat が、正整数に切り捨てできる値とし
て評価されない場合、空白ストリングが戻ります。
string が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。repeat が NULL 値として評価されると、
STR 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
PRINT STR(’A’,10)
*
X=STR(5,2)
PRINT X
*
X="HA"
PRINT STR(X,7)

次のプログラム出力が得られます。
AAAAAAAAAA
55
HAHAHAHAHAHAHA

STRS 関数
構文
STRS (dynamic.array, repeat)
CALL -STRS (return.array, dynamic.array, repeat)
CALL !STRS (return.array, dynamic.array, repeat)

説明
STRS 関数を使用すると、dynamic.array の各エレメントを指定した回数だけ繰り返したものを含む動的配
列を作成できます。
dynamic.array は生成されるストリングとして評価される式です。
repeat は、エレメントが繰り返される回数として評価される式です。これが、正整数に切り捨てできる値
として評価されない場合、dynamic.array に対して空白ストリングが戻ります。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメ
ントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL が戻ります。repeat が NULL 値として評
価されると、STRS 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了
します。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
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例
ABC="A":@VM:"B":@VM:"C"
PRINT STRS(ABC,3)

次のプログラム出力が得られます。
AAAVBBBVCCC

SUBR 関数
構文
SUBR (name, [argument [ ,argument ... ] ] )

説明
SUBR 関数を使用すると、外部サブルーチンの値を返すことができます。 SUBR 関数は一般に I 記述子
で使用されます。
name は実行されるサブルーチンの名前として評価される式です。このサブルーチンは、ローカル・カタロ
グまたはシステム・カタログとしてカタログされるか、呼び出し側プログラムと同じオブジェクト・ファイ
ルにあるレコードである必要があります。name が NULL 値として評価されると、SUBR 関数は正しく実
行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
argument は、その値がサブルーチンに渡される変数名として評価される式です。サブルーチンへは 254 個
までの変数を渡すことができます。
SUBR 関数で呼び出されるサブルーチンは、特別な構文である必要があります。サブルーチンを定義する
SUBROUTINE ステートメントでは、最初のパラメーターにダミー変数を指定する必要があります。このサ
ブルーチンが実行を終了する時点で、サブルーチンの値はダミー変数の値になります。 SUBROUTINE ス
テートメントにこうしたダミーのパラメーターがあるため、SUBR 関数では SUBROUTINE ステートメン
トにあるパラメーターの個数よりも引数を 1 個少なく指定する必要があります。 言い換えれば、SUBR
関数が先頭のダミーのパラメーターを通じてサブルーチンへ引数を渡すことは一切ありません。 SUBR 関
数によって渡される引数は SUBROUTINE ステートメントの 2 番目のパラメーターによって参照され、以
降も順々に参照されていくという形です。

例
次の例ではグローバルにカタログされたサブルーチン *TEST を使用します。
OPEN "","SUN.MEMBER" TO FILE ELSE STOP "CAN’T OPEN
DD"
EXECUTE "SELECT SUN.MEMBER"
10*
READNEXT KEY ELSE STOP
READ ITEM FROM FILE,KEY ELSE GOTO 10
X=ITEM<7> ;* 年を含むファイルの属性 7
Z=SUBR("*TEST",X)
PRINT "YEARS=", Z
GOTO 10

次はサブルーチン TEST です。
SUBROUTINE TEST(RESULT,X)
DATE=OCONV(DATE(),"D2/")
YR=FIELD(DATE,’/’,3)
YR=’19’:YR
RESULT=YR-X
RETURN
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次のプログラム出力が得られます。
15 records selected to Select List #0
YEARS= 3
YEARS= 5
YEARS= 2
YEARS= 6
YEARS= 1
YEARS= 0
YEARS= 0
YEARS= 1
YEARS= 4
YEARS= 6
YEARS= 1
YEARS= 2
YEARS= 7
YEARS= 1
YEARS= 0

SUBROUTINE ステートメント
構文
SUBROUTINE [name] [ ( [MAT] variable [ , [MAT] variable ... ] ) ]

説明
SUBROUTINE ステートメントを使用すると、外部サブルーチンを識別できます。 SUBROUTINE ステー
トメントは、サブルーチン内でコメント行ではない最初の行にする必要があります。各外部サブルーチンに
は、SUBROUTINE ステートメントを 1 つだけ含めることができます。
外部サブルーチンは、タスクを実行するための、分離プログラムか、または、他のプログラムかサブルーチ
ン (呼び出し側プログラム と呼ばれる) で実行できる一連の文です。外部サブルーチンは、ほかのプログ
ラムで呼び出し可能になるためには、コンパイルおよびカタログされる必要があります。
SUBROUTINE ステートメントでは、ドキュメンテーションの目的でサブルーチン名を指定できます。この
サブルーチン名は、プログラム名や呼び出し用の名前と同じでなくともかまいません。CALL ステートメ
ントは、サブルーチンを名前で参照します。この名前は、カタログ、VOC ファイル、またはオブジェク
ト・ファイルにあります。
variables は、呼び出し側プログラムとサブルーチンの間で値を渡すために、サブルーチンで使用される変
数です。配列を渡すには、配列名の前にキーワード MAT が来るようする必要があります。外部サブルー
チンを呼び出すとき、CALL ステートメントには変数を SUBROUTINE ステートメントに指定されている
のと同じ個数だけ指定する必要があります。詳しくは、CALL ステートメントを参照してください。

例
次の SUBROUTINE 文では、3 つの変数 EM、GROSS、および TAX が指定され、それらの値が呼び出し
側プログラムによってサブルーチンへ渡されます。
SUBROUTINE ALONE(EM, GROSS, TAX)
SUBROUTINE STATE(EM,GROSS,TAX)
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SUBS 関数
構文
SUBS (array1, array2)
CALL -SUBS (return.array, array1, array2)
CALL !SUBS (return.array, array1, array2)

説明
SUBS 関数を使用すると、2 つの動的な配列をエレメントごとに対応させて減算を実行した結果の動的な配
列を作成できます。
array2 の各エレメントが、array1 の対応するエレメントから減算されて、結果が新規動的配列の対応する
エレメントに返されます。
一方の動的な配列のエレメントと対応するエレメントが他方の動的な配列にない場合、欠けているエレメン
トは 0 として評価されます。対応するエレメントのペアのどちらか一方が NULL 値である場合は、その
エレメントについて NULL が返されます。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。

例
A=2:@VM:4:@VM:6:@SM:18
B=1:@VM:2:@VM:3:@VM:9
PRINT SUBS(A,B)

次のプログラム出力が得られます。
1V2V3S18V-9

SUBSTRINGS 関数
構文
SUBSTRINGS (dynamic.array, start, length)
CALL -SUBSTRINGS (return.array, dynamic.array, start, length)
CALL !SUBSTRINGS (return.array, dynamic.array, start, length)

説明
SUBSTRINGS 関数を使用すると、そのエレメントのそれぞれが dynamic.array の対応エレメントのサブス
トリングである動的配列を作成できます。
start は、サブストリングに含まれる各エレメントの先頭文字の位置を示します。start が 0 または負の数
値の場合、開始位置は 1 とみなされます。start がエレメント内の文字数より大きい場合は、空白ストリン
グが戻ります。
length には、サブストリングの合計長を指定します。 length が 0 か負の数値の場合、空白ストリングが戻
ります。start と length の合計がエレメントより大きい場合、サブストリングはエレメントの最後の文字で
終了します。
dynamic.array のエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL 値が戻ります。start
または length が NULL 値として評価されると、SUBSTRINGS 関数は正しく実行されずプログラムはラン
タイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
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例
A="ABCDEF":@VM:"GH":@SM:"IJK"
PRINT SUBSTRINGS(A,3,2)

次のプログラム出力が得られます。
CDVSK

SUM 関数
構文
SUM (dynamic.array)

説明
SUM 関数を使用すると、数値データの合計を計算できます。動的な配列の最も低い区切りレベルにあるエ
レメントだけが合計されます。合計は、次の最も高い区切りレベルにある単一のエレメントとして返されま
す。
区切りはレベルの高い方から順に、フィールド、値、およびサブ値です。
区切りには CHAR(254) から CHAR(248) までの 7 レベルがあります。すなわち、フィールド・マーク、
サブ値マーク、テキスト・マーク、CHAR(250)、CHAR(249)、および CHAR(248) です。
SUM 関数は、動的な配列から最も低い区切りレベルを除去します。 フィールド、値、および従属値を含
む動的配列では、SUM 関数は従属値のみを合計し、その合計を値として返します。フィールド、および値
を含む動的な配列では、SUM 関数は値だけを合計し、その合計をフィールドとして返します。フィールド
だけを含む動的な配列では、SUM 関数はフィールドを合計し、その合計を配列の唯一のフィールドとして
返します。 SUM は繰り返し適用でき、そうすることで複数のレベルのデータをより高い区切りレベルや
単一の値に高めることができます。
NULL 値以外の非数値は、0 として扱われます。dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL
が戻ります。NULL 値であるエレメントは、dynamic.array のすべてのエレメントが NULL でない限り無
視されます。すべてのエレメントが NULL の場合、NULL が戻ります。

例
次の例では、フィールド・マークが F、値マークが V、サブ値マークが S でそれぞれ示されます。
ソース行
プログラム出力
X=20:@VM:18:@VM:9:@VM:30:@VM:80 PRINT "SUM(X)=",SUM(X)
SUM(X)= 157

X=17:@FM:18:@FM:15 Y=10:@FM:20 PRINT "SUM(X)+SUM(Y)= ",SUM(X)+SUM(Y)
SUM(X)+SUM(Y)=

80

X=3:@SM:4:@SM:10:@VM:3:@VM:20 Y=SUM(X) PRINT "Y= ",Y Z=SUM(Y) PRINT "Z= ",Z
Y=
Z=
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SUMMATION 関数
構文
SUMMATION (dynamic.array)
CALL !SUMMATION ( result ,

dynamic.array )

説明
SUMMATION 関数を使用すると、dynamic.array にすべてのエレメントの合計を返すことができます。数
値でない値 (NULL 値を除く) は、0 として扱われます。
result は、合計の結果を含んだ変数です。
dynamic.array は、一緒にそのエレメントが追加される動的配列です。

例
A=1:@VM:"ZERO":@SM:20:@FM:-25
PRINT "SUMMATION(A)=",SUMMATION(A)

次のプログラム出力が得られます。
SUMMATION(A)=

-4

SYSTEM 関数
構文
SYSTEM (expression)

説明
SYSTEM 関数を使用すると、システム機能のステータスを確認できます。 SYSTEM 関数を使用して、プ
ログラムの実行時に NLS がオンであるかをテストしたり、NLS 設定についての情報を表示したりできま
す。
expression は、確認するシステム機能の数値として評価されます。expression が NULL 値として評価され
ると、SYSTEM 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了し
ます。
次の表には、expression の値とその意味がリストされています。SYSTEM 関数の 100 から 107 (読み取り
専用) までの値で、NLS の情報が示されます。 これらのトークンについては、インクルード・ファイル
UVNLS.H を参照してください。
表 57. SYSTEM 関数の値
値

アクション

1

PRINTER ON ステートメントでプリンターがオンにされ
たかどうかが確認されます。プリンターがオンであれば
1、オフの場合は 0 が返されます。

2

端末の設定で定義されているページ幅が返されます。

3

端末の設定で定義されているページ長が返されます。

4

現在のページに残っている行の数が返されます。

5

現行ページ番号が返されます。

6

現在の行番号が返されます。
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表 57. SYSTEM 関数の値 (続き)
値

アクション

7

現在使用中とシステムにみなされている端末のタイプの端
末コードを返します。

8,n

テープが取り付けられているかどうかが確認されます。取
り付けられている場合は現行ブロック・サイズ、取り付け
られていなければ -1 が返されます。n はテープ装置の数
です。指定がなければ、テープ装置 0 が仮定されます。

9

現在の CPU のミリ秒単位のカウントを返します。

10

DATA スタックがアクティブであるかどうかが確認され
ます。 アクティブであれば 1、そうでなければ 0 が返さ
れます。

11

選択リスト 0 がアクティブであるかどうかが確認されま
す。 選択リスト 0 がアクティブであれば 1、そうでなけ
れば 0 が返されます。

12

デフォルトでは、現在のシステム時刻が秒単位で返されま
す (現地時間)。TIME.MILLISECOND オプションが設定
されている ($OPTIONS を参照) 場合、現行システム時刻
がミリ秒で返されます。

13

未使用。0 が返されます。

14

未使用。0 が返されます。

15

未使用。0 が返されます。

16

プロシージャーから実行されている場合は 1、そうでない
場合は 0 が返されます。

17

未使用。0 が返されます。

18

端末番号が返されます。

19

ログイン名が返されます。

20

未使用。0 が返されます。

21

未使用。0 が返されます。

22

未使用。0 が返されます。

23

Break キーが有効かどうかが確認されます。Break キー
が有効であれば 1、そうでなければ 0 が返されます。

24

文字のエコーが有効かどうかが確認されます。 文字のエ
コーが有効であれば 1、そうでなければ 0 が返されま
す。

25

ファントムプロセスから実行されている場合に 1 が返さ
れます。それ以外の場合は 0 が返されます。

26

現在のプロンプト文字が返されます。

27

ルーチンを使用している人物のユーザー ID が返されま
す。

28

ルーチンを使用している人物の実効ユーザー ID が返され
ます。
Windows。これは 27 と同様の値です。
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表 57. SYSTEM 関数の値 (続き)
値

アクション

29

ルーチンを使用している人物のグループ ID が返されま
す。
Windows。この値は 0 です。

30

ルーチンを使用している人物の実効グループ ID が返され
ます。
Windows。この値は 0 です。

31

InfoSphere DataStage シリアル番号が返されます。

32

UV アカウント・ディレクトリーの位置が返されます。

33

コマンド・スタック上の最新のコマンドが返されます。

34

保留中のデータが返されます。

35

InfoSphere DataStage の現在のユーザー数が返されます。

36

InfoSphere DataStage の最大ユーザー数が返されます。

37

UNIX ユーザー数が返されます。Windows システムで
は、同じ値が 35 で返されます。

38

一時ディレクトリーのパス名が返されます。

42

空白ストリングが返されます。Windows システムでは、
Telnet クライアントの IP アドレスの現行値が返されま
す。また、SYSTEM 関数を評価するプロセスが、メイン
Telnet プロセスでない場合は空白ストリングが返されま
す。

43

db 保留がオンであれば 1、そうでなければ 0 が返されま
す。

50

いっぱいになった選択リストの読み取り時に、最後の
READNEXT ステートメントのフィールド番号が返されま
す。

60

InfoSphere DataStage 構成可能パラメーター TXMODE の
現行値が返されます。この値は 1 または 0 です。

61

トランザクション・ログ・デーモンのステータスが返され
ます。 1 はデーモンがアクティブであることを示し、0
はアクティブでないことを示します。

62

MODFDTRS パラメーターの値が返されます。それ以外の
場合は 0 が返されます。

63

BLKMAX パラメーターの値が返されます。それ以外の場
合は 0 が返されます。

91

0 が返されます。Windows では、1 が返されます。

99

システム時刻が、グリニッジ標準時 (GMT) の 1970 年 1
月 1 日 0 時 0 分 0 秒からの経過秒数で返されます。

100

NLS が使用可能であれば 1 が返されます。それ以外の場
合は 0 が返されます。

101

NLSLCMODE パラメーターの値が返されます。それ以外
の場合は 0 が返されます。

102

将来の NLS 拡張機能として予約済みです。
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表 57. SYSTEM 関数の値 (続き)
値

アクション

103

現在の端末プリント・チャネルに割り当てられている端末
マップ名が返されます。それ以外の場合は 0 が返されま
す。

104

現在の端末プリント・チャネルに割り当てられている補助
プリンターマップ名が返されます。それ以外の場合は 0
が返されます。

105

NLS マップの uvconfig ファイル・パラメーターの現行値
を含んだ、エレメントを区切るフィールド・マークの付い
た動的配列が返されます。それ以外では 0 が返されま
す。フィールド順序を定義するトークンのリストについて
は、UVNLS.H インクルード・ファイルを参照してくださ
い。

106

順次入出力に使用される現行マップ名が返されます。トー
クンは、SET.SEQ.MAP コマンドでオーバーライドされな
い限り、NLS$SEQMAP です。

107

SET.GCI.MAP コマンドでオーバーライドされない限り、
GCI ストリング引数の現行マップ名が返されます。

1001

以下の InfoSphere DataStage フレーバーが返されます。
IDEAL の場合 1、PICK の場合 2、INFORMATION の場
合 4、REALITY の場合 8、IN2 の場合 16、PIOPEN の
場合 64。

1017

ユーザーの補足 UNIX グループが動的配列で返されま
す。

1021

GCI エラー番号が返されます。

1200, hostname

hostname に関連したリンク番号が返されます。hostname
を追加中に、内部エラーが発生する場合は、0 が返されま
す。hostname は、リモート側でオープンされたファイル
からのホスト名を含む式です。ファイルのパス名のホスト
名部分が参照されます。例えば、パス名
ORION!/u1/filename では、hostname は ORION です。

1201, hostname

hostname に関連した RPC 接続番号が返されます。
REMOTE.B インターフェース・プログラムがこの番号を
使用します。 hostname を追加中に、内部エラーが発生す
る場合、または RPC が開かれていない場合は、0 が返さ
れます。RPC 接続が開かれていたもの、現在は閉じてい
る場合は、-1 が返されます。

1202, hostname

hostname に関連したタイムアウトが返されます。
hostname に関連したタイムアウトがない場合は、0 が返
されます。

1203

最後の RPC 接続のエラー番号が返されます。 この番号
の範囲は 81000 から 81999 です。81015 は、タイムアウ
トが発生したことを示します。 これらのエラー番号は、
SYS.MESSAGE ファイルにあるエラー・メッセージと対
応します。
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例
最初の例では、1 ページに印刷される残りの行数が、TERM コマンドで定義された最大値と一緒に帰され
ます。2 番目の例では、現在のページ番号が返されます。
ソース行
プログラム出力
Q=4 PRINT 'SYSTEM(Q)',SYSTEM(Q)
SYSTEM(Q)

20

PRINT 'X=',SYSTEM(5)
X=

0

次の例は、システム ORION へのネットワーク接続に 30 秒のタイムアウトを設定します。
TIMEOUT SYSTEM(1200, "ORION"), 30

TABSTOP ステートメント
構文
TABSTOP expression

説明
TABSTOP ステートメントを使用すると、PRINT ステートメントの現行タブ・ストップ幅を設定できま
す。初期タブ・ストップ設定値は 10 です。
expression が NULL 値として評価されると、TABSTOP ステートメントは正しく実行されずプログラムは
ランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
A="FIRST"
B="LAST"
PRINT A,B
TABSTOP 15
PRINT A,B

次のプログラム出力が得られます。
FIRST
FIRST

LAST
LAST

TAN 関数
構文
TAN (expression)

説明
TAN 関数を使用すると、expression の三角関数のタンジェントを返すことができます。expression は度数
で表現される角度を表します。
直角のタンジェントを求めようとすると警告メッセージが表示され、0 が返されます。1E17 を超える値で
も警告メッセージが表示され、0 が返されます。 expression が NULL 値として評価される場合、NULL
が戻ります。
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例
PRINT TAN(45)

次のプログラム出力が得られます。
1

TANH 関数
構文
TANH (expression)

説明
TANH 関数を使用すると、expression の双曲線タンジェントを返すことができます。expression は、数値に
する必要があり、度数で表現される角度を表します。expression が NULL 値として評価される場合、
NULL が戻ります。

例
PRINT TANH(45)

次のプログラム出力が得られます。
1

TERMINFO 関数
構文
TERMINFO (argument)

説明
TERMINFO 関数を使用すると、現在の端末タイプについて定義されている、デバイスに依存しない端末ハ
ンドラー・ストリングにアクセスできます。 TERMINFO 関数は、TERM または SET.TERM.TYPE で設定
された端末タイプの端末特性を含む動的配列を返します。
argument は、端末特性が格納時に返されるか、印刷可能な形式に変換されるかによって 0 か 1 になりま
す。argument が 0 の場合、TPARM 関数と TPRINT ステートメントで処理する装置独立型の端末に対
し、関数は BASIC アプリケーションで使用できる形式で端末特性を返します。argument が 1 の場合、関
数は、terminfo ソース・フォーマットで特性を返します。ブール値は Y = true および N = false として返
されます。 terminfo ファイルには、ご使用の端末に悪影響を及ぼす可能性がある印刷不能の制御文字が多
く含まれています。
argument が NULL 値として評価されると、TERMINFO 関数は正しく実行されずプログラムはランタイ
ム・エラー・メッセージを出力して終了します。
terminfo 特性にアクセスするのに最も簡単な方法は、BASIC ファイル UNIVERSE.INCLUDE TERMINFO
をプログラムに含める方法です。構文は次のようになります。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TERMINFO
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このファイルには、TERMINFO によって名前で返される動的な配列の各エレメントと等しい行が含まれ、
各エレメントにプログラムでアクセスしやすくなっています。 このコードがプログラムにインクルードさ
れれば、定義済みの名前を使用して端末の設定にアクセスできます。次の表に、このファイルの内容を示し
ます。
表 58. TERMINFO の EQUATE (等式)
terminfo$ = terminfo(0)
EQU TERMINAL.NAME

TO terminfo$<1>

EQU COLUMNS

TO terminfo$<2>

EQU LINES

TO terminfo$<3>

EQU CARRIAGE.RETURN

TO terminfo$<4>

EQU LINE.FEED

TO terminfo$<5>

EQU NEWLINE

TO terminfo$<6>

EQU BACKSPACE

TO terminfo$<7>

EQU BELL

TO terminfo$<8>

EQU SCREEN.FLASH

TO terminfo$<9>

EQU PADDING.CHARACTER

TO terminfo$<10>

EQU PAD.BAUD.RATE

TO terminfo$<11>

EQU HARD.COPY

TO terminfo$<12>

EQU OVERSTRIKES

TO terminfo$<13>

EQU ERASES.OVERSTRIKE

TO terminfo$<14>

EQU AUTOMATIC.RIGHT.MARGIN

TO terminfo$<15>

EQU RIGHT.MARGIN.EATS.NEWLINE

TO terminfo$<16>

EQU AUTOMATIC.LEFT.MARGIN

TO terminfo$<17>

EQU UNABLE.TO.PRINT.TILDE

TO terminfo$<18>

EQU ERASE.SCREEN

TO terminfo$<19>

EQU ERASE.TO.END.OF.SCREEN

TO terminfo$<20>

EQU ERASE.TO.BEGINNING.OF.SCREEN

TO terminfo$<21>

EQU ERASE.LINE

TO terminfo$<22>

EQU ERASE.TO.END.OF.LINE

TO terminfo$<23>

EQU ERASE.TO.BEGINNING.OF.LINE

TO terminfo$<24>

EQU ERASE.CHARACTERS

TO terminfo$<25>

EQU MOVE.CURSOR.TO.ADDRESS

TO terminfo$<26>

EQU MOVE.CURSOR.TO.COLUMN

TO terminfo$<27>

EQU MOVE.CURSOR.TO.ROW

TO terminfo$<28>

EQU MOVE.CURSOR.RIGHT

TO terminfo$<29>

EQU MOVE.CURSOR.LEFT

TO terminfo$<30>

EQU MOVE.CURSOR.DOWN

TO terminfo$<31>

EQU MOVE.CURSOR.UP

TO terminfo$<32>

EQU MOVE.CURSOR.RIGHT.PARM

TO terminfo$<33>

EQU MOVE.CURSOR.LEFT.PARM

TO terminfo$<34>

EQU MOVE.CURSOR.DOWN.PARM

TO terminfo$<35>

EQU MOVE.CURSOR.UP.PARM

TO terminfo$<36>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU MOVE.CURSOR.TO.HOME

TO terminfo$<37>

EQU MOVE.CURSOR.TO.LAST.LINE

TO terminfo$<38>

EQU CURSOR.SAVE

TO terminfo$<39>

EQU CURSOR.RESTORE

TO terminfo$<40>

EQU INSERT.CHARACTER

TO terminfo$<41>

EQU INSERT.CHARACTER.PARM

TO terminfo$<42>

EQU INSERT.MODE.BEGIN

TO terminfo$<43>

EQU INSERT.MODE.END

TO terminfo$<44>

EQU INSERT.PAD

TO terminfo$<45>

EQU MOVE.INSERT.MODE

TO terminfo$<46>

EQU INSERT.NULL.SPECIAL

TO terminfo$<47>

EQU DELETE.CHARACTER

TO terminfo$<48>

EQU DELETE.CHARACTER.PARM

TO terminfo$<49>

EQU INSERT.LINE

TO terminfo$<50>

EQU INSERT.LINE.PARM

TO terminfo$<51>

EQU DELETE.LINE

TO terminfo$<52>

EQU DELETE.LINE.PARM

TO terminfo$<53>

EQU SCROLL.UP

TO terminfo$<54>

EQU SCROLL.UP.PARM

TO terminfo$<55>

EQU SCROLL.DOWN

TOterminfo$<56>

EQU SCROLL.DOWN.PARM

TOterminfo$<57>

EQU CHANGE.SCROLL.REGION

TOterminfo$<58>

EQU SCROLL.MODE.END

TOterminfo$<59>

EQU SCROLL.MODE.BEGIN

TOterminfo$<60>

EQU VIDEO.NORMAL

TO terminfo$<61>

EQU VIDEO.REVERSE

TO terminfo$<62>

EQU VIDEO.BLINK

TO terminfo$<63>

EQU VIDEO.UNDERLINE

TO terminfo$<64>

EQU VIDEO.DIM

TO terminfo$<65>

EQU VIDEO.BOLD

TO terminfo$<66>

EQU VIDEO.BLANK

TO terminfo$<67>

EQU VIDEO.STANDOUT

TO terminfo$<68>

EQU VIDEO.SPACES

TO terminfo$<69>

EQU MOVE.VIDEO.MODE

TO terminfo$<70>

EQU TAB

TO terminfo$<71>

EQU BACK.TAB

TO terminfo$<72>

EQU TAB.STOP.SET

TO terminfo$<73>

EQU TAB.STOP.CLEAR

TO terminfo$<74>

EQU CLEAR.ALL.TAB.STOPS

TO terminfo$<75>

EQU TAB.STOP.INITIAL

TO terminfo$<76>

EQU WRITE.PROTECT.BEGIN

TO terminfo$<77>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU WRITE.PROTECT.END

TO terminfo$<78>

EQU SCREEN.PROTECT.BEGIN

TO terminfo$<79>

EQU SCREEN.PROTECT.END

TO terminfo$<80>

EQU WRITE.PROTECT.COLUMN

TO terminfo$<81>

EQU PROTECT.VIDEO.NORMAL

TO terminfo$<82>

EQU PROTECT.VIDEO.REVERSE

TO terminfo$<83>

EQU PROTECT.VIDEO.BLINK

TO terminfo$<84>

EQU PROTECT.VIDEO.UNDERLINE

TO terminfo$<85>

EQU PROTECT.VIDEO.DIM

TO terminfo$<86>

EQU PROTECT.VIDEO.BOLD

TO terminfo$<87>

EQU PROTECT.VIDEO.BLANK

TO terminfo$<88>

EQU PROTECT.VIDEO.STANDOUT

TO terminfo$<89>

EQU BLOCK.MODE.BEGIN

TO terminfo$<90>

EQU BLOCK.MODE.END

TO terminfo$<91>

EQU SEND.LINE.ALL

TO terminfo$<92>

EQU SEND.LINE.UNPROTECTED

TO terminfo$<93>

EQU SEND.PAGE.ALL

TO terminfo$<94>

EQU SEND.PAGE.UNPROTECTED

TO terminfo$<95>

EQU SEND.MESSAGE.ALL

TO terminfo$<96>

EQU SEND.MESSAGE.UNPROTECTED

TO terminfo$<97>

EQU TERMINATE.FIELD

TO terminfo$<98>

EQU TERMINATE.LINE

TO terminfo$<99>

EQU TERMINATE.PAGE

TO terminfo$<100>

EQU STORE.START.OF.MESSAGE

TO terminfo$<101>

EQU STORE.END.OF.MESSAGE

TO terminfo$<102>

EQU LINEDRAW.BEGIN

TO terminfo$<103>

EQU LINEDRAW.END

TO terminfo$<104>

EQU MOVE.LINEDRAW.MODE

TO terminfo$<105>

EQU LINEDRAW.CHARACTER

TO terminfo$<106>

EQU LINEDRAW.UPPER.LEFT.CORNER

TO terminfo$<107>

EQU LINEDRAW.UPPER.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<108>

EQU LINEDRAW.LOWER.LEFT.CORNER

TO terminfo$<109>

EQU LINEDRAW.LOWER.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<110>

EQU LINEDRAW.LEFT.VERTICAL

TO terminfo$<111>

EQU LINEDRAW.CENTER.VERTICAL

TO terminfo$<112>

EQU LINEDRAW.RIGHT.VERTICAL

TO terminfo$<113>

EQU LINEDRAW.UPPER.HORIZONTAL

TO terminfo$<114>

EQU LINEDRAW.CENTER.HORIZONTAL

TO terminfo$<115>

EQU LINEDRAW.LOWER.HORIZONTAL

TO terminfo$<116>

EQU LINEDRAW.UPPER.TEE

TO terminfo$<117>

EQU LINEDRAW.LOWER.TEE

TO terminfo$<118>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU LINEDRAW.LEFT.TEE

TO terminfo$<119>

EQU LINEDRAW.RIGHT.TEE

TO terminfo$<120>

EQU LINEDRAW.CROSS

TO terminfo$<121>

EQU CURSOR.NORMAL

TO terminfo$<122>

EQU CURSOR.VISIBLE

TO terminfo$<123>

EQU CURSOR.INVISIBLE

TO terminfo$<124>

EQU SCREEN.VIDEO.ON

TO terminfo$<125>

EQU SCREEN.VIDEO.OFF

TO terminfo$<126>

EQU KEYCLICK.ON

TO terminfo$<127>

EQU KEYCLICK.OFF

TO terminfo$<128>

EQU KEYBOARD.LOCK.ON

TO terminfo$<129>

EQU KEYBOARD.LOCK.OFF

TO terminfo$<130>

EQU MONITOR.MODE.ON

TO terminfo$<131>

EQU MONITOR.MODE.OFF

TO terminfo$<132>

EQU PRINT.SCREEN

TO terminfo$<133>

EQU PRINT.MODE.BEGIN

TO terminfo$<134>

EQU PRINT.MODE.END

TO terminfo$<135>

EQU HAS.STATUS.LINE

TO terminfo$<136>

EQU STATUS.LINE.WIDTH

TO terminfo$<137>

EQU STATUS.LINE.BEGIN

TO terminfo$<138>

EQU STATUS.LINE.END

TO terminfo$<139>

EQU STATUS.LINE.DISABLE

TO terminfo$<140>

EQU HAS.FUNCTION.LINE

TO terminfo$<141>

EQU FUNCTION.LINE.BEGIN

TO terminfo$<142>

EQU FUNCTION.LINE.END

TO terminfo$<143>

EQU KEY.BACKSPACE

TO terminfo$<144>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.RIGHT

TO terminfo$<145>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.LEFT

TO terminfo$<146>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.DOWN

TO terminfo$<147>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.UP

TO terminfo$<148>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.TO.HOME

TO terminfo$<149>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.TO.LAST.LINE

TO terminfo$<150>

EQU KEY.INSERT.CHARACTER

TO terminfo$<151>

EQU KEY.INSERT.MODE.ON

TO terminfo$<152>

EQU KEY.INSERT.MODE.END

TO terminfo$<153>

EQU KEY.INSERT.MODE.TOGGLE

TO terminfo$<154>

EQU KEY.DELETE.CHARACTER

TO terminfo$<155>

EQU KEY.INSERT.LINE

TO terminfo$<156>

EQU KEY.DELETE.LINE

TO terminfo$<157>

EQU KEY.ERASE.SCREEN

TO terminfo$<158>

EQU KEY.ERASE.END.OF.LINE

TO terminfo$<159>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU KEY.ERASE.END.OF.SCREEN

TO terminfo$<160>

EQU KEY.BACK.TAB

TO terminfo$<161>

EQU KEY.TAB.STOP.SET

TO terminfo$<162>

EQU KEY.TAB.STOP.CLEAR

TO terminfo$<163>

EQU KEY.TAB.STOP.CLEAR.ALL

TO terminfo$<164>

EQU KEY.NEXT.PAGE

TO terminfo$<165>

EQU KEY.PREVIOUS.PAGE

TO terminfo$<166>

EQU KEY.SCROLL.UP

TO terminfo$<167>

EQU KEY.SCROLL.DOWN

TO terminfo$<168>

EQU KEY.SEND.DATA

TO terminfo$<169>

EQU KEY.PRINT

TO terminfo$<170>

EQU KEY.FUNCTION.0

TO terminfo$<171>

EQU KEY.FUNCTION.1

TO terminfo$<172>

EQU KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<173>

EQU KEY.FUNCTION.3

TO terminfo$<174>

EQU KEY.FUNCTION.4

TO terminfo$<175>

EQU KEY.FUNCTION.5

TO terminfo$<176>

EQU KEY.FUNCTION.6

TO terminfo$<177>

EQU KEY.FUNCTION.7

TO terminfo$<178>

EQU KEY.FUNCTION.8

TO terminfo$<179>

EQU KEY.FUNCTION.9

TO terminfo$<180>

EQU KEY.FUNCTION.10

TO terminfo$<181>

EQU KEY.FUNCTION.11

TO terminfo$<182>

EQU KEY.FUNCTION.12

TO terminfo$<183>

EQU KEY.FUNCTION.13

TO terminfo$<184>

EQU KEY.FUNCTION.14

TO terminfo$<185>

EQU KEY.FUNCTION.15

TO terminfo$<186>

EQU KEY.FUNCTION.16

TO terminfo$<187>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.0

TO terminfo$<188>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.1

TO terminfo$<189>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<190>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.3

TO terminfo$<191>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.4

TO terminfo$<192>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.5

TO terminfo$<193>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.6

TO terminfo$<194>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.7

TO terminfo$<195>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.8

TO terminfo$<196>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.9

TO terminfo$<197>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.10

TO terminfo$<198>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.11

TO terminfo$<199>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.12

TO terminfo$<200>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU LABEL.KEY.FUNCTION.13

TO terminfo$<201>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.14

TO terminfo$<202>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.15

TO terminfo$<203>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.16

TO terminfo$<204>

EQU KEYEDIT.FUNCTION

TO terminfo$<205>

EQU KEYEDIT.ESCAPE

TO terminfo$<206>

EQU KEYEDIT.EXIT

TO terminfo$<207>

EQU KEYEDIT.BACKSPACE

TO terminfo$<208>

EQU KEYEDIT.MOVE.BACKWARD

TO terminfo$<209>

EQU KEYEDIT.MOVE.FORWARD

TO terminfo$<210>

EQU KEYEDIT.INSERT.CHARACTER

TO terminfo$<211>

EQU KEYEDIT.INSERT.MODE.BEGIN

TO terminfo$<212>

EQU KEYEDIT.INSERT.MODE.END

TO terminfo$<213>

EQU KEYEDIT.INSERT.MODE.TOGGLE

TO terminfo$<214>

EQU KEYEDIT.DELETE.CHARACTER

TO terminfo$<215>

EQU KEYEDIT.ERASE.END.OF.FIELD

TO terminfo$<216>

EQU KEYEDIT.ERASE.FIELD

TO terminfo$<217>

EQU AT.NEGATIVE.1

TO terminfo$<218>

EQU AT.NEGATIVE.2

TO terminfo$<219>

EQU AT.NEGATIVE.3

TO terminfo$<220>

EQU AT.NEGATIVE.4

TO terminfo$<221>

EQU AT.NEGATIVE.5

TO terminfo$<222>

EQU AT.NEGATIVE.6

TO terminfo$<223>

EQU AT.NEGATIVE.7

TO terminfo$<224>

EQU AT.NEGATIVE.8

TO terminfo$<225>

EQU AT.NEGATIVE.9

TO terminfo$<226>

EQU AT.NEGATIVE.10

TO terminfo$<227>

EQU AT.NEGATIVE.11

TO terminfo$<228>

EQU AT.NEGATIVE.12

TO terminfo$<229>

EQU AT.NEGATIVE.13

TO terminfo$<230>

EQU AT.NEGATIVE.14

TO terminfo$<231>

EQU AT.NEGATIVE.15

TO terminfo$<232>

EQU AT.NEGATIVE.16

TO terminfo$<233>

EQU AT.NEGATIVE.17

TO terminfo$<234>

EQU AT.NEGATIVE.18

TO terminfo$<235>

EQU AT.NEGATIVE.19

TO terminfo$<236>

EQU AT.NEGATIVE.20

TO terminfo$<237>

EQU AT.NEGATIVE.21

TO terminfo$<238>

EQU AT.NEGATIVE.22

TO terminfo$<239>

EQU AT.NEGATIVE.23

TO terminfo$<240>

EQU AT.NEGATIVE.24

TO terminfo$<241>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU AT.NEGATIVE.25

TO terminfo$<242>

EQU AT.NEGATIVE.26

TO terminfo$<243>

EQU AT.NEGATIVE.27

TO terminfo$<244>

EQU AT.NEGATIVE.28

TO terminfo$<245>

EQU AT.NEGATIVE.29

TO terminfo$<246>

EQU AT.NEGATIVE.30

TO terminfo$<247>

EQU AT.NEGATIVE.31

TO terminfo$<248>

EQU AT.NEGATIVE.32

TO terminfo$<249>

EQU AT.NEGATIVE.33

TO terminfo$<250>

EQU AT.NEGATIVE.34

TO terminfo$<251>

EQU AT.NEGATIVE.35

TO terminfo$<252>

EQU AT.NEGATIVE.36

TO terminfo$<253>

EQU AT.NEGATIVE.37

TO terminfo$<254>

EQU AT.NEGATIVE.38

TO terminfo$<255>

EQU AT.NEGATIVE.39

TO terminfo$<256>

EQU AT.NEGATIVE.40

TO terminfo$<257>

EQU AT.NEGATIVE.41

TO terminfo$<258>

EQU AT.NEGATIVE.42

TO terminfo$<259>

EQU AT.NEGATIVE.43

TO terminfo$<260>

EQU AT.NEGATIVE.44

TO terminfo$<261>

EQU AT.NEGATIVE.45

TO terminfo$<262>

EQU AT.NEGATIVE.46

TO terminfo$<263>

EQU AT.NEGATIVE.47

TO terminfo$<264>

EQU AT.NEGATIVE.48

TO terminfo$<265>

EQU AT.NEGATIVE.49

TO terminfo$<266>

EQU AT.NEGATIVE.50

TO terminfo$<267>

EQU AT.NEGATIVE.51

TO terminfo$<268>

EQU AT.NEGATIVE.52

TO terminfo$<269>

EQU AT.NEGATIVE.53

TO terminfo$<270>

EQU AT.NEGATIVE.54

TO terminfo$<271>

EQU AT.NEGATIVE.55

TO terminfo$<272>

EQU AT.NEGATIVE.56

TO terminfo$<273>

EQU AT.NEGATIVE.57

TO terminfo$<274>

EQU AT.NEGATIVE.58

TO terminfo$<275>

EQU AT.NEGATIVE.59

TO terminfo$<276>

EQU AT.NEGATIVE.60

TO terminfo$<277>

EQU AT.NEGATIVE.61

TO terminfo$<278>

EQU AT.NEGATIVE.62

TO terminfo$<279>

EQU AT.NEGATIVE.63

TO terminfo$<280>

EQU AT.NEGATIVE.64

TO terminfo$<281>

EQU AT.NEGATIVE.65

TO terminfo$<282>
BASIC 言語リファレンス

391

表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU AT.NEGATIVE.66

TO terminfo$<283>

EQU AT.NEGATIVE.67

TO terminfo$<284>

EQU AT.NEGATIVE.68

TO terminfo$<285>

EQU AT.NEGATIVE.69

TO terminfo$<286>

EQU AT.NEGATIVE.70

TO terminfo$<287>

EQU AT.NEGATIVE.71

TO terminfo$<288>

EQU AT.NEGATIVE.72

TO terminfo$<289>

EQU AT.NEGATIVE.73

TO terminfo$<290>

EQU AT.NEGATIVE.74

TO terminfo$<291>

EQU AT.NEGATIVE.75

TO terminfo$<292>

EQU AT.NEGATIVE.76

TO terminfo$<293>

EQU AT.NEGATIVE.77

TO terminfo$<294>

EQU AT.NEGATIVE.78

TO terminfo$<295>

EQU AT.NEGATIVE.79

TO terminfo$<296>

EQU AT.NEGATIVE.80

TO terminfo$<297>

EQU AT.NEGATIVE.81

TO terminfo$<298>

EQU AT.NEGATIVE.82

TO terminfo$<299>

EQU AT.NEGATIVE.83

TO terminfo$<300>

EQU AT.NEGATIVE.84

TO terminfo$<301>

EQU AT.NEGATIVE.85

TO terminfo$<302>

EQU AT.NEGATIVE.86

TO terminfo$<303>

EQU AT.NEGATIVE.87

TO terminfo$<304>

EQU AT.NEGATIVE.88

TO terminfo$<305>

EQU AT.NEGATIVE.89

TO terminfo$<306>

EQU AT.NEGATIVE.90

TO terminfo$<307>

EQU AT.NEGATIVE.91

TO terminfo$<308>

EQU AT.NEGATIVE.92

TO terminfo$<309>

EQU AT.NEGATIVE.93

TO terminfo$<310>

EQU AT.NEGATIVE.94

TO terminfo$<311>

EQU AT.NEGATIVE.95

TO terminfo$<312>

EQU AT.NEGATIVE.96

TO terminfo$<313>

EQU AT.NEGATIVE.97

TO terminfo$<314>

EQU AT.NEGATIVE.98

TO terminfo$<315>

EQU AT.NEGATIVE.99

TO terminfo$<316>

EQU AT.NEGATIVE.100

TO terminfo$<317>

EQU AT.NEGATIVE.101

TO terminfo$<318>

EQU AT.NEGATIVE.102

TO terminfo$<319>

EQU AT.NEGATIVE.103

TO terminfo$<320>

EQU AT.NEGATIVE.104

TO terminfo$<321>

EQU AT.NEGATIVE.105

TO terminfo$<322>

EQU AT.NEGATIVE.106

TO terminfo$<323>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU AT.NEGATIVE.107

TO terminfo$<324>

EQU AT.NEGATIVE.108

TO terminfo$<325>

EQU AT.NEGATIVE.109

TO terminfo$<326>

EQU AT.NEGATIVE.110

TO terminfo$<327>

EQU AT.NEGATIVE.111

TO terminfo$<328>

EQU AT.NEGATIVE.112

TO terminfo$<329>

EQU AT.NEGATIVE.113

TO terminfo$<330>

EQU AT.NEGATIVE.114

TO terminfo$<331>

EQU AT.NEGATIVE.115

TO terminfo$<332>

EQU AT.NEGATIVE.116

TO terminfo$<333>

EQU AT.NEGATIVE.117

TO terminfo$<334>

EQU AT.NEGATIVE.118

TO terminfo$<335>

EQU AT.NEGATIVE.119

TO terminfo$<336>

EQU AT.NEGATIVE.120

TO terminfo$<337>

EQU AT.NEGATIVE.121

TO terminfo$<338>

EQU AT.NEGATIVE.122

TO terminfo$<339>

EQU AT.NEGATIVE.123

TO terminfo$<340>

EQU AT.NEGATIVE.124

TO terminfo$<341>

EQU AT.NEGATIVE.125

TO terminfo$<342>

EQU AT.NEGATIVE.126

TO terminfo$<343>

EQU AT.NEGATIVE.127

TO terminfo$<344>

EQU AT.NEGATIVE.128

TO terminfo$<345>

EQU DBLE.LDRAW.UP.LEFT.CORNER

TO terminfo$<379>

EQU DBLE.LDRAW.UP.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<380>

EQU DBLE.LDRAW.LO.LEFT.CORNER

TO terminfo$<381>

EQU DBLE.LDRAW.LO.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<382>

EQU DBLE.LDRAW.HORIZ

TO terminfo$<383>

EQU DBLE.LDRAW.VERT

TO terminfo$<384>

EQU DBLE.LDRAW.UP.TEE

TO terminfo$<385>

EQU DBLE.LDRAW.LO.TEE

TO terminfo$<386>

EQU DBLE.LDRAW.LEFT.TEE

TO terminfo$<387>

EQU DBLE.LDRAW.RIGHT.TEE

TO terminfo$<388>

EQU DBLE.LDRAW.CROSS

TO terminfo$<389>

EQU LDRAW.LEFT.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<390>

EQU LDRAW.LEFT.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<391>

EQU LDRAW.RIGHT.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<392>

EQU LDRAW.RIGHT.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<393>

EQU LDRAW.LOWER.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<394>

EQU LDRAW.LOWER.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<395>

EQU LDRAW.UP.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<396>

EQU LDRAW.UP.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<397>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU LDRAW.UP.LEFT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<398>

EQU LDRAW.UP.LEFT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<399>

EQU LDRAW.UP.RIGHT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<400>

EQU LDRAW.UP.RIGHT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<401>

EQU LDRAW.LO.LEFT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<402>

EQU LDRAW.LO.LEFT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<403>

EQU LDRAW.LO.RIGHT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<404>

EQU LDRAW.LO.RIGHT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<405>

EQU LDRAW.CROSS.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<406>

EQU LDRAW.CROSS.DBLE.VERT

TO terminfo$<407>

EQU NO.ESC.CTLC

TO terminfo$<408>

EQU CEOL.STANDOUT.GLITCH

TO terminfo$<409>

EQU GENERIC.TYPE

TO terminfo$<410>

EQU HAS.META.KEY

TO terminfo$<411>

EQU MEMORY.ABOVE

TO terminfo$<412>

EQU MEMORY.BELOW

TO terminfo$<413>

EQU STATUS.LINE.ESC.OK

TO terminfo$<414>

EQU DEST.TABS.MAGIC.SMSO

TO terminfo$<415>

EQU TRANSPARENT.UNDERLINE

TO terminfo$<416>

EQU XON.XOFF

TO terminfo$<417>

EQU NEEDS.XON.XOFF

TO terminfo$<418>

EQU PRTR.SILENT

TO terminfo$<419>

EQU HARD.CURSOR

TO terminfo$<420>

EQU NON.REV.RMCUP

TO terminfo$<421>

EQU NO.PAD.CHAR

TO terminfo$<422>

EQU LINES.OF.MEMORY

TO terminfo$<423>

EQU VIRTUAL.TERMINAL

TO terminfo$<424>

EQU NUM.LABELS

TO terminfo$<425>

EQU LABEL.HEIGHT

TO terminfo$<426>

EQU LABEL.WIDTH

TO terminfo$<427>

EQU LINE.ATTRIBUTE

TO terminfo$<428>

EQU COMMAND.CHARACTER

TO terminfo$<429>

EQU CURSOR.MEM.ADDRESS

TO terminfo$<430>

EQU DOWN.HALF.LINE

TO terminfo$<431>

EQU ENTER.CA.MODE

TO terminfo$<432>

EQU ENTER.DELETE.MODE

TO terminfo$<433>

EQU ENTER.PROTECTED.MODE

TO terminfo$<434>

EQU EXIT.ATTRIBUTE.MODE

TO terminfo$<435>

EQU EXIT.CA.MODE

TO terminfo$<436>

EQU EXIT.DELETE.MODE

TO terminfo$<437>

EQU EXIT.STANDOUT.MODE

TO terminfo$<438>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU EXIT.UNDERLINE.MODE

TO terminfo$<439>

EQU FORM.FEED

TO terminfo$<440>

EQU INIT.1STRING

TO terminfo$<441>

EQU INIT.2STRING

TO terminfo$<442>

EQU INIT.3STRING

TO terminfo$<443>

EQU INIT.FILE

TO terminfo$<444>

EQU INS.PREFIX

TO terminfo$<445>

EQU KEY.IC

TO terminfo$<446>

EQU KEYPAD.LOCAL

TO terminfo$<447>

EQU KEYPAD.XMIT

TO terminfo$<448>

EQU META.OFF

TO terminfo$<449>

EQU META.ON

TO terminfo$<450>

EQU PKEY.KEY

TO terminfo$<451>

EQU PKEY.LOCAL

TO terminfo$<452>

EQU PKEY.XMIT

TO terminfo$<453>

EQU REPEAT.CHAR

TO terminfo$<454>

EQU RESET.1STRING

TO terminfo$<455>

EQU RESET.2STRING

TO terminfo$<456>

EQU RESET.3STRING

TO terminfo$<457>

EQU RESET.FILE

TO terminfo$<458>

EQU SET.ATTRIBUTES

TO terminfo$<459>

EQU SET.WINDOW

TO terminfo$<460>

EQU UNDERLINE.CHAR

TO terminfo$<461>

EQU UP.HALF.LINE

TO terminfo$<462>

EQU INIT.PROG

TO terminfo$<463>

EQU KEY.A1

TO terminfo$<464>

EQU KEY.A3

TO terminfo$<465>

EQU KEY.B2

TO terminfo$<466>

EQU KEY.C1

TO terminfo$<467>

EQU KEY.C3

TO terminfo$<468>

EQU PRTR.NON

TO terminfo$<469>

EQU CHAR.PADDING

TO terminfo$<470>

EQU LINEDRAW.CHARS

TO terminfo$<471>

EQU PLAB.NORM

TO terminfo$<472>

EQU ENTER.XON.MODE

TO terminfo$<473>

EQU EXIT.XON.MODE

TO terminfo$<474>

EQU ENTER.AM.MODE

TO terminfo$<475>

EQU EXIT.AM.MODE

TO terminfo$<476>

EQU XON.CHARACTER

TO terminfo$<477>

EQU XOFF.CHARACTER

TO terminfo$<478>

EQU ENABLE.LINEDRAW

TO terminfo$<479>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU LABEL.ON

TO terminfo$<480>

EQU LABEL.OFF

TO terminfo$<481>

EQU KEY.BEG

TO terminfo$<482>

EQU KEY.CANCEL

TO terminfo$<483>

EQU KEY.CLOSE

TO terminfo$<484>

EQU KEY.COMMAND

TO terminfo$<485>

EQU KEY.COPY

TO terminfo$<486>

EQU KEY.CREATE

TO terminfo$<487>

EQU KEY.END

TO terminfo$<488>

EQU KEY.ENTER

TO terminfo$<489>

EQU KEY.EXIT

TO terminfo$<490>

EQU KEY.FIND

TO terminfo$<491>

EQU KEY.HELP

TO terminfo$<492>

EQU KEY.MARK

TO terminfo$<493>

EQU KEY.MESSAGE

TO terminfo$<494>

EQU KEY.MOVE

TO terminfo$<495>

EQU KEY.NEXT

TO terminfo$<496>

EQU KEY.OPEN

TO terminfo$<497>

EQU KEY.OPTIONS

TO terminfo$<498>

EQU KEY.PREVIOUS

TO terminfo$<499>

EQU KEY.REDO

TO terminfo$<500>

EQU KEY.REFERENCE

TO terminfo$<501>

EQU KEY.REFRESH

TO terminfo$<502>

EQU KEY.REPLACE

TO terminfo$<503>

EQU KEY.RESTART

TO terminfo$<504>

EQU KEY.RESUME

TO terminfo$<505>

EQU KEY.SAVE

TO terminfo$<506>

EQU KEY.SUSPEND

TO terminfo$<507>

EQU KEY.UNDO

TO terminfo$<508>

EQU KEY.SBEG

TO terminfo$<509>

EQU KEY.SCANCEL

TO terminfo$<510>

EQU KEY.SCOMMAND

TO terminfo$<511>

EQU KEY.SCOPY

TO terminfo$<512>

EQU KEY.SCREATE

TO terminfo$<513>

EQU KEY.SDC

TO terminfo$<514>

EQU KEY.SDL

TO terminfo$<515>

EQU KEY.SELECT

TO terminfo$<516>

EQU KEY.SEND

TO terminfo$<517>

EQU KEY.SEOL

TO terminfo$<518>

EQU KEY.SEXIT

TO terminfo$<519>

EQU KEY.SFIND

TO terminfo$<520>
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表 58. TERMINFO の EQUATE (等式) (続き)
EQU KEY.SHELP

TO terminfo$<521>

EQU KEY.SHOME

TO terminfo$<522>

EQU KEY.SIC

TO terminfo$<523>

EQU KEY.SLEFT

TO terminfo$<524>

EQU KEY.SMESSAGE

TO terminfo$<525>

EQU KEY.SMOVE

TO terminfo$<526>

EQU KEY.SNEXT

TO terminfo$<527>

EQU KEY.SOPTIONS

TO terminfo$<528>

EQU KEY.SPREVIOUS

TO terminfo$<529>

EQU KEY.SPRINT

TO terminfo$<530>

EQU KEY.SREDO

TO terminfo$<531>

EQU KEY.SREPLACE

TO terminfo$<532>

EQU KEY.SRIGHT

TO terminfo$<533>

EQU KEY.SRESUM

TO terminfo$<534>

EQU KEY.SSAVE

TO terminfo$<535>

EQU KEY.SSUSPEND

TO terminfo$<536>

EQU KEY.SUNDO

TO terminfo$<537>

EQU REQ.FOR.INPUT

TO terminfo$<538>

EQU KEY.F17

TO terminfo$<539>

EQU KEY.F18

TO terminfo$<540>

EQU KEY.F19

TO terminfo$<541>

EQU KEY.F20

TO terminfo$<542>

EQU KEY.F21

TO terminfo$<543>

EQU KEY.F22

TO terminfo$<544>

EQU KEY.F23

TO terminfo$<545>

EQU KEY.F24

TO terminfo$<546>

EQU KEY.F25

TO terminfo$<547>

EQU KEY.F26

TO terminfo$<548>

EQU KEY.F27

TO terminfo$<549>

EQU KEY.F28

TO terminfo$<550>

EQU KEY.F29

TO terminfo$<551>

EQU KEY.F30

TO terminfo$<552>

EQU KEY.F31

TO terminfo$<553>

EQU KEY.F32

TO terminfo$<554>

EQU KEY.F33

TO terminfo$<555>

EQU KEY.F34

TO terminfo$<556>

EQU KEY.F35

TO terminfo$<557>

EQU KEY.F36

TO terminfo$<558>

EQU KEY.F37

TO terminfo$<559>

EQU KEY.F38

TO terminfo$<560>

EQU KEY.F39

TO terminfo$<561>
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EQU KEY.F40

TO terminfo$<562>

EQU KEY.F41

TO terminfo$<563>

EQU KEY.F42

TO terminfo$<564>

EQU KEY.F43

TO terminfo$<565>

EQU KEY.F44

TO terminfo$<566>

EQU KEY.F45

TO terminfo$<567>

EQU KEY.F46

TO terminfo$<568>

EQU KEY.F47

TO terminfo$<569>

EQU KEY.F48

TO terminfo$<570>

EQU KEY.F49

TO terminfo$<571>

EQU KEY.F50

TO terminfo$<572>

EQU KEY.F51

TO terminfo$<573>

EQU KEY.F52

TO terminfo$<574>

EQU KEY.F53

TO terminfo$<575>

EQU KEY.F54

TO terminfo$<576>

EQU KEY.F55

TO terminfo$<577>

EQU KEY.F56

TO terminfo$<578>

EQU KEY.F57

TO terminfo$<579>

EQU KEY.F58

TO terminfo$<580>

EQU KEY.F59

TO terminfo$<581>

EQU KEY.F60

TO terminfo$<582>

EQU KEY.F61

TO terminfo$<583>

EQU KEY.F62

TO terminfo$<584>

EQU KEY.F63

TO terminfo$<585>

EQU CLEAR.MARGINS

TO terminfo$<586>

EQU SET.LEFT.MARGIN

TO terminfo$<587>

EQU SET.RIGHT.MARGIN

TO terminfo$<588>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.17

TO terminfo$<589>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.18

TO terminfo$<590>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.19

TO terminfo$<591>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.20

TO terminfo$<592>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<593>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.22

TO terminfo$<594>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<595>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.24

TO terminfo$<596>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.25

TO terminfo$<597>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.26

TO terminfo$<598>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.27

TO terminfo$<599>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.28

TO terminfo$<600>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<601>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.30

TO terminfo$<602>
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EQU LABEL.KEY.FUNCTION.31

TO terminfo$<603>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.32

TO terminfo$<604>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.33

TO terminfo$<605>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.34

TO terminfo$<606>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.35

TO terminfo$<607>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.36

TO terminfo$<608>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.37

TO terminfo$<609>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.38

TO terminfo$<610>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.39

TO terminfo$<611>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.40

TO terminfo$<612>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.41

TO terminfo$<613>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.42

TO terminfo$<614>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.43

TO terminfo$<615>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.44

TO terminfo$<616>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.45

TO terminfo$<617>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.46

TO terminfo$<618>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.4

TO terminfo$<619>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.48

TO terminfo$<620>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.49

TO terminfo$<621>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.50S

TO terminfo$<622>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.51

TO terminfo$<623>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.52

TO terminfo$<624>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.53

TO terminfo$<625>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.54

TO terminfo$<626>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.55

TO terminfo$<627>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.56

TO terminfo$<628>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.57

TO terminfo$<629>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.58

TO terminfo$<630>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.59

TO terminfo$<631>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.60

TO terminfo$<632>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.61

TO terminfo$<633>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.62

TO terminfo$<634>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.63

TO terminfo$<635>

例
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TERMINFO
PRINT AT.NEGATIVE.1
PRINT "Your terminal type is":TAB:TERMINAL.NAME

無地の画面上に次のプログラム出力が表示されます。
Your terminal type is icl6404|ICL 6404CG Color Video
Display
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TIME 関数
構文
TIME ( )

説明
TIME 関数を使用すると、内部時刻を表現するストリング値を返すことができます。 内部時刻は、深夜零
時から経過した時間を最も近い 1000 分の 1 秒単位の秒数で表したものです (現地時間)。
TIME 関数には必ず丸カッコを付けて、ユーザー命名の変数としてありうる TIME から区別されるように
してください。 ただし、この TIME 関数に引数は不要です。
UNIX システム V
時刻は、最も近い秒単位で返されます。
$OPTIONS ステートメントの TIME.MILLISECOND オプションが設定されると、TIME 関数はシステム時
刻をすべて秒で返します。

例
PRINT TIME()

次のプログラム出力が得られます。
40663.842

TIMEDATE 関数
構文
TIMEDATE ( )

説明
TIMEDATE 関数を使用すると、現在のシステム時刻および日付を次のフォーマットで返すことができま
す。
hh:mm:ss dd mmm yyyy

hh

時 (24 時間時計)

mm

分

ss

秒

dd

日

mmm

月

yyyy

年

TIMEDATE 関数には引数は不要です。
時刻と日付の間のスペースの数を増やすには、UV アカウント・ディレクトリーにある msg.txt ファイル
で、TMD0001 で始まる行を編集します。この行には、ハッシュ記号 (#) を 4 個まで含めることができま
す。1 個の # は、時刻と日付の間のスペース 1 個に相当します。
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NLS モードが有効な場合、TIMEDATE 関数は NLS.LC.TIME ファイルで定義されている規則を使用して
時刻および日付を合わせたフォーマットを作成します。そうでない場合は、時刻および日付が返されます。

例
PRINT TIMEDATE()

次のプログラム出力が得られます。
11:19:07 18 JUN 1996

TMD0001 メッセージに 4 個の # がある場合、プログラム出力は次のとおりです。
11:19:07

18 JUN 1996

TIMEOUT ステートメント
構文
TIMEOUT {file.variable | link.number}, time

説明
TIMEOUT ステートメントを使用すると、指定した時間内に読み取るデータがない場合に、READSEQ ス
テートメントまたは READBLK ステートメントを終了できます。また、ネットワーク・リンクの時間制限
を設定するためにも TIMEOUT を使用できます。TTYGET ステートメントと TTYSET ステートメントを
使用すると、シリアル通信ポートで開くファイルのタイムアウト値を設定できます。
TIMEOUT ステートメントは Windows ではサポートされません。
file.variable には、順次アクセスで開かれるファイルを指定します。
time は、プログラムが、READSEQ ステートメント、READBLK ステートメント、またはネットワーク接
続を終了するまでの待機秒数として評価される式です。
link.number は、ネットワーク・リンクです。1 から 255 間での正の数値です (または、ネットワーク接続
について NET_MAXCONNECT VALUE に指定されている数値)。
TIMEOUT は、データの待機中に、time で指定された秒数が経過すると、後続の READSEQ ステートメン
トおよび READBLK ステートメントを終了し、ELSE ステートメントを実行します。STATUS 関数を使用
すると、time が経過したかどうかを判別できます。タイムアウトが発生した場合は、READBLK または
READSEQ のどちらもバッファーからのバイトを返さないので、入出力操作の全体が再試行される必要が
あります。
file.variable または time のどちらかが NULL 値に評価されると、TIMEOUT ステートメントは正しく実行
されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
TIMEOUT SUN.MEMBER, 10
READBLK VAR1 FROM SUN.MEMBER, 15 THEN PRINT VAR1 ELSE
IF STATUS() = 2 THEN
PRINT "TIMEOUT OCCURRED"
END ELSE
PRINT "CANNOT OPEN FILE"
END
GOTO EXIT.PROG
END
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次のプログラム出力が得られます。
TIMEOUT OCCURRED

次の例は、システム ORION へのネットワーク接続に 30 秒のタイムアウトを設定します。
TIMEOUT SYSTEM (1200, "ORION"), 30
OPEN "ORION!/u1/user/file" TO FU.ORIONFILE
READ X,Y FROM FU.ORIONFILE
ELSE
IF SYSTEM (1203)= 81015
THEN PRINT "TIMEOUT ON READ"
END
ELSE
PRINT "READ ERROR"
END
END

TPARM 関数
構文
TPARM (terminfo.string, [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5],
[arg6], [arg7], [arg8] )

説明
TPARM 関数を使用すると、パラメーター化された terminfo ストリングを評価できます。
terminfo.string は、terminfo コンパイラー tic でコンパイルされる文字のストリングを表します。これらの
端末設定は、特定の機能を実行するために端末へ送信する文字列のシーケンスを定義します。terminfo.string
は、4 つの性能タイプ (数値、ブール、ストリング、またはパラメーター化されたストリング) の内の 1
つと評価されます。terminfo.string または 8 つの引数のいずれかが NULL 値に評価されると、TPARM 関
数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
数値の長さは、有効な数値を構成できる 5 文字までに制限されています。 負でない数値 0 から 32,767
までが使用できます。 特定の機能に関する値が適用されない場合、そのフィールドはブランクのままにさ
れる必要があります。
ブール値の長さは、1 文字までに制限されています。文字 Y (大文字または小文字) は、指定された機能が
存在することを示します。 Y 以外のすべての値は、指定された機能が存在しないことを示します。
ストリングの長さは、44 文字までに制限されています。 次のような特殊文字を入力できます。
¥E または ¥e
ESC 文字 (ASCII 27)
¥n または ¥l
LINEFEED 文字 (ASCII 10)
¥r

RETURN 文字 (ASCII 13)

¥t

TAB 文字 (ASCII 9)

¥b

BACKSPACE 文字 (ASCII 8)

¥f

フォーム・フィード文字 (ASCII 12)

¥s

スペース (ASCII 32)

^x

制御文字の表現 (ASCII 0 から 31 まで) 文字は大文字または小文字のどちらでもかまいません。
制御文字表現の一部は次のとおりです。
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表現

制御文字

^A

^a

ASCII 1 (Ctrl-A)
ASCII 1 (Ctrl-A)
^@

ASCII 0

^[

ASCII 27 (Esc)

^¥

ASCII 28

^]

ASCII 29

^^

ASCII 30

^_

ASCII 31

^?

ASCII 127 (Del)

¥nnn

8 進数の値 nnn で ASCII 文字を表します。例えば、¥033 は、Esc 文字 (ASCII 27) です。

¥¥

「¥」文字を表します。

¥,

「,」文字を表します。

¥^

「^」文字を表します。

パラメーター化されたストリング機能、例えばカーソルのアドレス指定には、適切なフォーマットに値を含
めるための特別なエンコードが使用されます。 パラメーターのメカニズムは、スタックと、スタックを操
作するための複数のコマンドからなります。
表 59. パラメーターのメカニズム
コード

説明

%pn

パラメーターの数値 n をスタックにプッシュします。1
から 8 のパラメーターの数値が使用でき、TPARM 関数
の arg1 から arg8 で表されます。

%'c'

文字 c の ASCII 値がスタックへプッシュされます。

%[nnn]

10 進値 nnn がスタックの先頭にプッシュされます。

%d

スタックの先頭にあるパラメーターをポップしてから、10
進値として出力します。

%nd

スタックの先頭にあるパラメーターをポップして、フィー
ルドに n 文字幅で 10 進値として出力します。

%0nd

フィールドの充てんに 0 が使用される他は、%nd と同じ
です。

%c

スタックの先頭が単一の ASCII 文字として取り出され、
出力されます。

%s

スタックの先頭がストリングとして取り出され、出力され
ます。

%+ %- %* %/

先頭の 2 個のエレメントがスタックからポップで取り出
されて、加算、減算、乗算、または除算されます。 結果
はスタックへプッシュされて戻されます。 商の端数は切
り捨てられます。
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表 59. パラメーターのメカニズム (続き)
コード

説明

%m

スタックの 2 番目のエレメントが 1 つ目のエレメントの
モジュロとされ、その結果がスタックへプッシュされま
す。

%& % | %^

先頭 2 つのエレメントがスタックからポップで取り出さ
れて、ビット演算 AND、OR、または XOR が実行され
ます。 結果はスタックへプッシュされます。

%= %< %>

スタックの 2 番目のエレメントが 1 番目のエレメントと
等しいか、より小さいか、またはより大きいかが調べられ
ます。 比較が真であれば、スタックに 1 がプッシュされ
ます。真でない場合は 0 がプッシュされます。

%! %! %~

スタックがポップされ、最初のエレメントの論理またはビ
ット演算での NOT がスタックへプッシュされます。

%i

最初の 2 つのパラメーターに数値 1 が加算されます。
これは、カーソルのアドレスの値が 0 ではなく 1 から開
始される端末の場合に便利です。

%Px

スタックをポップして、結果を変数 x に入れます。x
は、小文字 (a - z) です。

%gx

変数 x の値をスタックの先頭にプッシュします。

%? exp %t exp [%e exp] %;

「IF」を表す「%?」、「THEN] を表す
「%t」、「ELSE」を表す「%e」、式を終了する「%;」
で、if-then-else 式を形成します。 ELSE 式は省略可能で
す。 ELSE-IF 式も可能です。 例:
%? C1 %t B1 %e C2 %t B2 %e C3 %t B3 %e C4 %t B4 %e %
Cn は条件で、Bn は本体です。
パーセント記号 (%) が出力されます。

%%

ストリングの任意の場所に、遅延時間をミリ秒単位で指定できます。 遅延は、$<nnn> で指定します。nnn
には、希望する遅延時間をミリ秒数 (1000 分の 1 秒) で示す 10 進値を指定します。使用するボー・レー
トに合わせて、適切な数の遅延文字が出力されることになります。

TPRINT ステートメント
構文
TPRINT [ON print.channel] [print.list]

説明
TPRINT ステートメントを使用すると、データを画面、ライン・プリンター、またはほかのプリンター・フ
ァイルへ送信できます。TPRINT は、プリント・リストで時間遅延の式を指定できるということ意外では、
PRINT ステートメントに似ています。
ON 節は、出力のために使用する論理プリント・チャネルを指定します。print.channel は、-1 から 255 の
数値として評価される式です。ON 節を使用しない場合は、論理プリント・チャネル 0 が使用されます。
これによって PRINTER ステートメントが OFF に設定されている場合は、ユーザーの端末に印刷されます
(PRINTER ステートメントを参照)。print.channel が NULL 値として評価されると、TPRINT ステートメン
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トは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。論理的なプリ
ント・チャネル -1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER ON ステートメントが実行され
ているかどうかとは無関係です。
それぞれの論理プリント・チャネルには、HEADING ステートメント、FOOTING ステートメント、PAGE
ステートメント、PRINTER CLOSE ステートメントを指定できます。プリント・ファイルの内容は、論理
プリント・チャネル番号順に印刷されます。
print.list には、BASIC 式を含めることができます。リストのエレメントは、数値または文字ストリング、
変数、定数、またはリテラル・ストリングです。 リストには、出力形式に合った、単一式または、コンマ
( , ) かコロン ( : ) で区切られた一連の式を含めることができます。 print.list の指定がない場合は、ブラ
ンク行が印刷されます。NULL 値は出力できません。
print.list には、$<time> 形式の時間遅延も含めます。time には、ミリ秒から 10 分の 1 ミリ秒で指定しま
す。印刷リストの処理が進む間に、遅延が自身の挿入されている個所で実行されます。
コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 デフォルトの
タブ停止位置の設定値は 10 文字になっています。デフォルト設定の変更については、TABSTOP ステート
メントを参照してください。式の間を複数のタブで空けるには、その個所に複数のコンマを挿入してくださ
い。
コロンで区切られている式は連結されます。 すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあ
とに印刷されます。 LINEFEED および RETURN のないリストを印刷するには、print.list をコロン ( : )
で終了します。
NLS が有効な場合は、TPRINT ステートメントは、PRINT ステートメントと同じ方法でデータをマッピン
グします。

例
次の例は、ALPHA というストリングを印刷してから 1 秒待ち、次に変数 X にある文字を印刷します。
変数 X の文字の印刷では、1 文字ごとに 10 分の 1 秒の遅延が挿入されます。
X="A$<100>B$<100>C$<100>D$<100>E"
TPRINT "ALPHA$<1000.1> ":X

次のプログラム出力が得られます。
ALPHA ABCDE

TRANS 関数
構文
TRANS ( [DICT] filename, record.ID, field#, control.code)

説明
TRANS 関数を使用すると、InfoSphere DataStage ファイルにあるフィールドまたはレコードの内容を返す
ことができます。 TRANS 関数はファイルを開き、レコードを読み取り、指定されたデータを抽出しま
す。
filename は、リモート・ファイルの名前として評価される式です。TRANS 関数がファイルを開けない場合
は、ランタイム・エラーが発生し、TRANS は空白ストリングを返します。
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record.ID は、アクセスされるレコードの ID として評価される式です。record.ID が複数値の場合、各レコ
ード ID に対して変換が起こり、結果は複数値になります (システム区切り文字で各レコードから変換され
たデータが区切られます)。
field# は、データが抽出されるフィールドの数として評価される式です。field# が -1 の場合、レコード ID
を除いたレコード全体が戻ります。
control.code は、データが見つからないか、NULL 値である場合に取られるアクションを指定するコードと
して評価される式です。指定できる制御コードは、次のとおりです。
X

(デフォルト) レコードが存在しないか、データが見つからない場合には空白ストリングを返しま
す。

V

レコードが存在しないか、データが見つからない場合には空白ストリングを返してエラー・メッセ
ージを生成します。

C

レコードが存在しないか、データが見つからない場合に record.ID の値を返します。

N

NULL 値が見つかった場合に record.ID の値を返します。

返された値は低いレベルで処理されます。 例えば、元がフィールドの値マークであれば、戻り値ではサブ
値マークになります。詳しくは、LOWER 関数を参照してください。
filename、record.ID、または field# が NULL 値として評価されると、TRANS 関数は正しく実行されずプ
ログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。control.code が NULL 値として評価
される場合、NULL は無視されて X が使用されます。
TRANS 関数は、XLATE 関数と同様です。

例
X=TRANS("VOC","EX.BASIC",1,"X")
PRINT "X= ":X
*
FIRST=TRANS("SUN.MEMBER","6100",2,"X")
LAST=TRANS("SUN.MEMBER","6100",1,"X")
PRINT "NAME IS ":FIRST:" ":LAST

次のプログラム出力が得られます。
X= F BASIC examples file
NAME IS BOB MASTERS

TRANSACTION 文
構文
BEGIN TRANSACTION
[statements]
{ COMMIT [WORK] | ROLLBACK [WORK] }
[statements]
[{ COMMIT [WORK] | ROLLBACK [WORK] }
[statements]
.
.
.
]
END TRANSACTION
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構文 (PIOPEN)
TRANSACTION START
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
TRANSACTION COMMIT
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}
TRANSACTION ABORT

説明
トランザクション文を使用すると、リカバリーやほかのユーザーへの可視性の点で、一連のファイル入出力
処理を 1 つの論理的処理として扱うことができます。 これらの処理には、ファイル入出力処理、または従
属トランザクションが含まれます。
注: BASIC では、InfoSphere DataStage 構文に加えて PI/open 構文を受け入れます。ただし、1 つのプログ
ラム内で 2 つのタイプの構文を混用することはできません。

TRANSACTION ABORT ステートメント
構文
TRANSACTION ABORT

説明
TRANSACTION ABORT ステートメントを使用すると、トランザクション中に行われたすべてのファイル
入出力の変更を元に戻すことができます。
TRANSACTION ABORT ステートメントを、TRANSACTION COMMIT ステートメントなしのトランザク
ションで使用して、可能性のある変更の結果を検討することができます。このように使用しても、親トラン
ザクションまたはデータベースへの影響はありません。
トランザクションが終了しても、処理は TRANSACTION ABORT ステートメントに続くステートメントに
よって継続されます。

例
次の例では、ACCOUNTS RECEIVABLE ファイルおよび INVENTORY ファイルの両方の更新が正常に終
わらなかった場合にトランザクションを強制終了する TRANSACTION ABORT ステートメントの使用法を
示します。
PROMPT ’’
OPEN ’ACC.RECV’ TO ACC.RECV ELSE STOP ’NO OPEN
ACC.RECV’
OPEN ’INVENTORY’ TO INVENTORY ELSE STOP ’NO OPEN
INVENTORY’
PRINT
INPUT
PRINT
INPUT
PRINT
INPUT

’Customer Id : ’:
CUST.ID
’Item No. : ’:
ITEM
’Amount
: ’:
AMOUNT

* Start a transaction to ensure both or neither
レコード
* 更新されないようにする。
TRANSACTION START ELSE STOP ’Transaction start
failed.’
* 受信できるアカウントから顧客の記録を読み取る。
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READU ACT.REC FROM ACC.RECV, CUST.ID
ON ERROR
STOP ’Error reading ’:CUST.ID:’ from ACC.RECV
file.’
END LOCKED
* レコードをロックできないのでトランザクションを中止 (ABORT)
TRANSACTION ABORT
STOP ’Record ’:CUST.ID:’ on file ACC.RECV locked
by user ’:STATUS()
END THEN
* 新しいレコードを作成
ACT.REC<1,-1> = ITEM:@SM:AMOUNT
ACT.REC<2> = ACT.REC<2> + AMOUNT
END ELSE
* 新しいレコードを作成
ACT.REC = ITEM:@SM:AMOUNT:@FM:AMOUNT
END
* インベントリーから項目のレコードを読み取る
READU INV.REC FROM INVENTORY, ITEM
ON ERROR
STOP ’Error reading ’:ITEM:’ from INVENTORY file.’
END LOCKED
* レコードをロックできないのでトランザクションを中止 (ABORT)
TRANSACTION ABORT
STOP ’Record ’:ITEM:’ on file INVENTORY locked by
user ’:STATUS()
END THEN
* 新しいレコードを作成
INV.REC<1> = INV.REC<1> - 1
INV.REC<2> = INV.REC<2> - AMOUNT
END ELSE
STOP ’Record ’:ITEM:’ is not on file INVENTORY.’
END
* 更新されたレコードを、受信可能なアカウントおよびインベントリーに書き込み
WRITEU ACT.REC TO ACC.RECV, CUST.ID
WRITEU INV.REC TO INVENTORY, ITEM
TRANSACTION COMMIT ELSE STOP ’Transaction commit
failed.’
END

TRANSACTION COMMIT ステートメント
構文
TRANSACTION COMMIT
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
TRANSACTION COMMIT ステートメントを使用すると、トランザクション中に行われたすべてのファイ
ル入出力の変更をコミットできます。
TRANSACTION COMMIT ステートメントは、成功または失敗のどちらかです。 TRANSACTION
COMMIT ステートメントが成功した場合、THEN ステートメントが実行されます。すべての ELSE ステ
ートメントは無視されます。TRANSACTION COMMIT ステートメントが失敗した場合、ELSE ステート
メントがあれば実行され、制御は TRANSACTION COMMIT ステートメントに続くステートメントへ移さ
れます。
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TRANSACTION START ステートメント
構文
TRANSACTION START
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
TRANSACTION START ステートメントを使用すると、新規トランザクションを開始できます。

THEN および ELSE 節
THEN 節、ELSE 節、またはその両方を、TRANSACTION START ステートメントに記述する必要があり
ます。
TRANSACTION START ステートメントがトランザクションを正常に開始できた場合は、THEN 節にある
ステートメントが実行されます。 なんらかの理由で InfoSphere DataStage でトランザクションを開始でき
ないと、致命的エラーが発生して、コマンド・プロンプトに戻ります。

TRIM 関数
構文
TRIM (expression [ ,character [ ,option] ] )

説明
TRIM 関数を使用すると、expression 内の不要な文字を削除できます。expression のみが指定された場合、
スペースとタブが複数回出現しても単一のタブまたはスペースに削減され、先行スペース、末尾スペース、
先行タブ、末尾タブのすべてが削除されます。 expression が 1 つ以上のスペース文字と評価される場合
は、TRIM は空白ストリングを返します。
character には、スペースまたはタブ以外の文字を指定します。expression と character のみが指定される
場合、character が複数回出現しても、単一のものに置き換えられて、character の先行および末尾のものは
削除されます。
option には、実行するトリム処理のタイプを指定します。
A

character の出現をすべて削除

B

character の先行および末尾の出現を両方とも削除

D

行の先頭、末尾、および重複しているスペース文字を削除

E

行の末尾にあるスペース文字を削除

F

行の先頭にあるスペース文字を削除

L

character の先行する出現をすべて削除

R

character の先行、末尾、および重複する出現を削除

T

character の末尾の出現をすべて削除

expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。option が NULL 値として評価される
場合、NULL は無視されて、オプション R が想定されます。character が NULL 値として評価されると、
TRIM 関数は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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NLS が有効であれば、TRIM 関数を使用して、Unicode の 0x2000 から 0x200B、0x00A0、0x3000 などと
いった、指定されたロケールの NLS.LC.CTYPE ファイルで TRIMMABLE とマークされているスペース文
字を削除できます。

例
A=" Now is the time
PRINT A
PRINT TRIM(A)

for

all good men to"

次のプログラム出力が得られます。
Now is the time for all good men to
Now is the time for all good men to

TRIMB 関数
構文
TRIMB (expression)

説明
TRIMB 関数を使用すると、末尾スペースや末尾タブのすべてを expression から削除できます。 expression
内のその他のスペースやタブは、すべて損なわれずに残されます。expression が NULL 値として評価され
る場合、NULL が戻ります。
NLS が有効であれば、TRIMB 関数を使用して、Unicode の 0x2000 から 0x200B、0x00A0、および
0x3000 といった、指定されたロケールの NLS.LC.CTYPE ファイルで TRIMMABLE とマークされている
スペース文字を削除できます。

例
A=" THIS IS A SAMPLE STRING "
PRINT "’":A:"’": " IS THE STRING"
PRINT "’":TRIMB(A):"’":" IS WHAT TRIMB DOES"
END

次のプログラム出力が得られます。
’
’

THIS IS A
THIS IS A

SAMPLE STRING ’ IS THE STRING
SAMPLE STRING’ IS WHAT TRIMB DOES

TRIMBS 関数
構文
TRIMBS (dynamic.array)
CALL -TRIMBS (return.array, dynamic.array)

説明
TRIMBS 関数を使用すると、末尾スペースや末尾タブのすべてを dynamic.array の各エレメントから削除
できます。
TRIMBS 関数は、各エレメントから行末のスペースおよびタブをすべて削除して、複数の連続しているス
ペースおよびタブをシングル・スペースまたはタブに詰めます。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメ
ントが NULL である場合、その値に対して NULL が戻ります。
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サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
NLS が有効であれば、TRIMBS 関数を使用して、Unicode の 0x2000 から 0x200B、0x00A0、および
0x3000 といった、指定されたロケールの NLS.LC.CTYPE ファイルで TRIMMABLE とマークされている
スペース文字を削除できます。

TRIMF 関数
構文
TRIMF (expression)

説明
TRIMF 関数を使用すると、先行スペースや先行タブのすべてを expression から削除できます。 expression
内のその他のスペースやタブは、すべて損なわれずに残されます。expression が NULL 値として評価され
る場合、NULL が戻ります。
NLS が有効であれば、TRIMF 関数を使用して、Unicode の 0x2000 から 0x200B、0x00A0、および
0x3000 といった、指定されたロケールの NLS.LC.CTYPE ファイルで TRIMMABLE とマークされている
スペース文字を削除できます。

例
A=" THIS IS A SAMPLE STRING "
PRINT "’":A:"’":" IS THE STRING"
PRINT "’":TRIMF(A):"’":" IS WHAT TRIMF DOES"
END

次のプログラム出力が得られます。
’ THIS IS A SAMPLE STRING ’ IS THE STRING
’THIS IS A SAMPLE STRING ’ IS WHAT TRIMF DOES

TRIMFS 関数
構文
TRIMFS (dynamic.array)
CALL -TRIMFS (return.array, dynamic.array)

説明
TRIMFS 関数を使用すると、先行スペースや先行タブのすべてを dynamic.array の各エレメントから削除で
きます。
TRIMFS 関数は、各エレメントから行頭のスペースおよびタブをすべて削除して、複数の連続しているス
ペースおよびタブをシングル・スペースまたはタブに詰めます。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメ
ントが NULL である場合、その値に対して NULL が戻ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
NLS が有効であれば、TRIMFS 関数を使用して、Unicode の 0x2000 から 0x200B、0x00A0、および
0x3000 といった、指定されたロケールの NLS.LC.CTYPE ファイルで TRIMMABLE とマークされている
スペース文字を削除できます。
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TRIMS 関数
構文
TRIMS (dynamic.array)
CALL -TRIMS (return.array, dynamic.array)

説明
TRIMS 関数を使用すると、不要なスペースやタブを dynamic.array の各エレメントから削除できます。
TRIMS 関数は、各エレメントから行頭および行末のスペースおよびタブをすべて削除して、複数の連続し
ているスペースおよびタブをシングル・スペースまたはタブに詰めます。
dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメ
ントが NULL である場合、その値に対して NULL が戻ります。
サブルーチン構文を使用した場合、結果として生じる動的配列が、return.array に戻ります。
NLS が有効であれば、TRIMS 関数を使用して、Unicode の 0x2000 から 0x200B、0x00A0、および
0x3000 といった、指定されたロケールの NLS.LC.CTYPE ファイルで TRIMMABLE とマークされている
スペース文字を削除できます。

TTYCTL ステートメント
構文
TTYCTL file.variable, code#
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
TTYCTL ステートメントを使用すると、Berkeley 端末ドライバーで端末デバイスの設定ができます。code#
には、行うアクションを指定します。
このステートメントは、UNIX System V または Windows ではサポートされません。
次の表に、使用可能なアクションのリストを示します。
表 60. TTYCTL のアクション・コード
引数

アクション

0

操作なし。デバイスが TTY であるかを判別します。

1

ファイルを閉じるときに HUP (ハングアップ・データ線)
を設定します。

2

ファイルを閉じるときに HUP をクリアします。

3

TTY の排他使用フラグをセットします。

4

排他使用フラグをリセットします。

5

BREAK を設定します。

6

BREAK をクリアします。

7

DTR (データ端末レディー) をオンにします。

8

DTR をオフにします。

9

入力および出力のバッファーをフラッシュします。

10

出力バッファーが空になるのを待機します。
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file.variable には、端末に順次アクセスするために以前に開かれたファイルを指定します。file.variable が
NULL 値として評価されると、TTYCTL ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エ
ラー・メッセージを出力して終了します。
アクションが決定すると、次に THEN 文が実行されます。 THEN ステートメントが存在しない場合、プ
ログラムは続けて次のステートメントを実行します。
TTYCTL 処理の実行中にエラーが発生した場合、またはファイル変数が端末デバイスで開かれない場合
は、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は無視されます。

例
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
*
TTYCTL FILE, 0
THEN PRINT ’THE FILE IS A TTY’
ELSE PRINT ’THE FILE IS NOT A TTY’

次のプログラム出力が得られます。
THE FILE IS NOT A TTY

TTYGET ステートメント
構文
TTYGET variable [FROM {file.variable | LPTR [n] | MTU [n] } ]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
TTYGET ステートメントを使用すると、端末、ライン・プリンター・チャネル、またはテープ装置の特性
を、動的配列として variable へ割り当てることができます。 FROM 節が省略されると、ご使用の端末の
端末特性の動的配列が variable に割り当てられます。
file.variable は、OPENDEV ステートメントまたは OPENSEQ ステートメントでの順次処理のために開か
れた端末です。file.variable が指定されると、指定した端末の端末特性が取得されます。
n には、LPTR で論理プリント・チャネル、または MTU でテープ装置を指定します。(Windows NT では
テープ装置を指定できません。) n が指定されると、プリント・チャネルまたはテープ装置の特性が取得さ
れます。論理プリント・チャネルの場合、n の範囲は、0 から 225 で、デフォルトは 0 です。テープ装置
の場合、n の範囲は、0 から 7 で、デフォルトは 0 です。
端末の設定が取得されると、次に THEN 文が実行されます。
装置が存在しないか開けない場合、または動的な配列が返されない場合は、ELSE 文が実行され、すべての
THEN 文は無視されます。
file.variable または n のどちらかが NULL 値に評価されると、TTYGET ステートメントは正しく実行され
ずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
動的な配列の情報にアクセスする最善の方法は、BASIC コード UNIVERSE.INCLUDE TTY をインクルー
ドすることです。 このファイルをインクルードする構文は、次のとおりです。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TTY
BASIC 言語リファレンス
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このファイルには動的な配列の値と名前が対応づけられていて、各値にプログラムでアクセスしやすくなっ
ています。このコードを利用するには、変数 tty$ を呼び出す必要があります。このコードがプログラムに
インクルードされれば、名前を使用して動的な配列の値にアクセスできます。端末回線の値を設定するに
は、TTYSET ステートメントを使用します。
次の表に、動的な配列の値と名前の対応をリストし、各値について説明します。 最終列は異なるオペレー
ティング・システムで使用可能な値を示します。SV は、システム V、B は、Berkeley UNIX、NT は、
Windows を示します。
表 61. TTYGET ステートメントの値
値

名前

説明

利用可能
SV

B

NT

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3

フィールド 1
1

mode.type

次のモードのうち 1
つ。
MODE$LINE または 0 =
line
MODE$RAW または 1
= raw
MODE$CHAR または 2
= character
MODE$EMULATE また
は 3 = emulated

2

mode.min

入力前の文字の最小数。 3

3

3

3

mode.time

入力前の最少時間 (ミリ
秒単位)。

3

3

3

1

cc.intr

割り込み文字。 -1 未定
義。

3

3

3

2

cc.quit

終了文字。 -1 未定義。

3

3

3

cc.susp

サスペンド文字。 -1 未
定義。

3

3

4

cc.dsusp

dsusp 文字。 -1 未定
義。

5

cc.switch

切り替え文字。 -1 未定
義。

3

6

cc.erase

消去文字。 -1 未定義。

3

7

cc.werase

werase 文字。 -1 未定
義。

8

cc.kill

抹消文字。 -1 未定義。

9

cc.lnext

lnext 文字。 -1 未定
義。

3

10

cc.rprint

rprint 文字。 -1 未定
義。

3

フィールド 2
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3

3

3

3
3

3

3

3

表 61. TTYGET ステートメントの値 (続き)
値

名前

説明

利用可能
SV

B

NT

11

cc.eof

eof 文字。 -1 未定義。

3

3

12

cc.eol

eol 文字。 -1 未定義。

3

3

13

cc.eol2

eol2 文字。 -1 未定義。 3

14

cc.flush

フラッシュ文字。 -1 未
定義。

15

cc.start

開始文字。 -1 未定義。
System V では、^Q だ
け。

3

3

3

16

cc.stop

ストップ文字。 -1 未定
義。System V では、^S
だけ。

3

3

3

17

cc.lcont

3
lcont 文字。 -1 未定
義。エミュレーションだ
け。

3

3

18

cc.fmc

fmc 文字。-1 未定義。エ 3
ミュレーションだけ。

3

3

19

cc.vmc

vmc 文字。-1 未定義。
3
エミュレーションだけ。

3

3

20

cc.smc

smc 文字。-1 未定義。
3
エミュレーションだけ。

3

3

21

ccdel

削除文字。

3

3

1

carrier.receive

端末はデータ受信可能。 3

3

2

carrier.hangup

端末を閉じるときに回線 3
断。

3

3

carrier.local

端末はローカル回線。

3

3

1

case.ucin

入力時に小文字を大文字 3
へ変換。

3

2

case.ucout

出力時に小文字を大文字 3
へ変換。

3

3

case.xcase

大文字は、小文字と区別 3
するために、円記号 (¥)
が前に来る。

3

4

case.invert

入力時に大/小文字を反
転。 エミュレーション
だけ。

3

3

1

crmode.inlcr

入力時に LINEFEED を
RETURN へ変換。

3

3

2

crmode.igncr

入力時に RETURN を無 3
視。

3

3

フィールド 3
3

3

フィールド 4

3

フィールド 5
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表 61. TTYGET ステートメントの値 (続き)
値

名前

説明

利用可能
SV

B

3

crmode.icrnl

入力時に RETURN を
LINEFEED へ変換。

3

3

4

crmode.onlcr

出力時に LINEFEED を 3
LINEFEED, RETURN へ
変換。

3

5

crmode.ocrnl

出力時に RETURN を
LINEFEED へ変換。

3

3

6

crmode.onocr

カーソルが列 0 にある
時、RETURN の出力を
禁止。

3

3

7

crmode.onlret

LINEFEED が RETURN
の機能を実行。

3

3

1

delay.bs

バックスペースの遅延を 3
設定。

3

2

delay.cr

RETURN の遅延を設
定。

3

3

3

delay.ff

フォーム・フィードの遅 3
延を設定。

3

4

delay.lf

LINEFEED の遅延を設
定。

3

3

5

delay.vt

垂直タブの遅延を設定。 3

3

6

delay.tab

タブの遅延を設定。

3

3

7

delay.fill

0 = 時間遅延 1 = 空白 3
ストリングで充てん 2 =
DELETE で充てん

3

1

echo.on

端末のエコーを設定。

3

3

2

echo.erase

ECHOE$ERASE または 3
0 = プリント・エコー文
字

3

NT

フィールド 6

フィールド 7

ECHOE$BS または 1 =
バックスペースとしての
エコー
ECHOE$BSB または 2 =
バックスペース、スペー
ス、バックスペースとし
てのエコー
ECHOE$PRINTER また
は 3 = プリンターとし
てのエコー
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表 61. TTYGET ステートメントの値 (続き)
値

名前

説明

利用可能
SV

3

echo.kill

ECHOK$KILL または 0 3
= 抹消文字として強制終
了

B

NT

3

ECHOK$LF または 1 =
RETURN、LINEFEED と
して強制終了
ECHOK$ERASE または
2 = 一連の消去として強
制終了
4

echo.ctrl

エコーの制御を ^ 文字
として設定。

3

3

5

echo.lf

3
エコーのオフ時に、
RETURN、LINEFEED と
して RETURN をエコー

3

3

handshake.xon

1 = X-ON/X-OFF プロト 3
コルをオン

3

3

フィールド 8
1

0 = X-ON/X-OFF プロト
コルをオフ
2

handshake.startany

1 = 任意の文字が X-ON 3
として機能

3

0 = X-ON 文字だけが
X-ON として機能
3

handshake.tandem

1 = 入力バッファーが、 3
ほぼいっぱいになると、
X-OFF が送信される

3

3

0 = 自動 X-OFF、X-ON
モードをオフ
4

handshake.dtr

1 = DTR をオン

3

3

0 = DTR をオフ
フィールド 9
1

output.post

出力の後処理が発生。

3

3

2

output.tilde

ティルドについて特別な 3
出力処理。

3

3

output.bg

出力時にバックグラウン 3
ド処理を停止。

3

4

output.cs

レポート前に画面クリア 3
を出力。エミュレーショ
ンだけ。

3

5

output.tab

出力タブ拡張を設定。

3

3
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表 61. TTYGET ステートメントの値 (続き)
値

名前

説明

利用可能
SV

B

NT

フィールド 10
1

protocol.line

ライン・プロトコル。

3

3

2

protocol.baud

1 = 50 9 = 1200

3

3

3

3

3

3

2 = 75 10 = 1800
3 = 110 11 = 2400
4 = 134 12 = 4800
5 = 150 13 = 9600
6 = 200 14 または
EXTA = 19200
7 = 300 15 = EXTB
8 = 600
3

protocol.data

文字サイズ:
5 = 5 ビット 7 = 7 ビ
ット
6 = 6 ビット 8 = 8 ビ
ット

4

protocol.stop

2 = 2 ストップ・ビット 3
1 = 1 ストップ・ビット

3

3

5

protocol.output

出力パリティー:

3 3

3 3

3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

0 = パリティーなし 1 =
偶数パリティー
2 = 奇数パリティー
6

protocol.input

入力パリティー:
0 = 入力パリティー検査
を無効にする
1 = 入力パリティー検査
を有効にする
2 = パリティー・エラー
にマークを付ける 3 =
パリティー・エラーに
NULL でマークを付ける
4 = パリティー・エラー
を無視する

7

protocol.strip

フィールド 11
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1 = 7 ビットにする 0 = 3
8 ビット

3

表 61. TTYGET ステートメントの値 (続き)
値

名前

説明

利用可能
SV

B

1

signals.enable

信号キーを有効にする。 3
割り込み、中断、終了。

3

2

signals.flush

先行入力バッファーをフ 3
ラッシュ

3

3

signals.brkkey

0 = ブレークを無視

3

3

NT

1 = 割り込みとしてブレ
ーク
2 = NULL としてブレー
ク

TTYSET ステートメント
構文
TTYSET dynamic.array [ON {file.variable | LPTR [n] | MTU [n] } ]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
TTYSET ステートメントを使用すると、端末、ライン・プリンター・チャネル、またはテープ装置の設定
ができます。 dynamic.array のみが指定された場合、ご使用の端末の端末特性は、dynamic.array の内容に
基づいて設定されます。dynamic.array は、11 個のフィールドの動的配列で、それぞれが複数の値を持ちま
す。dynamic.array の各値の期待値に関する説明は、TTYGET ステートメントに記載されています。
file.variable は、OPENDEV ステートメントまたは OPENSEQ ステートメントでの順次処理のために開か
れた端末です。 file.variable が指定されると、指定した端末の端末特性が設定されます。
n には、LPTR で論理プリント・チャネル、または MTU でテープ装置を指定します。n が指定される
と、プリント・チャネルまたはテープ装置の特性が設定されます。論理プリント・チャネルの場合、n の範
囲は、0 から 225 で、デフォルトは 0 です。テープ装置の場合、n の範囲は 0 から 7 で、デフォルトは
0 です。Windows では、テープ装置を指定できません。
端末の設定が設定されると、次に THEN 文が実行されます。
装置が存在しないか開けない場合、または動的な配列が返されない場合は、ELSE 文が実行され、すべての
THEN 文は無視されます。
dynamic.array、file.variable、または n が NULL 値に評価されると、TTYSET ステートメントは正しく実
行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
dynamic.array を作成するには、端末回線の現行値を TTYGET ステートメントを使用して取得し、値を操
作して、TTYSET ステートメントを使用してリセットします。動的な配列の情報にアクセスする最善の方
法は、BASIC コード UNIVERSE.INCLUDE TTY をインクルードすることです。 このファイルをインクル
ードする構文は、次のとおりです。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TTY
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このファイルは TTYGET ステートメントの variable の各値を名前と同一のものにするので、各値はプロ
グラムで簡単にアクセスできるようになります。このコードを利用するには、変数 tty$ を呼び出す必要が
あります。このコードがプログラムにインクルードされれば、名前を使用して動的な配列の値にアクセスで
きます。 TTYGET ステートメントの値の表に、動的な配列の値と名前の対応がリストされ、各値について
の説明があります。

タイムアウト処理
通信回線を介した読み取り処理のタイムアウトを定義するために、MODE.MIN および MODE.TIME の値
を設定できます。 MODE.MIN は、受信される文字の最小数を指定します。 MODE.TIME は、時間を 10
分の 1 秒単位で指定します。 これら 2 つの値が相互作用して、次のように利用できる 4 つのケースを用
意します。
Intercharacter タイマー
MODE.MIN および MODE.TIME 両方の値を 0 よりも大きく設定すると、MODE.TIME によって、通信回
線を介して受信される連続した文字の間隔の最大値を 10 分の 1 秒単位で指定できます。 間隔のタイミン
グは、最初の文字が受信されてから開始されます。
読み取りのブロッキング
MODE.MIN の値を 0 より大きくして MODE.TIME の値を 0 にすると、制限時間は設定されません。従
って、読み取り処理は、指定した文字数が (READSEQ 文の場合は改行) 受信されるまで待機します。
読み取りタイマー
MODE.MIN を 0、MODE.TIME を 0 より大きい値に設定すると、MODE.TIME によって、読み取り処理
がタイムアウトまでに文字の受信を待機する時間の長さを指定できます。指定した時間に文字の受信がない
場合、READSEQ ステートメントと READBLK ステートメントは、ELSE 節があればそれを使用します。
バッファリングをオフにするために NOBUF ステートメントを使用する場合、各文字の受信後にタイマー
がリセットされます。
読み取りの非ブロッキング
MODE.MIN および MODE.TIME の値を 0 に設定すると、データは利用可能になった時点で読み取られま
す。読み取り処理は即座に返されます。
v いずれかの文字を受信した場合は、以下のようになります。
– READBLK は、blocksize 引数に指定された文字数、または受信されたすべての文字数の、どちらか少
ない方と同じ文字数を返します。
– READSEQ は、最初の改行までの文字、または改行が受信されない場合は、受信された文字すべてを
返します。
v 文字の受信がない場合、READSEQ と READBLK は ELSE 節があればそれを使用します。

UNASSIGNED 関数
構文
UNASSIGNED (variable)
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説明
UNASSIGNED 関数を使用すると、variable が未割り当てかどうかを判別できます。UNASSIGNED variable
が未割り当ての場合 1 (真) を返します。 variable に値が割り当てられている場合 (NULL 値を含む) は、
0 (偽) を返します。

例
A = "15 STATE STREET"
C = 23
X = UNASSIGNED(A)
Y = UNASSIGNED(B)
Z = UNASSIGNED(C)
PRINT X,Y,Z

次のプログラム出力が得られます。
0

1

0

UNICHAR 関数
構文
UNICHAR (unicode)

説明
UNICHAR 関数を使用すると、Unicode 値から単一の文字を生成できます。
unicode は、生成する文字の値である 0 から 65535 の 10 進値です。 unicode が無効な場合、空白ストリ
ングが戻ります。unicode が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
UNICHAR 関数は、NLS モードが有効でも無効でも同じように動作します。
注: InfoSphere DataStage システム区切り文字を生成するには、BASIC @ 変数を使用してください。
UNICHAR 関数は使用しないでください。

UNICHARS 関数
構文
UNICHARS (dynamic.array)

説明
UNICHARS 関数を使用すると、Unicode 値の動的な配列から文字の動的な配列を生成できます。
dynamic.array は、システム区切り文字で区切られた 10 進値の Unicode 値の配列です。dynamic.array の
いずれかのエレメントが無効な場合、そのエレメントに対して空白ストリングが戻ります。dynamic.array
が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいずれかのエレメントが NULL
である場合、そのエレメントに対して NULL が戻ります。
UNICHARS 関数は、NLS モードが有効でも無効でも同じように動作します。
注: InfoSphere DataStage システム区切り文字を生成するには、BASIC @ 変数を使用してください。
UNICHARS 関数は使用しないでください。
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UNISEQ 関数
構文
UNISEQ (expression)

説明
UNISEQ 関数を使用すると、expression から Unicode 値を生成できます。
expression の先頭文字が Unicode 値 (すなわち、範囲 0x0000 から 0x1FFFF の 16 進値) に変換されま
す。 expression が、例えば、不完全な内部ストリングのように無効な場合、空白ストリングが戻ります。
expression が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
UNISEQ 関数は、NLS モードが有効でも無効でも同じように動作します。
注: UNISEQ はシステム区切り文字をマッピングしません。例えば、UNISEQ("û") は 251 (0x00FB) を返
し、UNISEQ(@TM) は 63739 (0xF8FB) を返します。返される Unicode 値は、テキスト・マーク文字の内
部的な表現で、ほかの文字と混同されることのないように一意な領域にマッピングされています。 この関
数の動作が SEQ(@TM) (251 が返されます) とは異なる点に注意してください。

UNISEQS 関数
構文
UNISEQS (dynamic.array)

説明
UNISEQS 関数を使用すると、文字の動的な配列から Unicode 値の動的な配列を生成できます。
dynamic.array には、システム区切り文字で区切られるエレメントを付けた文字の配列を指定します。
dynamic.array の各エレメントの先頭文字が Unicode 値 (範囲 0x0000 から 0x1FFFF の 16 進値) に変換
されます。dynamic.array のいずれかのエレメントが無効な場合、そのエレメントに対して空白ストリング
が戻ります。dynamic.array が NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。dynamic.array のいず
れかのエレメントが NULL 値である場合、そのエレメントに対して NULL が戻ります。
UNISEQS 関数は、NLS モードが有効でも無効でも同じように動作します。
注: UNISEQS はシステム区切り文字をマッピングしません。例えば、UNISEQS("û") は 251 (0x00FB) を
返し、 UNISEQS(@TM) は 63739 (0xF8FB) を返します。返される Unicode 値は、テキスト・マーク文字
の内部的な表現で、ほかの文字と混同されることのないように一意な領域にマッピングされています。 こ
の関数の動作が SEQ(@TM) (251 が返されます) とは異なる点に注意してください。

UNLOCK ステートメント
構文
UNLOCK [expression]

説明
UNLOCK ステートメントを使用すると、LOCK ステートメントで設定されたプロセス・ロックを解除でき
ます。
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expression には、0 から 63 の整数を指定します。expression が指定されない場合、すべてのロックが解除
されます (LOCK ステートメントを参照)。
expression が 0 から 63 の範囲外の整数と評価されると、エラー・メッセージが表示されて、アクション
は行われません。
expression が NULL 値として評価されると、UNLOCK ステートメントは正しく実行されずプログラムは
ランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

例
次の例では実行ロック 60 が解除されます。
UNLOCK 60

次の例では、現在のログイン・セッションで設定されたすべてのロックが解除されます。
UNLOCK

次の例では、ロック 50 が解除されます。
X=10
UNLOCK 60-X

UPCASE 関数
構文
UPCASE (expression)

説明
UPCASE 関数を使用すると、expression 内のすべての小文字を大文字に変更できます。expression が
NULL 値として評価される場合、NULL が戻ります。
UPCASE は、OCONV 関数 ("MCU") に相当します。
NLS が有効であれば、UPCASE 関数は NLS.LC.CTYPE ファイルの Ctype カテゴリーで指定されている規
則を利用して大/小文字を区別します。

例
A="This is an example of the UPCASE function: "
PRINT A
PRINT UPCASE(A)

次のプログラム出力が得られます。
This is an example of the UPCASE function:
THIS IS AN EXAMPLE OF THE UPCASE FUNCTION:

UPRINT ステートメント
構文
UPRINT [ ON print.channel ] [ print.list ]
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説明
NLS モードで、UPRINT ステートメントを使用すると、OCONV mapname を使用して、外部フォーマット
にマッピングされたデータを印刷できます。続いて UPRINT ステートメントは、マッピングされたデータ
を画面、ライン・プリンター、またはほかのプリンター・ファイルへ追加のマップなしで送信できます。
ON 節は、出力のために使用する論理プリント・チャネルを指定します。print.channel は、-1 から 255 の
数値として評価される式です。ON 節を使用しない場合は、論理プリント・チャネル 0 が使用されます。
これによって、PRINTER OFF が設定されている場合はユーザーの端末に印刷されます (PRINTER ステー
トメントを参照)。print.channel が NULL 値として評価されると、PRINT ステートメントは正しく実行さ
れずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。論理的なプリント・チャネル
-1 ではデータが画面に出力されます。これは、PRINTER ON ステートメントが実行されているかどうかと
は無関係です。
それぞれの論理プリント・チャネルには、HEADING、FOOTING、PAGE、PRINTER CLOSE ステートメン
トを指定できます。プリント・ファイルの内容は、論理プリント・チャネル番号順に印刷されます。
print.list には、BASIC 式を含めることができます。リストのエレメントは、数値または文字ストリング、
変数、定数、またはリテラル・ストリングです。NULL 値を印刷することはできません。リストには、出
力形式に合った、単一式または、コンマ ( , ) かコロン ( : ) で区切られた一連の式を含めることができま
す。 print.list の指定がない場合は、ブランク行が印刷されます。
コンマで区切られている複数の式は、あらかじめ設定されているタブ位置に印刷されます。 デフォルトの
タブ停止位置の設定値は 10 文字になっています。デフォルト設定の変更については、TABSTOP ステート
メントを参照してください。式の間を複数のタブで空けるには、その個所に複数のコンマを挿入してくださ
い。
コロンで区切られている式は連結されます。 すなわち、コロンに続く式は、コロンの前にある式のすぐあ
とに印刷されます。 LINEFEED および RETURN のないリストを印刷するには、print.list をコロン ( : )
で終了します。
NLS モードが無効の場合、UPRINT ステートメントは PRINT ステートメントと同様に動作します。

WEOF ステートメント
構文
WEOF [UNIT (mtu) ] {THEN statements [ELSE statements] |
ELSE statements}

説明
WEOF ステートメントを使用すると、テープに end-of-file (EOF) マークを書き込むことができます。
UNIT 節で、磁気テープ装置の数を指定します。装置が指定されない場合は、磁気テープ装置 0 が使用さ
れます。
mtu は、3 桁のコード (10 進値) として評価される式です。mtu 式は UNIT 節の関数ですが、WEOF ステ
ートメントは 3 番目の桁 (u) のみを使用します。その値は、範囲 0 から 7 にする必要があります (mtu
式については、READT ステートメントを参照してください)。mtu が、NULL 値として評価されると、
WEOF ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了
します。
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WEOF ステートメントが実行される前に、テープ・ドライブ装置がユーザーに利用可能 (割り当て) になっ
ている必要があります。 ASSIGN コマンドを使用すると、テープ装置をユーザーに割り当てることができ
ます。 利用可能なテープ装置がなかったり、ユニット指定が不正な場合は、ELSE 文が実行されます。
STATUS 関数は、WEOF が ELSE 節を取る場合は 1、それ以外では 0 を返します。

例
WEOF UNIT(007) ELSE PRINT "OPERATION NOT COMPLETED."

WEOFSEQ ステートメント
構文
WEOFSEQ file.variable [ON ERROR statements]

説明
WEOFSEQ ステートメントを使用すると、順次アクセスのために開かれているファイルに end-of-file
(EOF) マークを書き込むことができます。 この end-of-file マークは現在の位置に書き込まれるので、その
ポイントでファイルを切り詰める結果になります。続いて起こる READSEQ ステートメントによって、
ELSE ステートメントが実行されます。
file.variable には、順次アクセスで開かれるファイルを指定します。file.variable が NULL 値として評価さ
れると、WEOFSEQ ステートメントは正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを
出力して終了します。
注: Windows システムでは、OPENDEV ステートメントで開いたディスケット・ドライブで WEOFSEQ
ステートメントを使用できません。1/4 インチカートリッジ・テープ・ドライブ (60MB または 150MB)
では、WEOFSEQ を使用して end-of-file (EOF) マークをデータの開始位置、または書き込み後に書き込む
ことができます。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は、WEOFSEQ ステートメントではオプションです。 ON ERROR 節では、WEOFSEQ ス
テートメントの処理中に致命的エラーに遭遇してプログラムが強制終了される場合の代替手段を指定できま
す。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。
BASIC 言語リファレンス
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順次ファイル処理について詳しくは、OPENSEQ ステートメント、READSEQ ステートメント、および
WRITESEQ ステートメントを参照してください。
注: 一部のシステムは、ディスク・ファイルの切り捨てをサポートしていません。こうしたシステムでは
WEOFSEQ は無視されますが、WEOFSEQ がファイルの先頭に対して動作する部分は例外です。

例
次の例では、ファイル TYPE1 内のレコード RECORD に end-of-file マークが書き込まれます。
OPENSEQ ’TYPE1’,’RECORD’ TO FILE ELSE STOP
WEOFSEQ FILE

WRITE 文
構文
WRITE[U] expression {ON | TO} [file.variable,] record.ID[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
[THEN statements] [ELSE statements]
WRITEV[U] expression {ON | TO} [file.variable,] record.ID, field#[ON ERROR statements] [LOCKED statements]
[THEN statements] [ELSE statements]

説明
WRITE 文を使用すると、新規データを InfoSphere DataStage ファイル内のレコードに書き込めます。
expression の値で、レコードに以前保存されたデータを置き換えます。
表 62. WRITE 文の影響
以下のステートメントを使用...

以下を実行...

WRITE

レコードへの書き込み。

WRITEU

レコードへの書き込み。更新レコードのロックは保持。

WRITEV

フィールドへの書き込み。

WRITEVU

フィールドへの書き込み。更新レコードのロックは保持。

expression が NULL 値として評価されると、WRITE ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
file.variable は、開いているファイルを指定します。file.variable が指定されていない場合、デフォルトのフ
ァイルが仮定されます (デフォルトのファイルの詳細については、OPEN ステートメントを参照してくださ
い)。ファイルがアクセス不能で開けない場合、ELSE 文が指定されていないかぎり、プログラムはランタ
イム・エラー・メッセージを表示して強制終了します。
システムは、record.ID で指定されたレコードのファイルを検索します。レコードが見つからない場合は、
WRITE で新しいレコードが作成されます。
file.variable、record.ID、または field# が NULL 値として評価されると、すべての WRITE 文 WRITE、
WRITEU、WRITEV、WRITEVU) は正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出
力して終了します。
新しい値がレコードへ書き込まれ、次に THEN 文が実行されます。 THEN ステートメントが指定されて
いない場合、実行は WRITE ステートメントの次のステートメントから継続されます。 WRITE が失敗し
た場合、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は無視されます。
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レコードを更新する際、WRITE ステートメントは、ステートメントによって設定された更新レコード・ロ
ックを解除します。READU ステートメントで設定された更新レコード・ロックを維持するには、WRITE
ステートメントではなく WRITEU ステートメントを使用してください。
WRITE ステートメントは、expression の空白ストリングを囲む末尾のフィールド・マークをストリップし
ません。その処理が必要な場合は、MATWRITE ステートメントを使用します。
表
ファイルが表である場合、プログラムを実際に使用するユーザーには、ファイル内のレコードを読み取るた
めの SQL INSERT および UPDATE 権限が必要です。プログラムの実効ユーザーについては、
AUTHORIZATION ステートメントを参照してください。
OPENCHK 構成可能パラメーターが TRUE に設定してある場合、または、ファイルが OPENCHECK ステ
ートメントで開かれている場合、SQL 表に書き込まれるすべてに対して、すべての SQL 保全制約が検査
されます。保全チェックに失敗した場合、WRITE ステートメントは ELSE 節を使用します。ICHECK 関
数を使用すると、失敗を引き起こす特定の保全制約を判別できます。
NLS モード
入出力処理を実行する WRITE およびそのほかの BASIC ステートメントは、出力ファイルに適したマッ
プを使用して、内部データを外部文字セットにマッピングします。
InfoSphere DataStage は、マップできない文字のファイル・マップの不明な文字を置換します。WRITE 文
の結果は、次の項目に応じて変わります。
v ON ERROR 節の有無
v uvconfig ファイル内の NLSWRITEELSE パラメーターの設定
v マップ不可文字の位置
STATUS 関数で返される値とその結果は、次のとおりです。
表 63. 値および結果
STATUS の値および結果

ON ERROR とパラメーターの設定

マップ不可文字の位置

3 WRITE が失敗。レコード書き込み
なし。

ON ERROR

レコード ID
データ

4 WRITE が失敗。レコード書き込み
なし。
プログラムがランタイム・エラー・メ ON ERROR は No で、
ッセージを表示して強制終了。
NLSWRITEELSE = 1

レコード ID またはデータ

プログラムがランタイム・エラー・メ ON ERROR は No で、
NLSWRITEELSE = 0
ッセージを表示して強制終了。

レコード ID
データ

レコードが未知の文字で書き込まれ
た。データ消失。

WRITE ステートメントが実行された後に STATUS 関数を使用して、以下のように処理結果を判別しま
す。
0

レコードは WRITE 処理の前にロックされていました。
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-2

レコードは WRITE 処理の前にロック解除されていました。

-3

レコードは SQL 保全チェックに失敗しました。

-4

レコードはトリガー・プログラムに失敗しました。

-6

サブシステムがシャットダウンされる間の、パブリッシュされたファイルの書き込みに失敗しまし
た。

-4

レコードが SQL トリガーによって拒否されました。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は、WRITE 文ではオプションです。 その構文は、ELSE 節の構文と同様です。 ON
ERROR 節では、WRITE ステートメントの処理中に致命的エラーに遭遇してプログラムが強制終了される
場合の代替手段を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

LOCKED 節
LOCKED 節はオプションですが、推奨されます。 そのフォーマットは、ELSE 節のフォーマットと同様で
す。
LOCKED 節は、WRITE ステートメントの処理を妨げるロック競合 (ほかのユーザーが設定) によって発生
した状況に対処します。 以下の競合ロックのいずれか 1 つがあると、LOCKED 節が実行されます。
v 排他ファイル・ロック
v 意図的ファイル・ロック
v 共有ファイル・ロック
v 更新レコード・ロック
v 共有レコード・ロック
WRITE ステートメントに LOCKED 節が含まれない場合に、競合ロックが存在すると、プログラムはロッ
クが解除されるまで一時停止されます。
LOCKED 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値は、競合ロックを所有するユーザーの端
末番号です。
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WRITEU ステートメント
WRITEU ステートメントを使用すると、以前の READU ステートメントで設定された更新レコード・ロッ
クを解除しなくとも、レコードを更新できます ( 314 ページの『READ 文』 を参照)。 READU ステート
メントで設定され、WRITEU ステートメントで維持されている更新レコード・ロックを解除するには、
RELEASE ステートメント、WRITE ステートメント、MATWRITE ステートメント、または WRITEV ス
テートメントを使用する必要があります。ロックを明示的に解除しないと、プログラムが STOP ステート
メントを実行するまで、レコードはロックされたままになります。複数のプログラムまたはユーザーが 1
つのレコードを変更できるときには、WRITE または WRITEU を実行する前に READU ステートメントを
使用してレコードをロックしてください。
expression が NULL 値として評価されると、WRITEU ステートメントは正しく実行されずプログラムはラ
ンタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。

WRITEV ステートメント
WRITEV ステートメントを使用すると、レコード内の指定されたフィールドに新しい値を書き込むことが
できます。WRITEV ステートメントでは、field# を指定する必要があります。field# は、expression を書き
込むフィールドの数です。値は 0 よりも大きい数である必要があります。レコードまたはフィールドが存
在しない場合は、WRITEV によってそれらが作成されます。
expression が NULL 値として評価される場合、フィールドが NULL を許可するように用意されて、NULL
が field# に書き込まれます。ファイルが SQL 表である場合は、既存の SQL セキュリティーおよび保全
制約で書き込みが許可される必要があります。

WRITEVU ステートメント
WRITEVU ステートメントを使用すると、以前の READU ステートメントによって設定された更新レコー
ド・ロック (READ ステートメントを参照してください) を解除しなくとも、指定されたフィールドを更新
できます。WRITEVU 文の構文は、WRITEV および WRITEU 文の構文と同様です。
expression が NULL 値として評価される場合、フィールドが NULL を許可するように用意されて、NULL
が field# に書き込まれます。ファイルが SQL 表である場合は、既存の SQL セキュリティーおよび保全
制約で書き込みが許可される必要があります。
リモート・ファイル
トランザクション内でリモート・ファイルへの書き込みを試みたときに書き込み用のステートメントが失敗
すると、トランザクションがロールバックされ、プログラムはランタイム・エラー・メッセージを表示して
強制終了されます。

例
CLEAR
DATA "ELLEN","KRANZER","3 AMES STREET","CAMBRIDGE"
DATA "MA","02139","SAILING"
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE
PRINT "COULD NOT OPEN FILE"
STOP
END
PRINT "ENTER YOUR FIRST NAME"
INPUT FNAME
PRINT "ENTER YOUR LAST NAME"
INPUT LNAME
PRINT "ENTER YOUR ADDRESS (PLEASE WAIT FOR PROMPTS)"
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PRINT "STREET ADDRESS"
INPUT STREET
PRINT "ENTER CITY"
INPUT CITY
PRINT "ENTER STATE"
INPUT STATE
PRINT "ENTER ZIP CODE"
INPUT ZIP
PRINT "ENTER YOUR INTERESTS"
INPUT INTERESTS
RECORD<1>=LNAME
RECORD<2>=FNAME
RECORD<3>=STREET
RECORD<4>=CITY
RECORD<5>=STATE
RECORD<6>=ZIP
RECORD<7>=1989
RECORD<8>=INTERESTS
WRITE RECORD TO FILE, 1111
PRINT
EXECUTE ’LIST SUN.MEMBER LNAME WITH FNAME EQ ELLEN’

次のプログラム出力が得られます。
ENTER YOUR FIRST NAME
?ELLENENTER YOUR LAST NAME
?KRANZERENTER YOUR ADDRESS (PLEASE WAIT FOR PROMPTS)
STREET ADDRESS
?3 AMES STREETENTER CITY
?CAMBRIDGEENTER STATE
?MAENTER ZIP CODE
?02139ENTER YOUR INTEREST
?SAILINGSUN.MEMBER LAST NAME.
1111 KRANZER
1 records listed.

WRITEBLK ステートメント
構文
WRITEBLK expression ON file.variable{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
WRITEBLK ステートメントを使用すると、順次処理のために開かれているファイルへデータのブロックを
書き込むことができます。 各 WRITEBLK ステートメントによって、ファイルの現在の位置から開始され
る expression の値が書き込まれます。現在の位置は、書き込まれる最後のバイトの 1 つ先へインクリメン
トされます。 WRITEBLK では、データの末尾に新しい行は追加されません。
file.variable には、順次処理で開かれるファイルを指定します。
注: Windows システムで、WRITEBLK ステートメントを使用して、OPENDEV ステートメントで開いた
1/4 インチ・カートリッジ・テープ (60 MB または 150 MB) に書き込む場合、ブロック・サイズを 512
バイトか 512 の倍数のバイトを指定する必要があります。
expression の値がファイルに書き込まれ、THEN 文が実行されます。THEN ステートメントが指定されて
いない場合、プログラムは続けて次のステートメントを実行します。 ファイルにアクセスできなかった
り、ファイルが存在しない場合は、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は無視されます。
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expression または file.variable のどちらかが NULL 値として評価されると、WRITEBLK ステートメントは
正しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
NLS が有効であれば、書き込まれるデータは適切な出力ファイル・マップを使用してマッピングされま
す。

例
OPENSEQ ’FILE.E’,’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
WEOFSEQ FILE
DATA1=’ONE’
DATA2=’TWO’
*
WRITEBLK DATA1 ON FILE ELSE ABORT
WRITEBLK DATA2 ON FILE ELSE ABORT
* これら 2 行は、2 つの項目を FILE.E 内の RECORD4 へ書き込む。
* 書き込まれる項目の間に新しい行は挿入されない。
WEOFSEQ FILE
SEEK FILE,0,0 ELSE STOP
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A
* ファイルに書き込まれたばかりの行を読み取りおよび印刷する。

次のプログラム出力が得られます。
ONETWO

WRITELIST ステートメント
構文
WRITELIST dynamic.array ON listname

説明
WRITELIST ステートメントを使用するとリストを &SAVEDLISTS& ファイル内にレコードとして保存で
きます。
dynamic.array はフィールド・マークで区切られたエレメントで構成されたストリングとして評価される式
です。これが、保存されるリストです。
listname は、以下として評価される式です。
record.ID

または
record.ID account.name

record.ID は、&SAVEDLISTS& ファイルで作成された選択リストのレコード ID です。listname に、
account.name が含まれている場合、ローカル・アカウントの代わりに、指定したアカウントの
&SAVEDLISTS& ファイルが使用されます。record.ID が存在する場合、WRITELIST はレコードの内容を
上書きします。
dynamic.array または listname のどちらかが NULL 値に評価されると、WRITELIST ステートメントは正
しく実行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
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WRITESEQ ステートメント
構文
WRITESEQ expression {ON | TO} file.variable [ON ERROR
statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
WRITESEQ ステートメントを使用すると、順次処理のために開かれているファイルへ新しい行を書き込む
ことができます。 InfoSphere DataStage は、順次処理のためにファイルが開かれている間、ファイル内の
現在の位置にポインターを保持します。OPENSEQ ステートメントは、このポインターをファイルの最初の
バイトに設定します。これは、READSEQ ステートメント、READBLK ステートメント、WRITESEQ ステ
ートメント、および WRITEBLK ステートメントよりも前に指定します。
WRITESEQ は、改行の前の expression の値をファイルに書き込みます。データは、ファイル内の現在位置
に書き込まれます。 ポインターは、新しい行の次の位置に設定されます。 ポインターがファイルの末尾に
ない場合、WRITESEQ は既存のデータすべてをバイト単位で上書きしていきます (新しい行も含まれま
す)。上書きは現在の位置から開始されます。
file.variable には、順次アクセスで開かれるファイルを指定します。
expression の値はファイルの次の行に書き込まれ、THEN 文が実行されます。THEN ステートメントが指
定されていない場合、プログラムによる処理は次のステートメントへ続けられます。 指定されたファイル
にアクセスできないか、ファイルが存在しない場合には、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は
無視されます。
expression または file.variable が NULL 値として評価されると、WRITESEQ ステートメントは正しく実行
されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
WRITESEQ ステートメントを実行後に、STATUS 関数を使用して処理の結果を判別できます。次のように
示されます。
0

レコードは WRITESEQ 処理の前にロックされていました。

-2

レコードは WRITESEQ 処理の前にロック解除されていました。

ファイルのバッファリング
通常、InfoSphere DataStage は、順次入出力操作用のバッファリングを使用します。NOBUF ステートメン
トを OPENSEQ ステートメントの後に使用すると、バッファリングはオフになり、WRITESEQ ステート
メントによる結果の書き込みが直ちに行われます。
WRITESEQ ステートメントの後に FLUSH ステートメントを使用して、すべてのバッファーへの書き込み
が直ちに行われるようにすることもできます。
バッファリングの詳細については、FLUSH および NOBUF 文を参照してください。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は、WRITESEQ ステートメントではオプションです。 ON ERROR 節では、WRITESEQ
ステートメントの処理中に致命的エラーに遭遇してプログラムが強制終了される場合の代替手段を指定でき
ます。
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致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。
NLS が有効な場合、入出力処理を実行する WRITESEQ およびそのほかの BASIC ステートメントは、出
力ファイルに適したマップを使用して、内部データを外部文字セットに常にマッピングします。

例
DATA ’NEW ITEM 1’, ’NEW ITEM 2’
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE ELSE ABORT
READSEQ A FROM FILE ELSE STOP
*
FOR I=1 TO 2
INPUT B
WRITESEQ B TO FILE THEN PRINT B ELSE STOP
NEXT
*
CLOSESEQ FILE
END

次のプログラム出力が得られます。
?NEW ITEM 1
NEW ITEM 1
?NEW ITEM 2
NEW ITEM 2

WRITESEQF ステートメント
構文
WRITESEQF expression {ON | TO} file.variable [ON ERROR
statements]
{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
WRITESEQF ステートメントを使用すると、順次処理のために開かれているファイルに新しい行を書き込
み、さらにそうしたデータを、プログラムで次のステートメントが実行される前にディスクへ物理的に書き
込まれる (つまり、バッファーに入れられない) ようにできます。 順次ファイルは開いている必要があ
り、ファイルへの書き込みを開始する前に、end-of-file マーカーがあることを確認しておく必要がありま
す。FILEINFO 関数を使用して、書き込む行数を判別できます。
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通常、WRITESEQ ステートメントを使用してレコードを書き込むと、定期的にディスクに書き込まれるバ
ッファーにレコードが移動されます。システム障害が発生すると、バッファーにある更新されたレコードは
すべて失われる可能性があります。 WRITESEQF ステートメントは、バッファーの内容のディスクへの書
き込みを強制します。プログラムは、バッファーが正常にディスクへ書き込まれるまで、WRITESEQF ス
テートメントに続くステートメントを実行しません。 複数の WRITESEQ ステートメントのあとに
WRITESEQF ステートメントを置くと、バッファーに入れられているいるレコードをすべてディスクに書
き込むようにできます。
WRITESEQF はロギング・アプリケーションのために用意されているので、一般的なプログラミングには
使用しないでください。WRITESEQF によってプログラムのディスク入出力が増えるので、パフォーマン
ス低下を招きます。
file.variable には、順次アクセスで開かれるファイルを指定します。
expression の値はファイルの次の行に書き込まれ、THEN 文が実行されます。THEN ステートメントが指
定されていない場合、プログラムによる処理は次のステートメントへ続けられます。 指定されたファイル
にアクセスできないか、ファイルが存在しない場合には、ELSE 文が実行されます。すべての THEN 文は
無視されます。
expression または file.variable が NULL 値として評価されると、WRITESEQF ステートメントは正しく実
行されずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
NLS が有効な場合、入出力処理を実行する WRITESEQF およびそのほかの BASIC ステートメントは、出
力ファイルに適したマップを使用して、内部データを外部文字セットに常にマッピングします。

ON ERROR 節
ON ERROR 節は、WRITESEQF ステートメントではオプションです。 その構文は、ELSE 節の構文と同
様です。 ON ERROR 節では、WRITESEQF ステートメントの処理中に致命的エラーに遭遇してプログラ
ムが強制終了される場合の代替手段を指定できます。
致命的エラーが発生して、ON ERROR 節が指定されていない場合、または無視された場合 (アクティブな
トランザクション時など) には、次のことが発生します。
v エラー・メッセージが表示されます。
v 現在の実行環境内で開始されていた未コミットのトランザクションがすべてロールバックされます。
v 現行プログラムが終了します。
v 処理は、エラー直前の実行環境での次のステートメントから継続されるか、プログラムがコマンド・プ
ロンプトに戻されます。
致命的エラーは、次のいずれかが発生すると起こり得ます。
v ファイルが開いていない。
v file.variable が NULL 値である。
v 分散ファイルに、アクセスできないパート・ファイルがある。
ON ERROR 節が使用される場合、STATUS 関数によって返される値はエラー番号です。

FILEINFO 関数によって返される値
FILEINFO 関数のキー 14 (FINFO$CURRENTLINE) はファイルに書き込まれる行数を判別するのに使用で
きます。
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例
次の例で WRITESEQF ステートメントに続いている PRINT ステートメントは、レコードがディスクへ物
理的に書き込まれるまで実行されません。
WRITESEQF ACCOUNT.REC TO ACCOUNTS.FILE
THEN WRITTEN = TRUE
ELSE STOP "ACCOUNTS.FILE FORCE WRITE ERROR"
PRINT "Record written to disk."

WRITET ステートメント
構文
WRITET [UNIT (mtu)] variable{THEN statements [ELSE statements] | ELSE statements}

説明
WRITET ステートメントを使用すると、テープ・レコードを磁気テープに書き込むことができます。
variable の値が、次のテープ・レコードになります。variable は、テープに書き込まれるテキストとして評
価される式です。
UNIT 節で、磁気テープ装置の数を指定します。装置が指定されない場合は、磁気テープ装置 0 が使用さ
れます。UNIT 節が使用される場合、mtu は、以下の表に示すように、3 桁 10 進値によって構成されるコ
ードとして評価される式です。
表 64. mtu コード
コード

選択できるオプション

m (モード)

0 = 変換なし
1 = EBCDIC 変換
2 = 上位ビットを反転
3 = 上位ビット反転と EBCDIC 変換

t (トラック)

0 = 9 トラック。 9 トラック・テープだけがサポートさ
れます。

u (装置番号)

0 から 7

mtu 式は右から左へ読み取られます。mtu が 1 桁のコードとして評価される場合、磁気テープ装置番号を
表します。mtu が 2 桁のコードとして評価される場合、右端の桁が装置番号を、その左の桁がトラック番
号を表します。
mtu または variable のどちらかが NULL 値と評価されると、WRITET ステートメントは正しく実行され
ずプログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。
各テープ・レコードの書き込みは、次のレコードが書き込まれる前に完了します。 プログラムは、テープ
へのデータ転送が完了するのを待ってから処理を継続します。
WRITET ステートメントが実行される前に、テープ・ドライブ装置がユーザーに利用可能 (割り当て) にな
っている必要があります。 ASSIGN コマンドを使用すると、テープ装置をユーザーに割り当てることがで
きます。 利用可能なテープ・ドライブ装置がなかったり、ユニット指定が不正な場合は、ELSE 文が実行
されます。
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WRITET ステートメントが書き込みできるレコードの最大値は、システムによって異なります。 実際のレ
コードが大きすぎる場合、システムのバイト制限を超える分のバイトは書き込まれません。
注: InfoSphere DataStage BASIC は WRITET ステートメントで作成されたテープ・ファイルの磁気テー
プ・ラベルを生成しません。
STATUS 関数は、READT が ELSE 節を取る場合は 1、それ以外では 0 を返します。
NLS が有効な場合、入出力処理を実行する WRITET およびそのほかの BASIC ステートメントは、ファ
イルに適したマップを使用して、外部データを内部文字セットに常にマッピングします。 このマップは、
キーボードの入力データ、画面上の表示データなどに使用されるファイルのために設定される外部文字セッ
トを定義します。

PIOPEN フレーバー
構文 UNIT ndmtu を指定するプログラムがある場合、nd エレメントは、コンパイラーに無視されるので、
エラーが報告されません。

例
次の例では、テープ・ドライブ 0 にレコードが書き込まれます。
RECORD=1S2S3S4
WRITET RECORD ELSE PRINT "COULD NOT WRITE TO TAPE"

次の例では、数値定数 50 が、テープ・ドライブ 2 の 9 トラック・テープに変換なしで書き込まれます。
WRITET UNIT(002) "50" ELSE PRINT "COULD NOT WRITE"

WRITEU ステートメント
WRITEU ステートメントを使用すると、WRITE ステートメントの実行中も更新レコード・ロックを維持
できます。詳しくは、Write ステートメントを参照してください。

WRITEV ステートメント
WRITEV ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイルのレコード内の指定したフィールド
の内容を書き込めます。詳しくは、READ ステートメントを参照してください。

WRITEVU ステートメント
WRITEVU ステートメントを使用すると、InfoSphere DataStage ファイルのレコード内の指定したフィール
ドの内容の書き込み中も更新レコード・ロックを維持できます。詳しくは、WRITE ステートメントを参照
してください。

XLATE 関数
構文
XLATE ( [DICT] filename, record.ID, field#, control.code)

説明
XLATE 関数を使用すると、InfoSphere DataStage ファイルにあるフィールドまたはレコードの内容を返す
ことができます。 XLATE 関数はファイルを開き、レコードを読み取り、指定されたデータを抽出しま
す。
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filename は、リモート・ファイルの名前として評価される式です。XLATE 関数がファイルを開けない場合
は、ランタイム・エラーが発生し、XLATE は空白ストリングを返します。
record.ID は、アクセスされるレコードの ID として評価される式です。record.ID が複数値の場合、各レコ
ード ID に対して変換が起こり、結果は複数値になります (システム区切り文字で各レコードから変換され
たデータが区切られます)。
field# は、データが抽出されるフィールドの数として評価される式です。field# が -1 の場合、レコード ID
を除いたレコード全体が戻ります。
control.code は、データが見つからないか、NULL 値である場合に取られるアクションを指定するコードと
して評価される式です。指定できる制御コードは、次のとおりです。
X

(デフォルト) レコードが存在しないか、データが見つからない場合には空白ストリングを返しま
す。

V

レコードが存在しないか、データが見つからない場合には空白ストリングを返してエラー・メッセ
ージを生成します。

C

レコードが存在しないか、データが見つからない場合に record.ID の値を返します。

N

NULL 値が見つかった場合に record.ID の値を返します。

返された値は低いレベルで処理されます。 例えば、元がフィールドの値マークであれば、戻り値ではサブ
値マークになります。詳しくは、LOWER 関数を参照してください。
filename、record.ID、または field# が NULL 値として評価されると、XLATE 関数は正しく実行されずプ
ログラムはランタイム・エラー・メッセージを出力して終了します。control.code が NULL 値として評価
される場合、NULL は無視されて X が使用されます。
XLATE 関数は、TRANS 関数と同様です。

例
X=XLATE("VOC","EX.BASIC",1,"X")
PRINT "X= ":X
*
FIRST=XLATE("SUN.MEMBER","6100",2,"X")
LAST=XLATE("SUN.MEMBER","6100",1,"X")
PRINT "NAME IS ":FIRST:" ":LAST

次のプログラム出力が得られます。
X= F BASIC examples file
NAME IS BOB MASTERS

XTD 関数
構文
XTD (string)

説明
XTD 関数を使用すると、16 進数のストリングを整数に変換できます。 string が NULL 値として評価さ
れる場合、NULL が戻ります。
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例
Y = "0019"
Z = XTD (Y)
PRINT Z

次のプログラム出力が得られます。
25

クイック・リファレンス
これは、InfoSphere DataStage BASIC ステートメントおよび関数すべてのクイック・リファレンスです。文
と関数は、その用途によって次のように分類されます。
v コンパイラー指示
v 宣言
v 代入
v プログラム・フロー制御
v ファイル入出力
v 順次ファイル入出力
v プリンターおよび端末入出力
v テープ入出力
v 選択リスト
v ストリング処理
v データ変換および形式設定
v NLS
v 数学関数
v 関係関数
v システム
v リモート・プロシージャー・コール
v その他

コンパイラー指示
*

コメント行であることを表します。 !、$*、および REM 文と同じです。

!

コメント行であることを表します。 *、$*、および REM 文と同じです。

#INCLUDE
別のプログラムの InfoSphere DataStage BASIC ソース・コードを、コンパイル対象のプログラム
の中に挿入してコンパイルします。 $INCLUDE 文および INCLUDE 文と同じです。
$*

コメント行であることを表します。 *、!、および REM 文と同じです。

$CHAIN
別のプログラムの InfoSphere DataStage BASIC ソース・コードを、コンパイル対象のプログラム
の中に挿入してコンパイルします。
$COPYRIGHT
オブジェクト・コードの見出しの中にコメントを挿入します。 (InfoSphere DataStage は、既存のソ
フトウェアとの互換性を維持する目的でこのステートメントをサポートします。)
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$DEFINE
コンパイル時記号を定義します。
$EJECT
レコードのリスト出力で改ページを行います。 (InfoSphere DataStage は、既存のソフトウェアとの
互換性を維持する目的でこのステートメントをサポートします。)$PAGE ステートメントと同じで
す。
$IFDEF
コンパイル時記号の定義をテストします。
$IFNDEF
コンパイル時記号の定義をテストします。
$INCLUDE
別のプログラムの InfoSphere DataStage BASIC ソース・コードを、コンパイル対象のプログラム
の中に挿入してコンパイルします。 #INCLUDE および INCLUDE 文と同じです。
$INSERT
$INCLUDE と機能は同じですが構文が異なります。 (InfoSphere DataStage は、既存のソフトウェ
アとの互換性を維持する目的でこのステートメントをサポートします。)
$MAP NLS モードで、ソース・コードのマップを指定します。
$OPTIONS
コンパイル時のフレーバー・エミュレーションを設定します。
$PAGE
レコードのリスト出力で改ページを行います。 (InfoSphere DataStage は、既存のソフトウェアとの
互換性を維持する目的でこのステートメントをサポートします。)$EJECT ステートメントと同じで
す。
EQUATE
変数、関数、数値、文字、またはストリングと同じ機能を記号に割り当てます。
INCLUDE
別のプログラムの指定される BASIC ソース・コードを、コンパイル対象のプログラムの中に挿入
およびインクルードします。 #INCLUDE 文および $INCLUDE 文と同じです。
NULL 処理を何も実行しないことを示します。
REM

コメント行であることを表します。 *、!、および * 文と同じです。

$UNDEFINE
コンパイル時記号の定義を破棄します。

宣言
COMMON
プログラムおよび外部サブルーチンによって一般に使用される変数の、メモリー内のストレージ域
を定義します。
DEFFUN
ユーザー作成関数を定義します。
DIMENSION
配列変数の名前、次元数、およびサイズ制約を宣言します。

BASIC 言語リファレンス

439

FUNCTION
ユーザー作成関数を識別します。
PROGRAM
プログラムを識別します。
SUBROUTINE
一連の文をサブルーチンとして識別します。

代入
ASSIGNED( )
変数に値を割り当てることを指定します。
CLEAR
指定された変数に値 0 を割り当てます。
LET

変数に値を割り当てます。

MAT

1 つのステートメントで構成される配列の各エレメントに新しい値を割り当てます。

UNASSIGNED( )
変数に値を割り当てないことを指定します。

プログラム・フロー制御
ABORT
すべてのプログラムを終了して、コマンド・レベルに戻ります。
BEGIN CASE
一連の CASE 文の開始を表します。
CALL 外部サブルーチンを実行します。
CASE 式によって返された結果に基づいて、プログラム・フローを変更します。
CHAIN
BASIC プログラムを終了して、コマンドを実行します。
CONTINUE
制御を、ループの次の論理反復に移動します。
プログラムの終わり、または一連の文の終わりを表します。

END

END CASE
CASE 文の設定の終わりを表します。
ENTER
外部サブルーチンを実行します。
EXECUTE
BASIC プログラム内のセンテンスとパラグラフを実行します。
EXIT

LOOP...REPEAT ループの実行を終了して、REPEAT ステートメントに続くステートメントに分岐
します。

FOR

一連の命令を、ループで指定回数分実行するのを許可します。

GOSUB
内部サブルーチンに分岐して、内部サブルーチンから戻ります。

440

BASIC リファレンス・ガイド

GOTO プログラム内またはサブルーチン内の指定ステートメントに無条件で分岐します。
IF

式の評価に基づいたプログラム・フローを判別します。

LOOP 指定された条件の下で、一連の文を繰り返し実行します。
NEXT FOR...NEXT ループの終了を定義します。
ON

指定された条件の下で、プログラム制御を、指定した内部サブルーチンまたは指定したステートメ
ントに移動します。

PERFORM
BASIC プログラム内で、指定したセンテンス、パラグラフ、メニュー、またはコマンドを実行し
て、PERFORM ステートメントに続くステートメントに実行を返します。
REPEAT
指定された条件の下で、一連の文を繰り返し実行します。
RETURN
プログラム制御を、内部サブルーチンまたは外部サブルーチンから呼び出し側プログラムに返しま
す。
RETURN (value)
ユーザー作成関数から値を返します。
STOP 現行プログラムを終了します。
SUBR( )
外部サブルーチンの値を返します。
WHILE...UNTIL
LOOP...REPEAT ステートメント、または、FOR...NEXT ステートメントを終了する条件を指定し
ます。

ファイル入出力
AUTHORIZATION
プログラムの有効なランタイム UID (ユーザー識別) 番号を指定します。
BEGIN TRANSACTION
単独のトランザクションを形成する一連の文の開始を表します。
BSCAN
B ツリー・ファイル (タイプ 25) または 2 次索引の末端ノードをスキャンします。
CLEARFILE
ファイルのすべてのレコードを消去します。
CLOSE
ファイルに書き込まれたデータを物理的にディスクに書き込んで、ファイルを解放するかロックを
更新します。
COMMIT
トランザクションで行われたすべての変更をコミットして、それをディスクに書き込みます。
DELETE
InfoSphere DataStage ファイルからレコードを削除します。
DELETEU
既に開いているファイルからレコードを削除します。
BASIC 言語リファレンス

441

END TRANSACTION
トランザクションの終了後に実行を継続する位置を指示します。
FILELOCK
ファイル全体にファイル更新ロックを設定して、プログラムがファイルを解放するまでほかのユー
ザーがファイルの更新を行わないようにします。
FILEUNLOCK
FILELOCK ステートメントで設定されたファイル・ロックを解放します。
INDICES( )
ファイルの 2 次キー索引に関する情報を返します。
MATREAD
InfoSphere DataStage ファイルのレコードの連続しているフィールドに格納されているデータを、
配列の連続しているエレメントに割り当てます。
MATREADL
レコードに共有読み取りロックを設定して、レコードの連続しているフィールドに格納されている
データを配列の連続しているエレメントに割り当てます。
MATREADU
レコードに排他的な更新ロックを設定して、レコードの連続しているフィールドに格納されている
データを配列の連続しているエレメントに割り当てます。
MATWRITE
配列の連続しているエレメントに格納されているデータを、InfoSphere DataStage ファイルのレコ
ードの連続しているフィールドに割り当てます。
MATWRITEU
配列の連続しているエレメントに格納されているデータを InfoSphere DataStage ファイルのレコー
ドの連続しているフィールドに割り当てて、レコードに設定されている更新ロックを保持します。
OPEN BASIC プログラムで使用される InfoSphere DataStage ファイルを開きます。
OPENPATH
BASIC プログラムで使用されるファイルを開きます。
PROCREAD
proc の 1 次入力バッファーの内容を変数に割り当てます。
PROCWRITE
指定されたストリングを、ユーザーの BASIC プログラムを呼び出した proc の 1 次入力バッファ
ーに書き込みます。
READ レコードの内容を動的な配列変数に割り当てます。
READL
レコードに共有読み取りロックを設定して、レコードの内容を動的な配列変数に割り当てます。
READU
レコードに排他的な更新ロックを設定して、レコードの内容を動的な配列変数に割り当てます。
READV
レコードのフィールドの内容を動的な配列変数に割り当てます。
READVL
レコードに共有読み取りロックを設定して、レコードのフィールドの内容を動的な配列変数に割り
当てます。
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READVU
レコードに排他的な更新ロックを設定して、レコードのフィールドの内容を動的な配列変数に割り
当てます。
READLOCK( )
レコードがユーザーによってロックされるかどうかを指定します。
RECORDLOCKL
ファイルのレコードに共有読み取り専用ロックを設定します。
RECORDLOCKU
指定されたレコードをロックしてほかのユーザーからのアクセスを防ぎます。
RELEASE
READL、READU、READVL、READVU、MATREADL、MATREADU、MATWRITEV、WRITEV、
または WRITEVU ステートメントによってロックされたレコードのロックを解除します。
ROLLBACK
トランザクションで行われたすべての変更をロールバックします。 変更内容はディスクに書き込
まれません。
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
プログラムにデフォルトのトランザクション分離レベルを設定します。
TRANS( )
InfoSphere DataStage ファイルのレコード内のフィールドの内容を返します。
TRANSACTION ABORT
トランザクションで行われた変更を破棄します。 変更内容はディスクに書き込まれません。
TRANSACTION COMMIT
トランザクションで行われたすべての変更をコミットして、それをディスクに書き込みます。
TRANSACTION START
単独のトランザクションを形成する一連の文の開始を表します。
WRITE
InfoSphere DataStage ファイルのレコードの内容を差し替えます。
WRITEU
InfoSphere DataStage ファイルのレコードの内容を、レコード・ロックを解放せずに差し替えま
す。
WRITEV
InfoSphere DataStage ファイルのレコード内のフィールドの内容を差し替えます。
WRITEVU
レコードのフィールドの内容を、レコード・ロックを解放せずに差し替えます。
XLATE( )
InfoSphere DataStage ファイルのレコード内のフィールドの内容を返します。

順次ファイル入出力
CLOSESEQ
ファイル終了マークをレコードの現在の位置に書き込み、そのレコードを他のユーザーが使用でき
るようにします。
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CREATE
レコードを InfoSphere DataStage タイプ 1 ファイルまたはタイプ 19 ファイルで作成するか、パ
スを設定します。
FLUSH
すべてのバッファーを直ちに書き込みます。
データのブロックを、シリアル・ラインや端末などのデバイスに関連する入力ストリームから読み
取ります。

GET

GETX データのブロックを、デバイスに関連する入力ストリームから読み取り、ASCII 16 進形式で文字
を返します。
NOBUF
順次ファイルのバッファリングをオフにします。
OPENSEQ
BASIC プログラムで、順次使用のための InfoSphere DataStage ファイルを準備します。
READBLK
データのブロックを、順次処理のために開かれた InfoSphere DataStage ファイルから読み取り、そ
れを変数に割り当てます。
READSEQ
データの行を、順次処理のために開かれた InfoSphere DataStage ファイルから読み取り、それを変
数に割り当てます。
SEND OPENDEV 文または OPENSEQ 文を使用して、入出力用に開かれたデバイスに、データのブロッ
クを書き込みます。
STATUS
順次処理のために開かれた InfoSphere DataStage ファイルの状況を判別します。
TIMEOUT
指定した時間内に読み取るデータがない場合に READSEQ または READBLK を終了します。
TTYCTL
順次ファイルと端末との相互作用を制御します。
TTYGET
端末、ライン・プリンター・チャネル、または磁気テープ・チャネルの端末特性の動的配列を取得
します。
TTYSET
端末、ライン・プリンター・チャネル、または磁気テープ・チャネルの端末特性を設定します。
WEOFSEQ
ファイル終了マークを、順次処理用に開かれている InfoSphere DataStage ファイルの現在位置に書
き込みます。
WRITEBLK
データのブロックを順次ファイル内のレコードに書き込みます。
WRITESEQ
新規値を InfoSphere DataStage ファイルの指定したレコードに順番に書き込みます。
WRITESEQF
新規値を InfoSphere DataStage ファイルの指定したレコードに順番に書き込み、データがディスク
に書き込まれたことを確認します。
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プリンターおよび端末入出力
@( )

端末の制御に用いられるエスケープ・シーケンスを返します。

BREAK
キーボードの Break キーを有効または無効にします。
CLEARDATA
DATA ステートメントで格納済みのすべてのデータをクリアします。
CRC32
データを画面に出力します。
DATA それ以降の要求でデータ入力のために使われる値を格納します。
DISPLAY
データを画面に出力します。
ECHO 端末画面での入力文字の表示を制御します。
FOOTING
各ページの下部に出力されるテキストを指定します。
HEADING
各ページの上部に出力されるテキストを指定します。
HUSH 通常は処理中に端末に送出されるすべてのテキストを消去します。
INPUT
プログラム実行時のキーボードからのデータ入力を許可します。
INPUT @
カーソルを指定された位置に合わせて、入力フィールドの長さを定義します。
INPUTCLEAR
先行入力バッファーをクリアします。
INPUTDISP @
カーソルを指定された位置に合わせて出力する変数のフォーマットを定義します。
INPUTERR
端末の最下行に、ERRMSG ファイルのフォーマット化されたエラー・メッセージを出力します。
INPUTNULL
INPUT @ ステートメントで空白ストリングとして認識される単独の文字を定義します。
INPUTTRAP
TRAP キーでプログラム・ラベルまたはサブルーチンに分岐します。
KEYEDIT
INPUT ステートメントで使われるキーボード上のキーに、特定の編集機能を割り当てます。
KEYEXIT
KEYEDIT ステートメントで編集機能が割り当てられたキーに、エグジット・トラップを指定しま
す。
KEYIN( )
入力バッファーから単独の文字を読み取って返します。
KEYTRAP
KEYEDIT ステートメントで特定の機能が割り当てられたキーに、トラップを指定します。
BASIC 言語リファレンス
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OPENDEV
入力または出力のためのデバイスを開きます。
PAGE ページの下部にフッターを出力し、次のページに進んで、先頭にヘッダーを出力します。
PRINT
端末画面またはプリンターにデータを出力します。
PRINTER CLOSE
システム・バッファーに格納されるデータのファイルへの出力が完了し、ライン・プリンターでの
印刷の準備が整っていることを指示します。
PRINTER ON | OFF
出力ファイル 0 を端末画面またはライン・プリンターのどちらに出力するかを指示します。
PRINTER RESET
PRITNERR
端末の最下行に、ERRMSG ファイルのフォーマット化されたエラー・メッセージを出力します。
PROMPT
ユーザー入力のためのプロンプト文字を定義します。
TABSTOP
PRINT 文に現在のタブ・ストップ幅を設定します。
TERMINFO( )
terminfo ファイルに格納されている情報にアクセスします。
TPARM( )
パラメーターに設定された terminfo ストリングを評価します。
TPRINT
画面、ライン・プリンター、または別の指定された出力ファイル (論理プリンター) に、遅延付き
のデータを送出します。

テープ入出力
READT
磁気テープ装置からの次のレコードの内容を名前付き変数に割り当てます。
REWIND
磁気テープをテープの先頭に巻き戻します。
WEOF
ファイル終了マークを磁気テープに書き込みます。
WRITET
レコードの内容を磁気テープに書き込みます。

選択リスト
CLEARSELECT
選択リストを空に設定します。
DELETELIST
&SAVEDLISTS& ファイルに保存された選択リストを削除します。
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GETLIST
READNEXT ステートメントで使用できるように、保存した選択リストをアクティブにします。
READLIST
アクティブ選択リストを変数に割り当てます。
READNEXT
アクティブ選択リストからの次のレコード ID を変数に割り当てます。
SELECT
後続の READNEXT ステートメントでの使用のために InfoSphere DataStage ファイル内のすべて
のレコード ID のリストを作成します。
SELECTE
選択リスト 0 の内容を変数に割り当てます。
SELECTINDEX
2 次キー索引から選択リストを作成します。
SELECTINFO( )
選択リストのアクティビティー状況を返します。
SSELECT
InfoSphere DataStage ファイルからすべてのレコード ID のソートしたリストを作成します。
WRITELIST
1 つのレコードとしてリストを &SAVEDLISTS& ファイルに保存します。

ストリング処理
ALPHA( )
式がアルファベット・ストリングかアルファベット以外のストリングかを判定します。
CATS( )
2 つの動的な配列のエレメントを連結します。
CHANGE( )
ストリングのエレメントに置換エレメントを代入します。
CHECKSUM( )
巡回冗長コード (チェックサム値) を返します。
COL1( )
BASIC FIELD 関数の実行後に、選択されたサブストリングの直前の列位置を返します。
COL2( )
BASIC FIELD 関数の実行後に、選択されたサブストリングの直後の列位置を返します。
COMPARE( )
2 つのストリングをソート処理のために比較します。
CONVERT
ストリングの指定された文字を指示された置換文字に変換します。
CONVERT( )
変数内の指定された文字のすべてを別に指定された文字に置き換えます。
COUNT( )
ストリング中でサブストリングが繰り返される回数を評価します。
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CRC32( )
32 ビット巡回冗長コードを返します。
COUNTS( )
動的な配列の各エレメントでサブストリングが繰り返される回数を評価します。
DCOUNT( )
ストリングに含まれる区切り文字で区切られているフィールドの数を評価します。
DEL

動的な配列から指定されるフィールド、値、またはサブ値を削除します。

DELETE( )
動的な配列からフィールド、値、またはサブ値を削除します。
DOWNCASE( )
式のすべての大文字を小文字に変換します。
DQUOTE( )
式を二重引用符でくくります。
EREPLACE( )
ストリングのエレメントに置換エレメントを代入します。
EXCHANGE( )
ある文字を別の文字に置き換えるか、特定の文字をすべて削除します。
EXTRACT( )
動的な配列の指定されるフィールド、値、またはサブ値の内容を抽出します。
FIELD( )
ストリング式で指定された区切り文字の出現をチェックし、その区切り文字でマークされるサブス
トリングを返します。
FIELDS( )
動的な配列の各エレメントで指定された区切り文字の出現をチェックし、その区切り文字でマーク
されるサブストリングを返します。
FIELDSTORE( )
指定された文字ストリングでサブストリングの置換、削除、または挿入を行います。
FIND

動的な配列内の指定されたエレメントの出現を検出します。

FINDSTR
指定されたサブストリングの出現を検出します。
FOLD( )
ストリングを多数のより小さなセクションに分割します。
GETREM( )
動的な配列に対応する REMOVE ポインターの位置に関する数値情報を返します。
GROUP( )
提示された区切り文字の出現回数の間に検出されるサブストリングを返します。
GROUPSTORE
区切り文字で区分されるサブストリングを挿入、削除、または置換して既存の文字ストリングを修
正します。
INDEX( )
ストリング式内で指定された特定のサブストリングが出現する最初の列位置を返します。
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INDEXS( )
動的な配列の各エレメント内で指定された特定のサブストリングが出現する最初の列位置を返しま
す。
INS

指定されたフィールド、値、またはサブ値を動的な配列に挿入します。

INSERT( )
フィールド、値、またはサブ値を動的な配列に挿入します。
LEFT( )
ストリングの最初の n 個の文字で構成されるサブストリングを指定します。
LEN( )
ストリングの長さを計算します。
LENS( )
動的な配列の各エレメントの長さを計算します。
LOCATE
動的な配列で特定の値またはストリングを検索して、その位置の索引を返します。
LOWER( )
式に現れるシステム区切り文字を次の下位レベルの区切り文字に変換します。
MATBUILD
配列のエレメントを連結してストリングを作成します。
MATCHFIELD( )
指定されたパターンまたはパターンの一部に一致するサブストリングの内容を返します。
MATPARSE
配列のエレメントに動的な配列のエレメントを割り当てます。
QUOTE( )
式を二重引用符でくくります。
RAISE( )
式に現れるシステム区切り文字を次の上位レベルの区切り文字に変換します。
REMOVE ステートメント
動的な配列からサブストリングを除去します。
REMOVE 関数
動的な配列から連続的にエレメントを除去します。 動的配列処理のために、連続したフィール
ド、値、その他を抽出します。
REVREMOVE ステートメント
最後のエレメントから始めて右から左に移動しながら、動的な配列から連続的にエレメントを除去
します。動的配列処理のために、連続したフィールド、値、その他を抽出します。
REPLACE( )
動的な配列のすべての内容または部分的な内容を置き換えます。
REUSE( )
2 つの複数値リストの中でより小さい方のリストの最後の値を、動的な配列の処理に再使用しま
す。
RIGHT ( )
ストリングの最後の n 個の文字で構成されるサブストリングを指定します。
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SETREM
動的な配列に対応する REMOVE ポインターの位置を設定します。
SOUNDEX( )
ストリングの SOUNDEX コードを戻します。
SPACE( )
指定された数のブランク・スペースで構成されるストリングを生成します。
SPACES( )
各エレメントが指定された数のブランク・スペースで構成される動的な配列を生成します。
SPLICE( )
2 つの動的な配列の対応するエレメントの連結された値の間にストリングを挿入します。
SQUOTE( )
式を一重引用符でくくります。
STR( )
特定の文字ストリングを指定された回数だけ生成します。
STRS( )
エレメントが指定された回数の文字ストリングの反復で構成される動的な配列を生成します。
SUBSTRINGS( )
別の動的な配列のエレメントのサブストリングで構成される動的な配列を作成します。
TRIM( )
文字ストリングから余分なブランク・スペースとタブを削除します。
TRIMB( )
式の最後のブランク以外の文字以降にあるすべてのブランク・スペースとタブを削除します。
TRIMBS( )
動的な配列の各エレメントからすべての末尾のブランク・スペースとタブを削除します。
TRIMF( )
式の最初のブランク以外の文字以前にあるすべてのブランク・スペースとタブを削除します。
TRIMFS( )
動的な配列の各エレメントからすべての先頭のブランク・スペースとタブを削除します。
TRIMS( )
動的な配列のエレメントから余分なブランク・スペースとタブを削除します。
UPCASE( )
式のすべての小文字を大文字に変換します。

データ変換および形式設定
ASCII( )
文字ストリング・データの EBCDIC 表現をそれに対応する ASCII 文字コード値に変換します。
CHAR( )
数値をそれに対応する ASCII 文字ストリングに変換します。
CHARS( )
動的な配列の数値エレメントをそれに対応する ASCII 文字ストリングに変換します。
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DTX( )
10 進値整数をそれに対応する 16 進値に変換します。
EBCDIC( )
データを ASCII 表現からそれに対応する EBCDIC のコード値に変換します。
FIX( ) 式を PRECISION ステートメントで指定される精度の 10 進値数に丸めます。
FMT( )
データを内部表現から指定される出力形式に変換します。
FMTS( )
動的な配列のエレメントを内部表現から指定される出力形式に変換します。
ICONV( )
データを内部格納形式に変換します。
ICONVS( )
動的な配列のエレメントを内部格納形式に変換します。
OCONV( )
データを内部表現から外部出力形式に変換します。
OCONVS( )
動的な配列のエレメントを内部表現から外部出力形式に変換します。
PRECISION
数値の内部 2 進値形式からストリング表現への変換で許容される最大小数位桁数を設定します。
SEQ( )
ASCII 文字コード値を対応する数値に変換します。
SEQS( )
動的な配列の各エレメントを ASCII 文字コードから対応する数値に変換します。
XTD( )
16 進値ストリングをそれに対応する 10 進値に変換します。

NLS
$MAP コンパイラーで、ソース・コードのマップを指定します。
AUXMAP
補助プリンターのマップを印刷装置 0 (すなわち、端末) に割り当てます。
BYTE( )
1 バイトで構成されるストリングを生成します。
BYTELEN( )
式内のストリング値に含まれるバイト数を生成します。
BYTETYPE( )
文字内のバイトの関数を判別します。
BYTEVAL( )
式内のストリング値のバイト値を取得します。
FMTDP( )
文字長ではなく表示位置で、出力のデータをフォーマット設定します。
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FMTSDP( )
文字長ではなく表示位置で、出力の動的配列のエレメントをフォーマット設定します。
FOLDDP( )
文字長ではなく表示位置で、ストリングを、フィールド・マークで区切られた複数のサブストリン
グに分割します。
GETLOCALE( )
現在のロケールの指定カテゴリー名を取得します。
INPUTDP
文字長ではなく表示位置で、ユーザーがデータを入力できるようにします。
LENDP( )
ストリング内の表示位置数を返します。
LENSDP( )
動的配列の各エレメント内の表示位置数の動的配列を返します。
LOCALEINFO( )
現在のロケールの設定値を取得します。
SETLOCALE( )
現在のロケールの 1 つのカテゴリーまたはすべてのカテゴリーの設定を変更します。
UNICHAR( )
Unicode 整数値から文字を生成します。
UNICHARS( )
Unicode 値の配列から動的配列を生成します。
UNISEQ( )
文字から Unicode 整数値を生成します。
UNISEQS( )
動的配列から Unicode 値の配列を生成します。
UPRINT
マッピングを実行せずに、データを印刷します。通常は、OCONV (mapname) を使用して、既にマ
ッピングされたデータと一緒に使用されます。

数学関数
ABS( )(
式の絶対 (正の) 数値を返します。
ABSS( )
動的配列の絶対値を含む動的配列を作成します。
ACOS( )
式の三角関数のアークコサインを計算します。
ADDS( )
2 つの動的配列のエレメントを加算します。
ASIN( )
式の三角関数のアークサインを計算します。
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ATAN( )
式の三角関数のアークタンジェントを計算します。
BITAND( )
2 つの整数のビット単位 AND を実行します。
BITNOT( )
2 つの整数のビット単位 NOT を実行します。
BITOR( )
2 つの整数のビット単位 OR を実行します。
BITRESET( )(
整数の 1 つのビットをリセットします。
BITSET( )
整数の 1 つのビットを設定します。
BITTEST( )
整数の 1 つのビットをテストします。
BITXOR( )
2 つの整数のビット単位 XOR を実行します。
COS( )
角度の三角関数のコサインを計算します。
COSH( )
式の双曲線コサインを計算します。
DIV( ) 2 つの実数の実際の除算による全部分を出力をします。
DIVS( )
2 つの動的配列のエレメントを除算します。
EXP( )
底「e」の結果を式の値で指定された指数で累乗して計算します。
INT( ) 式の整数の数値を計算します。
FADD( )
2 つの数値に対して浮動小数点加算を実行します。この関数は、既存のソフトウェアとの互換性の
ために提供されています。
FDIV( )
2 つの数値に対して浮動小数点除算を実行します。
FFIX( )
浮動小数点数値を固定精度のストリングに変換します。FFIX は、既存ソフトウェアとの互換性を
確保する目的で用意されています。
FFLT( )
数値を精度 14 のストリングに丸めます。
FMUL( )
2 つの数値に対し浮動小数点乗算を実行します。この関数は、既存のソフトウェアとの互換性のた
めに提供されています。
FSUB( )
2 つの数値に対して浮動小数点減算を実行します。
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「e」を底とする式の自然対数を計算します。

LN( )

MAXIMUM( )
動的配列で最高数値のエレメントを返します。
MINIMUM( )
動的配列で最低数値のエレメントを返します。
MOD( )
2 つの式のモジュロ (剰余) を計算します。
MODS( )
2 つの動的配列のエレメントのモジュロ (剰余) を計算します。
MULS( )
2 つの動的配列のエレメントを乗算します。
NEG( )
引数の値の算術計算の加法の逆元を返します。
NEGS( )
動的配列内のエレメントの負の数値を返します。エレメントの値が負数なら戻り値は正数です。
NUM( )
引数が数値データ・タイプの場合は、真 (1) を返します。それ以外では偽 (0) を返します。
NUMS( )
数値データ・タイプである動的配列の各エレメントに対しては、真 (1) を返します。それ以外では
偽 (0) を返します。
PWR( )
指定した累乗が行われた時の式の値を計算します。
RANDOMIZE
RND 関数を初期化して、初期化後、乱数の同じシーケンスを確実に生成するようにします。
REAL( )
正確さを失わずに数式を実数に変換します。
REM( )
整数除算の実行後の剰余値を計算します。
RND( )
0 および指定した数値から 1 を引いた値の間の乱数を生成します。
SADD( )
2 つのストリング数値を加算して、ストリング数値として結果を返します。
SCMP( )
2 つのストリング数値を比較します。
SDIV( )
2 つの整数の全除算の商を出力します。
SIN( ) 角度の三角関数のサインを計算します。
SINH( )
式の双曲線サインを計算します。
SMUL( )
2 つのストリング数値を乗算します。
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SQRT( )
数値の平方根を計算します。
SSUB( )
1 つのストリング数値を、もう 1 つのストリング数値から減算して、ストリング数値として結果
を返します。
SUBS( )
2 つの動的配列のエレメントを減算します。
SUM( )
動的配列内の数値データの合計を計算します。
SUMMATION( )
動的配列のエレメントを加算します。
TAN( )
角度の三角関数のタンジェントを計算します。
TANH( )
式の双曲線タンジェントを計算します。

関係関数
ANDS( )
2 つの動的配列のエレメントに対して論理 AND を実行します。
EQS( )
2 つの動的配列の対応するエレメントが等価であるか比較します。
GES( )
1 つの動的配列のエレメントが、別の動的配列の対応するエレメント以上になった場合、それを示
します。
GTS( )
1 つの動的配列のエレメントが、別の動的配列の対応するエレメントより大きい場合、それを示し
ます。
IFS( ) 動的配列を評価して、そのエレメントの真偽に基づいて、別の動的配列を作成します。
ISNULL( )
変数が NULL 値である場合、それを示します。
ISNULLS( )
動的配列のエレメントが NULL 値である場合、それを示します。
LES( )
1 つの動的配列のエレメントが、別の動的配列の対応するエレメント以下になった場合、それを示
します。
LTS( )
1 つの動的配列のエレメントが、別の動的配列の対応するエレメントより小さい場合、それを示し
ます。
NES( )
1 つの動的配列のエレメントが、別の動的配列の対応するエレメントに等しくない場合、それを示
します。
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NOT( )
式の論理値の補数を返します。
NOTS( )
動的配列の各エレメントの論理値の補数を返します。
ORS( )
2 つの動的配列のエレメントに対して論理 OR を実行します。

システム
DATE( )
内部システム日付が返されます。
DEBUG
対話式 InfoSphere DataStage BASIC デバッガーである RAID が呼び出されます。
ERRMSG
ERRMSG ファイルのフォーマット化されたエラー・メッセージを出力します。
INMAT( )
MATPARSE ステートメント、MATREAD ステートメント、および MATREADU ステートメント
を使用する場合は、配列エレメント数が返され、OPEN ステートメントを使用する場合は、ファイ
ルのモジュロが返されます。
ITYPE( )
I 記述子の評価の結果である値が返されます。
LOCK ユーザー定義のリソースかイベントを、同時に実行中の複数のプログラムによって使用されるのを
防ぐために、実行ロックを設定します。
指定されたミリ秒数停止して、BASIC プログラムの実行を中断します。

NAP

SENTENCE( )
現行プロセスを起動した保存センテンスを返します。
SLEEP
指定された秒数停止して、BASIC プログラムの実行を中断します。
STATUS( )
関数の結果または前に実行されたステートメントを報告します。
SYSTEM( )
システム関数の状況を検査します。
TIME( )
内部フォーマットでの時刻を返します。
TIMEDATE( )
日付と時刻を返します。
UNLOCK
LOCK ステートメントで設定された実行ロックを解除します。

リモート・プロシージャー・コール
RPC.CALL( )
リモート・サーバーに要求を送信します。
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RPC.CONNECT( )
リモート・サーバー・プロセスとの接続を確立します。
RPC.DISCONNECT( )
リモート・サーバー・プロセスから切断します。

その他
CLEARPROMPTS
インライン・プロンプトの値をクリアします。
EOF(ARG.)
コマンド・ラインの引数ポインターが最後のコマンド・ラインの引数を超えたかどうかを検査しま
す。
FILEINFO( )
指定したファイルの構成に関する情報を返します。
ILPROMPT( )
インライン・プロンプトを含むストリングを評価します。
GET(ARG.)
コマンド・ラインの引数を取得します。
SEEK (ARG.)
コマンド・ラインの引数ポインターを移動します。

等価の ASCII および 16 進値
表 65 には、10 進値に相当する 2 進値、8 進値、16 進値、および ASCII 値がリストされています。
表 65. 等価の ASCII
10 進値

Binary

8 進値

16 進値

ASCII

000

00000000

000

00

NUL

001

00000001

001

01

SOH

002

00000010

002

02

STX

003

00000011

003

03

ETX

004

00000100

004

04

EOT

005

00000101

005

05

ENQ

006

00000110

006

06

ACK

007

00000111

007

07

BEL

008

00001000

010

08

BS

009

00001001

011

09

HT

010

00001010

012

0A

LF

011

00001011

013

0B

VT

012

00001100

014

0C

FF

013

00001101

015

0D

CR

014

00001110

016

0E

SO

015

00001111

017

0F

SI

016

00010000

020

10

DLE
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表 65. 等価の ASCII (続き)
10 進値

Binary

8 進値

16 進値

ASCII

017

00010001

021

11

DC1

018

00010010

022

12

DC2

019

00010011

023

13

DC3

020

00010100

024

14

DC4

021

00010101

025

15

NAK

022

00010110

026

16

SYN

023

00010111

027

17

ETB

024

00011000

030

18

CAN

025

00011001

031

19

EM

026

00011010

032

1A

SUB

027

00011011

033

1B

ESC

028

00011100

034

1C

FS

029

00011101

035

1D

GS

030

00011110

036

1E

RS

031

00011111

037

1F

US

032

00100000

040

20

SPACE

033

00100001

041

21

!

034

00100010

042

22

"

035

00100011

043

23

#

036

00100100

044

24

$

037

00100101

045

25

%

038

00100110

046

26

&

039

00100111

047

27

'

040

00101000

050

28

(

041

00101001

051

29

)

042

00101010

052

2A

*

043

00101011

053

2B

+

044

00101100

054

2C

,

045

00101101

055

2D

-

046

00101110

056

2E

.

047

00101111

057

2F

/

048

00110000

060

30

0

049

00110001

061

31

1

050

00110010

062

32

2

051

00110011

063

33

3

052

00110100

064

34

4

053

00110101

065

35

5

054

00110110

066

36

6

055

00110111

067

37

7

056

00111000

070

38

8
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表 65. 等価の ASCII (続き)
10 進値

Binary

8 進値

16 進値

ASCII

057

00111001

071

39

9

058

00111010

072

3A

:

059

00111011

073

3B

;

060

00111100

074

3C

<

061

00111101

075

3D

=

062

00111110

076

3E

>

063

00111111

077

3F

?

064

01000000

100

40

@

065

01000001

101

41

A

066

01000010

102

42

B

067

01000011

103

43

C

068

01000100

104

44

D

069

01000101

105

45

E

070

01000110

106

46

F

071

01000111

107

47

G

072

01001000

110

48

H

073

01001001

111

49

I

074

01001010

112

4A

J

075

01001011

113

4B

K

076

01001100

114

4C

L

077

01001101

115

4D

M

078

01001110

116

4E

N

079

01001111

117

4F

O

080

01010000

120

50

P

081

01010001

121

51

Q

082

01010010

122

52

R

083

01010011

123

53

S

084

01010100

124

54

T

085

01010101

125

55

U

086

01010110

126

56

V

087

01010111

127

57

W

088

01011000

130

58

X

089

01011001

131

59

Y

090

01011010

132

5A

Z

091

01011011

133

5B

[

092

01011100

134

5C

¥

093

01011101

135

5D

]

094

01011110

136

5E

^

095

01011111

137

5F

_

096

01100000

140

60

`
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表 65. 等価の ASCII (続き)
10 進値

Binary

8 進値

16 進値

ASCII

097

01100001

141

61

a

098

01100010

142

62

b

099

01100011

143

63

c

100

01100100

144

64

d

101

01100101

145

65

e

102

01100110

146

66

f

103

01100111

147

67

g

104

01101000

150

68

h

105

01110001

151

69

i

106

01110010

152

6A

j

107

01110011

153

6B

k

108

01110100

154

6C

l

109

01110101

155

6D

m

110

01110110

156

6E

n

111

01110111

157

6F

o

112

01111000

160

70

p

113

01111001

161

71

q

114

01111010

162

72

r

115

01111011

163

73

s

116

01111100

164

74

t

117

01110101

165

75

u

118

01110110

166

76

v

119

01110111

167

77

w

120

01111000

170

78

x

121

01111001

171

79

y

122

01111010

172

7A

z

123

01111011

173

7B

{

124

01111100

174

7C

|

125

01111101

175

7D

}

126

01111110

176

7E

~

127

01111111

177

7F

DEL

128

10000000

200

80

SQLNULL

251

11111011

373

FB

TM

252

11111100

374

FC

SM

253

11111101

375

FD

VM

254

11111110

376

FE

FM

255

11111111

377

FF

IM

461 ページの表 66 には、追加の等価の 16 進値および 10 進値が記載されています。
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表 66. 追加の等価の 16 進値および 10 進値
16 進値

10 進値

16 進値

10 進値

80

128

3000

12288

90

144

4000

16384

A0

160

5000

20480

B0

176

6000

24576

C0

192

7000

28672

D0

208

8000

32768

E0

224

9000

36864

F0

240

A000

40960

100

256

B000

45056

200

512

C000

49152

300

768

D000

53248

400

1024

E000

57344

500

1280

F000

61440

相関コードと変換コード
変換コード
この章では、BASIC で辞書の見出しや ICONV、ICONVS、OCONV、および OCONVS の各関数に用いら
れる相関コードと変換コードについて解説します。変換コードは、データを内部格納形式に変換する場合に
ICONV 関数で、およびデータを内部表現から外部出力形式に変換する場合に OCONV 関数で使用しま
す。内部データ変換または外部データ変換の実行を試みる前に、この章全体および、ICONV 関数と
OCONV 関数をお読みください。
注: NULL 値を変換しようとすると、NULL が戻り、STATUS 関数が 1 (無効データ) を返します。
NLS 拡張構文は、リリース 9.4.1 以降でだけサポートされます。
次の表には、相関コードと変換コードがリストされています。
表 67. 相関コードと変換コード
コード

説明

A

代数関数

C

連結

D

日付変換

DI

国際日付変換

ECS

拡張文字セット変換

F

数学関数

G

グループ抽出

L

長さ関数

MB

2 進値変換

MCA

マスク・アルファベット変換

MC/A

マスク非アルファベット変換
BASIC 言語リファレンス
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表 67. 相関コードと変換コード (続き)
コード

説明

MCD

10 進値から 16 進値への変換

MCDX

10 進値から 16 進値への変換

MCL

マスク小文字変換

MCM

マスク・マルチバイト変換

MC/M

マスクシングルバイト変換

MCN

マスク数値変換

MC/N

マスク非数値変換

MCP

マスクされた印刷不能文字変換

MCT

マスク・イニシャル大文字変換

MCU

マスク大文字変換

MCW

マスクワイド文字変換

MCX

16 進値から 10 進値への変換

MCXD

16 進値から 10 進値への変換

MD

マスク 10 進値変換

ML

マスク左変換

MM

NLS 通貨単位変換

MO

8 進値変換

MP

パック 10 進値変換

MR

マスク右変換

MT

時間変換

MU0C

16 進 Unicode 文字変換

MX

16 進値変換

MY

ASCII 変換

NL

NLS アラビア数字変換

NLS

NLS マップ名による変換

NR

ローマ数字変換

P

パターン・マッチング

Q

指数変換

R

範囲関数

S

サウンデクス

S

置換

T

テキスト抽出

T

ファイル変換

TI

国際時変換

代数関数
フォーマット
A [ ; ] expression
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A コードは、レコードのフィールド値で演算を実行したりストリングを操作したりする目的で、A コード
を F コードに変換します。 A コードは、機能は F コードと同じですが記述しやすく内容を簡単に理解で
きます。
expression は、次に示す 1 つ以上の項目です。

データ位置またはストリング
loc[R] データ値を指定するフィールド番号とそれに続くオプションの R (反復コード) です。
N(name)
name は、フィールドの辞書見出しです。 名前はファイル辞書で参照されます。 フィールド名が
見つからなければエラー・メッセージが返ります。 name のフィールド 3 で指定されるコードは
name で定義されるフィールドに適用され、変換された値は A コードによって処理されます。

ストリング
二重引用符 ( " )、一重引用符 ( ' )、円記号 ( ¥ ) で囲まれたリテラル・ストリングです。
数値

二重引用符 ( " )、一重引用符 ( ' )、円記号 ( ¥ ) で囲まれた定数値です。整数、正数、負数、ま
たはゼロを指定できます。

D

システム日付 (内部形式) です。

T

システム時刻 (内部形式) です。

特殊なシステム・カウンター・オペランド
@NI

現行システム・カウンター (リストされた項目数または選択された項目数) です。

@ND

ブレーク行での前回の BREAK 以降の詳細行数です。

@NV

縦欄のリスト作成のためのみの現行値カウンターです。

@NS

縦欄のリスト作成のためのみの現行のサブ値カウンターです。

@NB

現行の BREAK のレベル番号です。1 が最下位レベルブレークです。総計行の値は 255 です。

@LPV Load Previous Value : 直前の相関値または変換値の結果をスタックにロードします。

関数
表 68. 関数
R(exp)

第 1 オペランドを第 2 オペランドで整数除算した剰余で
す。例えば、R(2,"5") は、フィールド 2 の値が 5 で除算
された時に剰余を戻します。

S(exp)

exp にあるすべての複数の値を合計します。例えば、S(6)
は、フィールド 6 にある複数の値を合計します。

IN(exp)

NULL 値のテストを行います。

[ ]

サブストリングを抽出します。大括弧内の引数には、フィ
ールド番号、文字数値、または式を指定できます。 例え
ば、フィールド 3 の値が 9 の場合、7["2",3] は、フィー
ルド 7 の 2 文字目から 9 文字目を返します。大括弧は
構文の一部で省略はできません。

IF(expression) | THEN(expression) | ELSE(expression)
(conv)

括弧内の変換式です (A と F の変換を除く)。
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算術演算子
*

オペランドを乗算します。

/

オペランドを除算します。 除法は、常に整数結果を戻します。例えば、"3" / "2" は、1.5 ではな
く 1 に評価されます。

+

オペランドを加算します。

-

オペランドを減算します。

:

オペランドを連結します。

比較演算子
=

等しい

<

より小さい

>

より大きい

# または<>
等しくない
<=

以下

>=

以上

条件演算子
AND

論理 AND

OR

論理 OR

ほとんどの場合、F および A コードは渡されるデータ・ストリングを処理の対象とすることはありませ
ん。 コード指定自体にすべての必要なデータ (または少なくとも必要なデータを収めたフィールドの名前)
が含まれるからです。 したがって、次の A コードの評価は F コードと等しく、X に対しても同じ結果が
割り当てられます。
X = OCONV( "123", "A;’1’ + ’2’" )
X = OCONV( "", "A;’1’ + ’2’" )
X = OCONV( @ID, "A;’1’ + ’2’" )
X = OCONV( "The quick brown fox jumped over a lazy
dog’s
back","A;’1’ + ’2’" )

A コード -123 に戻されたデータ・ストリング、空白ストリング、レコード ID および、「The quick
brown fox...」単一ストリングは、関与しません。唯一の例外は、ユーザーが A または F コードに LPV
(前回値のロード) の特殊オペランドを含める場合です。 次の例では、値 5 と前回値の 123 が加算されて
合計の 128 が返されます。
X = OCONV( "123", "A;’5’ + LPV" )

ベクトル変換関数 OCONVS および ICONVS を使用する、A または F コードの呼び出しは、ほとんどの
場合正しくありません。以下の例では、Y = 123V456V789 です。
X = OCONVS( Y, "A;’5’ + ’2’ )

このステートメントの意味は、「Y の各値について A コードを呼び出して 5 と 2 を加算する」です。(V
は値マークを表します。) A コードは 3 回呼び出され、そのつど値の 7 を返し、X には予想どおり 7 が
割り当てられます。スカラーの OCONV 関数は、より短い時間で同じ結果を返します。
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A または F コード内の相関および変換は何でしょうか? A または F コードのストリングは複数値の場合
があるために、F コードは 2 次の相関または変換を検出するたびにベクトル関数の OCONVS または
ICONVS を呼び出します。次の例では、F コード (それ自体は 1 回だけ呼び出される) は OCONVS を呼
び出して @RECORD< 1 >の各値で G コードが実行されるようにします。 X には、結果の cccVfff が割
り当てられます。
@RECORD< 1 > = aaa*bbb*cccVddd*eee*fff
X = OCONV( "", "A;1(G2*1)"

値マークは、複数の連続する変換を実行する場合に各コード指定を区分するためのものです。
次の辞書見出しは、レコード ID の第 1 と第 2 のアスタリスク間にあるサブストリングを抽出して、サ
ブストリングの先頭の 4 文字を抽出し、そのサブストリングでマスク 10 進数変換を実行することを指定
します。
001:
002:
003:
004:
005:
006:

D
0
G1*1VT1,4VMD2
Foo
6R
S

@RECORD の一部ではなく A または F コード自体の一部に複数値のストリングを定義しようとすると、
無効なコードが生成されます。 例えば、次のコード
X = OCONV( "", "A;’aaa*bbb*cccVddd*eee*fff’(G2*1)" )

および次の辞書見出し
001:
002:
003:
004:
005:
006:

D
0
A;’aaa*bbb*cccVddd*eee*fff’(G2*1)
Bar
7L
S

はどれも無効です。 1 つ目は空白ストリング (オリジナル値) とステータスの 2 を返します。2 つ目はレ
コード ID を返します。辞書見出しからの STATUS 関数のアクセスが可能なら、2 つ目も 2 に設定され
ます。

連結
フォーマット
C [ ; ] expression1 c expression2 [ c expression3 ] ...

C コードは、フィールド値か引用ストリングまたはその両方を連結します。
セミコロンはオプションなので省略してかまいません。
c は、フィールド間に挿入する文字です。 ブランクを含めた数値以外の任意の文字 (システム区切り文字
を除く) が有効です。 セミコロン (;) は、分離文字を使用しないことを意味する予約済み文字です。 セミ
コロンとブランクを除いて、2 つの分離文字を続けて使用することはできません。
expression はフィールド番号で、変換されるデータ値を指定する、フィールドの内容を要求します。これら
は、二重引用符 ( " )、一重引用符 ( ' )、円記号 ( ¥ ) で囲まれたストリング、またはアスタリスク ( * )
です。
C コードには、任意の数の区切り文字または式を含めることができます。
BASIC 言語リファレンス
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注: ファイル辞書のフィールド記述子で C 変換を実行する場合は、記述子の LOC または A/AMC フィー
ルドのフィールド番号は 0 でなければなりません。フィールド番号が 0 以外で指定されるフィールドが空
白ストリングを含む場合は、連結は実行されません。

例
BASIC プログラムを @RECORD = "oneFtwoFthreeVfour" で想定:
ステートメント
出力
PRINT OCONV("x","C;1;’xyz’;2")
onexyztwo
PRINT ICONV("x","C;2;’xyz’;3")
twoxyzthreeVfour
PRINT OCONV("","C;2;’xyz’;3")
PRINT ICONV(x,"C;1***2")
one*x*two
PRINT OCONV(0,"C;1:2+3")
one:two+threeVfour
C コード (少なくとも ADDS Mentor で実装される) には、C コードが複製されない 1 つの例外が存在し
ます。
PRINT ICONV ( x, "C*1*2*3" )
x1x2x3
分離文字以外のアスタリスクに続く任意の文字が分離文字であることは考えられないために、C コードは
次のように実装されます。
PRINT ICONV (x, "C*1*2*3" )
xone*two*threeVfour
ADDS の結果を要求するユーザーはこの数値を引用できます。

日付変換
フォーマット
D [ n ] [ *m ] [ s ] [ fmt [ [ f1,

f2, f3, f4, f5 ] ] ] [ E ] [ L ]

D コードは、入力される日付を従来の形式から内部の格納形式に変換します。 また、内部の日付を従来の
形式に変換して出力します。 入力日付を内部形式に変換する場合は、日付を入力する形式が日付変換によ
って指定されます。 内部の日付を外部形式に変換する場合は、日付の外部形式が日付変換によって定義さ
れます。
D コードで年を指定しなければ、現在の年が用いられます。コードで 2 桁の年を指定する場合、0?29 の
年は 2000?2029 年を表し、30?99 の年は 1930?1999 年を表します。
DATE.FORMAT コマンドを使用して、デフォルトの日付形式を表示できます。システム的なデフォルト日
付形式は、UV アカウント・ディレクトリーの msg.text ファイルで設定できます。ファイル・ディクショ
ナリー、または ICONV 関数か OCONV 関数で指定された日付変換が、デフォルト日付形式をオーバーラ
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イドする場合を除き、デフォルト日付形式が使用されます。NLS ロケールが有効な場合、ロケールが
msg.text ファイル内の値セットをオーバーライドします。
表 69. オーバーライド値
値

意味

特殊フォーマット・オプション

n
出力する年の桁数を指定する 1 桁の
数値 (通常は 1?4) です。 デフォルト
は 4 です。
*
変換で最初にグループ抽出を行って内
部日付を獲得しなければならない場合
にフィールドを区分する、1 個の数字
以外の文字です。 * にはシステム区
切り文字は指定できません。
m
アスタリスクを使用する場合に指定が
必要な 1 個の数字です。 日付を抽出
する際にスキップする、アスタリスク
区分のフィールド数を表します。
s
出力で日、月、および年を区分する 1
個の数字以外の文字です。s には、シ
ステム区切り文字は指定できません。
s を指定しない場合、形式オプション
によってオーバーライドされない限
り、日付は 09 SEP 1996 形式に変換
されます。
NLS ロケールが有効で、区切り文
字、または n を指定しない場合、デ
フォルト日付形式は 09 SEP 1996 に
なります。また、Time カテゴリーが
アクティブなら D_FMT フィールド
の変換コードが使用されます。
NLS ロケールが有効で、s または形
式オプションを指定しない場合、日/
月/年の順序と区切り文字が DI_FMT
フィールドまたは D_FMT フィール
ドで定義された形式のデフォルトにな
ります。日/月/年の順序が、これらの
フィールドで判別できない場合、変換
には DEFAULT_DMY_ORDER フィ
ールドで定義された順序が使用されま
す。s を指定せず、また月が数値であ
る場合は、分離文字は
DEFAULT_DMY_SEP フィールドのも
のが用いられます。
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表 69. オーバーライド値 (続き)
値

意味

特殊フォーマット・オプション

fmt
日、曜日、月、年、および元号名を要
求できる以降の特殊な形式オプション
の中から最大で 5 つを指定します。
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Y [ n ]

年だけを要求します (n 桁)。

YA

中国式の暦年の名前だけを要求しま
す。 NLS ロケールが有効なら、
NLS.LC.TIME ファイルの YEARS フ
ィールドを使用します。

M

月の数値 (1?12) だけを要求します。

MA

月の名前だけを要求します。 NLS ロ
ケールが有効なら、NLS.LC.TIME フ
ァイルの MONS フィールドを使用し
ます。 月に対しては、大/小文字を組
み合わせたものを使用できます。
InfoSphere DataStage は、ABMONS
フィールドを対象に組み合わせを検査
します。それ以外では、MONS フィ
ールドを対象にします。

MB

月の省略名だけを要求します。 NLS
ロケールが有効なら NLS.LC.TIME フ
ァイルの ABMONS フィールドを使
用し、それ以外は月名の最初の 3 文
字を使用します。

MR

ローマ数字の月数 (I?XII) だけを要求
します。

D

月内の日付数値 (1?31) だけを要求し
ます。

W

週内の日付数値 (1?7 で日曜は 7) だ
けを要求します。 NLS ロケールが有
効なら、NLS.LC.TIME ファイルの
DAYS フィールドを使用します。日
曜日は 1 です。

WA

曜日だけを要求します。 NLS ロケー
ルが有効な場合は、形式修飾子 f1、f2
などによって変更されない限り、
NLS.LC.TIME ファイル内の DAYS
フィールドが使用されます。

WB

曜日の省略日だけを要求します。
NLS ロケールが有効なら、
NLS.LC.TIME ファイルの ABDAYS
フィールドを使用します。

Q

年内の四半期数値 (1?4) だけを要求し
ます。

J

年内の日付数値 (1?366) だけを要求し
ます。

表 69. オーバーライド値 (続き)
値

意味

特殊フォーマット・オプション

N

現在の元号内の年だけを要求します。
NLS ロケールが有効なら、
NLS.LC.TIME ファイルの ERA
STARTS フィールドを使用します。

NA

現在の年に対応する元号名だけを要求
します。 NLS ロケールが有効なら、
NLS.LC.TIME ファイルの ERA
NAMES または ERA STARTS フィ
ールドを使用します。

Z

オペレーティング・システムでの名前
に基づくタイムゾーン名だけを要求し
ます。

[ f1, f2, f3, f4, f5 ]
f1、f2、f3、f4、 および f5 は、形式
オプションの形式修飾子です。大括弧
は構文の一部で省略はできません。
fmt 内のオプションに個々に対応する
最大 5 個の修飾子を指定できます。
形式修飾子は定位置パラメーターで
す。f3 のみを指定する場合、プレー
スホルダーとして 2 個のコンマを含
める必要があります。各形式修飾子は
形式オプションに対応しなければなり
ません。 形式修飾子の値は次のいず
れかになります。
n

表示する文字数を指定します。n は、
オプションが数値であるかテキストで
あるかに応じて、形式オプションを変
更できます。
v 数値 (D、M、W、Q、J、Y、0) の
場合、n は、0 で右揃えにした n
桁になります。
v テキスト (MA、MB、WA、WB、
YA、N、「text」) の場合、 n は、
n スペース内のオプションを左揃え
にします。

A[n]

月形式は英字です。n には、1 から
32 の数で、表示する文字数を指定し
ます。A には、Y、M、W、および N
の形式オプションを使用します。

Z[n]

日、月、または年の先行ゼロを抑止し
ます。n には、1 から 32 の数で、表
示する桁数を指定します。Z は、n の
ように作動しますが、数値オプション
の出力をゼロ抑制します。
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表 69. オーバーライド値 (続き)
値

意味

特殊フォーマット・オプション

`text'

一重引用符または二重引用符で囲まれ
るテキストは引用符がないものとして
扱われ、対応する位置の形式オプショ
ンで生成されるテキストのあとに配置
されます。 分離文字は無視されま
す。`text' は、オプションを変更でき
ます。

E
ヨーロッパ式 (日 / 月 / 年) および
アメリカ式 (月 / 日 / 年) の日付形
式をトグルで切り替えます。
NLS.LC.TIME ファイルはデフォルト
の日 / 月 / 年の順序を指定するため
に、時間規約を用いる場合には E は
無視されます。
L
月または曜日の名前で小文字を保持す
ることを指定します。この指定がなけ
れば、ルーチンは名前をすべて大文字
に変換します。 NLS.LC.TIME ファイ
ルは名前の大文字化を指定するため
に、時間規約を使用する場合には L
は無視されます。

次の表に、同時の使用が可能な形式オプションを示します。
形式オプション
同時使用が可能なオプション
Y

M, MA, D, J, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

YA

M, MA, D, [f1, f , f3, f4, f5 ]

M

Y, YA, D, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

MA

Y, YA, D, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

MB

Y, YA, D, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

D

Y, M, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

N

Y, M, MA, MB, D, WA [f1, f2, f3, f4, f5 ]

NA

Y, M, MA, MB, D, WA [f1, f2, f3, f4, f5 ]

W

Y, YA, M, MA, D

WA

Y, YA, M, MA, D

WB

Y, YA, M, MA, D

Q

[f1 ]

J

Y, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

Z

[f1 ]
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各形式修飾子は形式オプションに対応しなければなりません。 次の表に、どの修飾子がどのオプションの
変更が可能であるかを示します。
表 70. 修飾子とオプション
修飾子

オプション D

オプション M

オプション Y

オプション J

オプション W

A

対応しない

対応する

対応する

対応しない

対応する

n

対応する

対応する

対応する

対応する

対応する

Z

対応する

対応する

対応する

対応する

対応しない

`text'

対応する

対応する

対応する

対応する

対応する

元号定義
ERA_NAMES フィールドには、形式コード %n[string] の前に値を入れることができます。
表 71. 元号定義
フォーマット・コード

値

説明

%
% の前に来る値は、元号名 (D コー
ドの fmt オプション NA) を指定しま
す。値の次に % がない場合、%1 が
デフォルトになります。ルールは以下
のとおりです。
%0-%9

% の次の数値 (通常 1 か 2) は、こ
の元号の最初の年を指定します。しば
しば、元号の最初の年 (または元号の
一部の年) が、修飾文字の前に来ま
す。そのため、元号は、2 つの値に分
けられ、それぞれが同じ元号名を持つ
ことになります。1 つの値は、
%1string で終了し、もう 1 つの値は
%2 で終了します。

%+

元号の数は、年の数と比較して後方に
数えます (すなわち、元号の年 1 が
ユリウス暦 Y であれば、年 2 は
Y-1 に対応し、年 3 は Y-2 に対応す
るというようになります)。

%-

%+ と同じですが、元号の年に負の数
を使用します。(例えば、最初の年 Y
は -1、Y-1 は -2、y-2 は -3 という
ようになります。

%Y

元号の年の数にユリウス暦の数を使用
します。

n
単一の数字 (0 から 9) か文字 +、-、
Y になります。これらの文字は元号
の計算方法を指定します。
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表 71. 元号定義 (続き)
フォーマット・コード

ストリング

値

説明

% に続く任意のストリング が、fmt
オプション N で返される年の数値に
付加されます。

ICONV と OCONV の相違点
ICONV を使用して日付の変換を行う構文は、以下を除いて OCONV の構文と同じです。
n

無視されます。 入力変換は、n 指定に関係なく、年の桁数を受け入れます。入力された日付に年
がなければ、ルーチンはシステム日付の年の部分を使用します。

s

無視されます。 入力変換は、s 指定に関係なく、単一の非数値、日、月、年を区切るシステム区切
り文字以外の文字を受け入れます。日付が、区切り文字で区切られていない文字のストリングとし
て入力される場合、[YY]YYMMDD 形式または [YY]YYDDD 形式のどちらかとして解釈されま
す。

サブコード
無視されます。 入力変換は、日付の月の部分では任意の大/小文字の文字の組み合わせを許容しま
す。
IDEAL および INFORMATION フレーバー・アカウントでは、不正な日付の入力変換が行われると、有効
な内部日付と STATUS( ) 値 3 を返します。例えば、02/29/93 は、03/01/93 に解釈され、09/31/93 は、
10/01/93 に解釈されます。ステータス 3 は、通常は一般的な人為ミスを表します。 エラーが甚だしく多
い場合、空白ストリングと STATUS( ) の値 1 が返されます。
PICK、REALITY、および IN2 のフレーバー・アカウントでは、不正な日付の入力変換を行うと常に空白
ストリングと 1 のステータスが返ります。
変換されるデータが NULL 値である場合、STATUS( ) の値 3 が設定されて、変換は行われません。

例
次の例に、形式修飾子の使用法を示します。
D DMY[Z,A3,Z2]

Z は、先行ゼロを消去する (05 が 5 になる) ことによって日の形式オプション (D) を変更します。 A3
は月の形式オプション (M) を変更します。そのため、月はアルファベットの最初の 3 文字 (APRIL なら
APR) で表されます。 Z2 は、先行ゼロを消去して 2 桁を表示することによって年の形式オプション (Y)
を変更します。 この変換では、April 5, 1993 は 5 APR 93 に変換されます。

国際日付変換
フォーマット
DI

国際日付の変換では、内部形式の日付をデフォルトの各地域規約に応じた形式に変換したりその逆に変換し
たりできます。NLS ロケールが有効でない場合、DI 変換はデフォルトで、D になります。NLS ロケール
が有効な場合は、DI は、DI_FMT フィールドの日付変換を使用します。 DI_FMT フィールドに任意の有
効な D コードを格納できます。
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拡張文字セット変換
フォーマット
ECS

ECS コードは、InfoSphere DataStage システム区切り文字と ASCII 文字 CHAR(251) から CHAR(255) の
間の競合を解決します。システム区切り文字と ASCII 文字を、適切なローカライズ手続きを使用して代替
文字に変換します。 ローカライズ・ライブラリーを使用しない場合、入力ストリングは文字変換なしに返
されます。 このコードは、ICONV 関数または OCONV 関数と一緒に使用されます。

F コード
フォーマット
F [ ; ] element [ ; element ...]

F コードは、レコードのデータ値で演算を実行するか、ストリングを操作します。 このコードは、セミコ
ロンで区切られる逆ポーランド形式 (Lukasiewicz) の任意の数のオペランドまたは演算子で構成されます。
プログラムは、F コードを左から右に構文解析してオペランドのスタックをビルドします。 そして、演算
子を検出すると要求された演算を実行し、結果をスタックの最上位に格納して、必要に応じて下位のスタッ
ク・エレメントをポップします。
セミコロン (;) はエレメントの分離文字です。
element は、次のカテゴリーの 1 つ以上の項目です。

データ位置またはストリング
loc[R] スタックにプッシュされるデータ値を指定する数値位置で、そのあとにオプションの R (反復コー
ド) が続きます。
Cn

n は、スタックにプッシュされる定数です。

ストリング
二重引用符 ( " )、一重引用符 ( ' )、円記号 ( ¥ ) で囲まれたリテラル・ストリングです。
数値

二重引用符 ( " )、一重引用符 ( ' )、円記号 ( ¥ ) で囲まれた定数値です。整数、正数、負数、ま
たはゼロを指定できます。

D

システム日付 (内部形式) です。

T

システム時刻 (内部形式) です。

特殊なシステム・カウンター・オペランド
@NI

現行の項目カウンター (リストされた項目数または選択された項目数) です。

@ND

ブレーク行での前回の BREAK 以降の詳細行数です。

@NV

縦欄のリスト作成のためのみの現行値カウンターです。

@NS

縦欄のリスト作成のためのみの現行のサブ値カウンターです。

@NB

現行の BREAK のレベル番号です。1 が最下位レベルブレークです。総計行の値は 255 です。

@LPV Load Previous Value: 直前の相関コードの結果をスタックにロードします。
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演算子
演算子は、最上位のスタック・エントリーで実行される演算を指定します。stack1 はスタックの最上位の
値、stack2 はその下の値、stack3 は stack2 の下の値 (以下同様) を表します。
*[n]

stack1 と stack2 で乗算を実行します。 オプションの n はデスケール係数です (結果は 10 の n
乗の値で除算されます)。

/

stack1 を stack2 で除算して、結果を stack1 に格納します。

R

/ と同じですが、商ではなく剰余がスタックの最上位に返されます。

+

stack1 を stack2 に加算します。

-

stack2 から stack1 を減算して、結果を stack1 に格納します (ただし REALITY フレーバーの場合
は stack1 から stack2 を減算します)。

:

stack1 のストリングを stack2 のストリングの末尾に連結します。

[ ]

サブストリングを抽出します。対象となるのは、stack2 で指定される文字から開始して stack1 で
指定される文字数までの stack3 のストリングです。 これは、BASIC の [m,n] 演算子で m が
stack2 に、n は stack1 にある場合と同じです。

S

stack1 の複数値の合計をスタックの最上位に格納します。

_

stack1 と stack2 の数値を入れ替えます。

P または ¥
stack1 をプッシュしてスタックに戻します (stack1 を複製します)。
^

stack1 の数値をスタックからポップします。

(conv)

標準的な変換演算子で、stack1 のデータを変換して結果を stack1 に格納します。

論理演算子
論理演算子は、stack1 と stack2 を比較します。それぞれ、真に対しては 1 を、偽に対しては 0 を返しま
す。
=

等しい

<

より小さい

>

より大きい

# または<>
等しくない
[

より小さいか等しい

]

より大きいか等しい

&

論理 AND

!

論理 OR

¥n¥

ラベルは、2 つの円記号 (¥¥) で囲まれる正の整数で定義されます。

#n

stack1 が stack2 と異なる場合にラベル n に接続します。

>n

stack1 が stack2 より大きい場合にラベル n に接続します。

<n

stack1 が stack2 より小さい場合にラベル n に接続します。

=n

stack1 と stack2 が等しい場合にラベル n に接続します。
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}n

stack1 が stack2 より大きいか等しい場合にラベル n に接続します。

{n

stack1 が stack2 より小さいか等しい場合にラベル n に接続します。

IN

stack1 が NULL 値かどうかの確認テストを行います。

Fnnnn stack1 が偽として評価されると、F コードの nnnn 文字に前方分岐して処理を継続します。
Bnnnn F コードの nnnn 文字に無条件に前方分岐して、処理を継続します。
Gnnnn ラベルの nnnn に移行します。 ラベルは、円記号 (¥) で区切られるストリングでなければなりま
せん。
G*

stack1 で定義されるラベルに移行します。 ラベルは、円記号 (¥) で区切られるストリングでなけ
ればなりません。

注: F コードは整数演算だけを実行します。

グループ抽出
フォーマット
G [ skip ] delim #fields

G コードは、指定される区切り文字で区分される 1 つ以上の値をフィールドから抽出します。
skip には、スキップするフィールド数を指定します。指定されない場合 0 が想定されて、フィールドはス
キップされません。
delim はフィールド区切り文字として使用する単一の非数字 (IM、FM、VM、SM、および TM は除く) で
す。
#fields は、抽出する区切り文字で区切られた連続値の 10 進数値です。

長さ関数
フォーマット
L [ n [ ,m ] ]

L コードは、返されるデータに長さの条件を設定します。
Ln が指定された場合、値の長さが n 文字以下であれば、選択は応じられます。それ以外では、空白スト
リングが戻ります。
Ln,m が指定された場合、値の長さが n 文字以上で、m 文字以下であれば、選択は応じられます。それ以
外では、空白ストリングが戻ります。
n が省略されるか 0 の場合、値の長さが戻ります。

マスク文字変換
フォーマット
MCA
MC/A
MCD[X]
MCL
MCM
MC/M
MCN
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MC/N
MCP
MCT
MCU
MCW
MCX[D]

MC コードによって、フィールドのデータの大文字または小文字への変換、特定クラスの文字の抽出、フ
ィールド内のワードの大文字化、印刷不能な文字のピリオドへの変換を行えます。
MCA

大文字および小文字を含めて、フィールドのすべてのアルファベット文字を抽出します。 アルフ
ァベット以外の文字は出力されません。 NLS モードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの
ALPHABETICS フィールドを使用します。

MC/A フィールドからアルファベット以外のすべての文字を抽出します。 アルファベットの文字は出力
されません。 NLS モードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの NON-ALPHABETICS フィールドを
使用します。
MCD[X]
10 進値をそれに対応する 16 進値に変換します。
MCL

すべての大文字を小文字に変換します。 小文字やアルファベット以外の文字には影響はありませ
ん。 NLS モードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの UPPERCASE と DOWNCASED フィールドを
使用します。

MCM NLS が有効な場合だけ使用します。 フィールドからすべての NLS マルチバイト文字を抽出しま
す。 マルチバイト文字は Unicode 範囲 (x0000-x007F)、InfoSphere DataStage システム区切り文
字、および NULL 値以外の文字すべてです。NLS が有効なら、ロケールがオフでも変換は行われ
ます。 NLS モードが無効なら、無効な変換コードを表す STATUS 2 を返します。
MC/M NLS が有効な場合だけ使用します。 フィールドからすべての NLS 1 バイト文字を抽出します。
1 バイト文字とは、Unicode 範囲の x0000-x007F の文字のことです。 NLS が有効なら、ロケール
がオフでも変換は行われます。 NLS モードが無効なら、無効な変換コードを表す 2 の STATUS
が返ります。
MCN

フィールドからすべての数値文字を抽出します。 アルファベットの文字は出力されません。 NLS
モードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの NUMERICS フィールドを使用します。

MC/N フィールドからすべての非数値文字を抽出します。 数値文字は出力されません。 NLS モードで
は、NLS.LC.CTYPE ファイルの NON-NUMERICS フィールドを使用します。
MCP

出力不可の各文字をピリオドに変換します。 NLS モードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの
PRINTABLE と NON_PRINTABLE フィールドを使用します。

MCT

フィールドの各語の第 1 文字を大文字にします (語のそれ以外は小文字に変換します)。 NLS モ
ードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの LOWERCASE と UPCASED フィールドを使用します。

MCU

すべての小文字を大文字に変換します。 大文字やアルファベット以外の文字には影響はありませ
ん。 NLS モードでは、NLS.LC.CTYPE ファイルの LOWERCASE と UPCASED フィールドを使
用します。

MCW NLS が有効な場合だけ使用します。 7 ビット標準 ASCII (0021-007E 範囲) とそれに対応する、2
つの表示位置幅 (FF01-FF5E 全角範囲) を持つ 2 バイト文字間の変換を行います。NLS が有効な
ら、ロケールがオフでも変換は行われます。 NLS モードが無効なら、無効な変換コードを表す 2
の STATUS が返ります。
MCX[D]
16 進値をそれに対応する 10 進値に変換します。
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マスク 10 進値変換
フォーマット
MD [ n [ m ] ] [ , ] [ $ ] [ F ] [ I ] [ Y ] [ intl ] [ - | < | C | D ] [ P ] [ Z ]
[ T ] [ fx ]

MD コードは、数値の入力データを内部格納に適した形式に変換します。 コードに $、F、I、または Y
のオプションが含まれる場合は通貨単位の変換、それ以外は数値の変換です。 MD コードは、ICONV ま
たは OCONV の式で使用しなければなりません。内部表現のデータを外部の出力形式に変換する場合は、
マスク 10 進値変換が小数点を挿入するとともにデータに適した形式に変換します。
注: NLS が有効で Numeric または Monetary のどちらかのカテゴリーが OFF に設定されている場合、
MD コードは NLS ロケールがオフになっているものとして動作します。
n の値が 0 なら、出力には小数点は使われません。
オプションの m は、入力または出力データを増大 / 縮小する場合の 10 の累乗値を指定します。 入力時
には、小数点は格納の前に m 桁だけ右に移動されます。 出力時には、小数点は m 桁だけ左に移動されま
す。 例えば、入力変換の m が 2 で、入力データが 123 の場合、12300 の値で格納されます。出力変換
の m が 2 で、格納されたデータが 123 の場合、出力は 1.23 になります。m の指定がなければ、n と同
じ値であるとみなされます。いずれの場合も、最終的に必要な小数桁は余分な数字の切り捨ての前に丸めら
れます。 オリジナルの式に十分な小数桁がない場合はゼロが付加されます。
NLS が有効で変換が通貨単位なら、千単位の分離文字は現在のロケールの Monetary カテゴリーの
THOU_SEP フィールドのものが、小数点の分離文字は DEC_SEP フィールドのものが使われます。変換が
数値なら、千単位の分離文字は Numeric カテゴリーの THOU_SEP フィールドのものが、小数点の分離文
字は DEC_SEP フィールドのものが使われます。
表 72. マスク 10 進値変換
オプション

説明

注記

,
出力時に小数点の左側で 3 桁ごとに
千単位の分離文字を挿入することを指
定します。
$
位置揃えの前に数値の先頭に各地域の
通貨記号を付加します。 NLS が有効
なら、Monetary カテゴリーの
CURR_SYMBOL が使用されます。
F
位置揃えの前に数値の先頭にフラン記
号 (F) を付加します。 (IN2 以外のす
べてのフレーバーでは、ICONV で文
字の F をフラン記号として受け付け
るようにするには変換コードで F を
指定する必要があります。)
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表 72. マスク 10 進値変換 (続き)
オプション

説明

注記

I
OCONV 関数で用いられ、ロケールの
国際通貨記号 (Monetary カテゴリー
の INTL_CURR_SYMBOL) が使用さ
れることを指定します。 ICONV 関
数で用いられ、ロケールの国際通貨記
号が削除されることを指定します。
NLS が無効であるか Monetary カテ
ゴリーがオフなら、デフォルトの記号
は USD です。
Y
OCONV 関数で用いられます。NLS
が有効なら、円/元の文字 (Unicode の
00A5) が使用されます。 NLS が無効
であるか Monetary ロケール・カテゴ
リーがオフなら、ASCII 文字の xA5
が使用されます。
intl
各種の国際規約に応じて数値出力をカ
スタマイズする式で、マルチバイト文
字を使用できます。 intl 式は、
NLS.LC.NUMERIC ファイルのロケー
ル定義に基づいて、プレフィックス、
サフィックス、および千単位の区切り
文字や小数点の区切り文字として使用
する文字を指定できます。 intl 式の
構文は次のとおりです。
[ prefix , thousands , decimal , suffix ]
太字の大括弧は構文の一部で、入力す
る必要があります。4 つのエレメント
は位置パラメーターで、コンマで区切
る必要があります。各エレメントはオ
プションですが、その位置はコンマを
使用して保持する必要があります。例
えば、サフィックスだけを指定するに
は [,,,suffix ] と入力します。
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prefix

数値の先頭に付加する文字ストリング
です。 prefix にスペース、コンマ、
または右大括弧を含める場合は、引用
符でそれをくくります。

thousands

千単位を区分する文字ストリングで
す。 thousands にスペース、コンマ、
または右大括弧を含める場合は、引用
符でそれをくくります。

表 72. マスク 10 進値変換 (続き)
オプション

説明

注記

decimal

小数の区切り文字として使用する文字
ストリングです。decimal にスペー
ス、コンマ、または右大括弧を含める
場合は、引用符でそれをくくります。

suffix

数値の末尾に付加する文字ストリング
です。suffix にスペース、コンマ、ま
たは右大括弧を含める場合は、引用符
でそれをくくります。

負数データにはマイナス符号のサフィ
ックス、正数データにはブランク・ス
ペースのサフィックスが付加されるこ
とを指定します。
<
出力時に負数データは不等号括弧でく
くられ、正数データはブランク・スペ
ースのプレフィックスとサフィックス
が付加されることを指定します。
C
負数データには CR のサフィックス
が付加され、正数データには 2 つの
ブランク・スペースのサフィックスが
付加されることを指定します。
D
負数データには DB のサフィックス
が付加され、正数データには 2 つの
ブランク・スペースのサフィックスが
付加されることを指定します。
P
入力データに小数点が含まれる場合
は、スケーリングしないことを指定し
ます。
Z
空白ストリングとして 0 を出力する
ことを指定します。
T
データを丸めずに切り切り捨てを行う
ことを指定します。
ICONV 関数で使用します。NLS が有
効なら、円 / 元の文字は削除されま
す。NLS が無効であるか Monetary
カテゴリーがオフなら、ASCII 文字の
xA5 が削除されます。

数値の変換で ZERO_SUP フィールドが 1 に設定されている場合は、-1 と 1 の間の数値の先行ゼロは消
去されます。 例えば、-0.5 の出力は -.5 になります。
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データを内部形式に変換する場合は、fx オプションには次のような効果があります。 入力データが文字の
背景フィールドの上に重なった状態なら ($###987.65 など)、ICONV で fx オプションを指定すると変換時
に背景文字を無視することが指示されます。 f は、無視する背景文字の最大数を表す 1 桁または 2 桁の
数値です。 x は、無視する背景文字を指定します。入力データに背景文字がある場合に fx オプションを
指定しなければ、データは不良であるとみなされて空白ストリングが返されます。
データを内部表現から外部出力形式に変換する場合は、fx オプションによってデータの外部出力は背景文
字のフィールドに重ねられます。 f は、背景文字の反復回数を表す 1 桁または 2 桁の数値です。 x は、
背景文字として使用する文字を指定します。 fx オプションと $ オプションを同時に指定すると、$ はデ
ータの出力時に背景文字に優先します。

数値のフォーマット
フォーマット
ML [ n [ m ] ] [ Z ] [ , ] [ C | D | M | E | N ] [ $ ] [ F ] [ intl ] [ ( fx ) ]
MR [ n [ m ] ] [ Z ] [ , ] [ C | D | M | E | N ] [ $ ] [ F ] [ intl ] [ ( fx ) ]

ML および MR コードでは、数値および通貨量の特殊な処理および形式設定が可能です。 コードに F ま
たは I オプションが含まれる場合は変換は通貨単位、それ以外は数値です。 ML は左揃え、MR は右揃え
を指定します。
注: NLS が有効で Numeric または Monetary のどちらのカテゴリーも OFF に設定されている場合は、ML
および MR コードはロケールがオフになっているものとして動作します。
n

小数点の右に出力される桁数です。 n を省略するか 0 を指定すると、小数点は出力されません。

m

10 の m 乗値で数値をデスケール (除算) します。指定しなければ、m = n とみなされます。 入
力時には、小数点は格納の前に m 桁だけ右に移動されます。 出力時には、小数点は m 桁だけ左
に移動されます。 例えば、m が 2 の入力変換指定の場合、入力データが 123 なら、12300 の値
で格納されます。m が 2 の出力変換指定の場合、格納されたデータが 123 なら、1.23 の値で出
力されます。 m を指定しなければ、n と同じ値であるとみなされます。 いずれの場合も、最終的
に必要な小数桁は余分な数字の切り捨ての前に丸められます。オリジナルの式に十分な小数桁がな
い場合はゼロが付加されます。

NLS が有効で変換が通貨単位なら、千単位の分離文字は現在のロケールの Monetary カテゴリーの
THOU_SEP フィールドのものが、小数点の分離文字は DEC_SEP フィールドのものが使われます。変換が
数値なら、千単位の分離文字は Numeric カテゴリーの THOU_SEP フィールドのものが、小数点の分離文
字は DEC_SEP フィールドのものが使われます。
NLS ロケールが有効なら、<、-、C、および D の各オプションは通貨での使用を目的とした数値を定義し
ます。 これらのオプションは、指定される通貨単位の形式設定に優先します。 通貨単位の変換で形式が指
定されない場合は、現在のロケールの Monetary カテゴリーの POS_FMT、NEG_FMT、POS_SIGN、およ
び NEG_SIGN フィールドの形式が使用されます。
Numeric または Monetary カテゴリーの影響を受けることはありません。 オプションを指定しなければ、
値は変更されずに返されます。
表 73. 数値のフォーマット
引数

説明

Z
空白ストリングとして 0 を出力する
ことを指定します。
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表 73. 数値のフォーマット (続き)
引数

説明

お願い

,
出力時に小数点の左側で 3 桁ごとに
千単位の分離文字を挿入することを指
定します。
C
負数の末尾に CR を付加します。
D
正数の末尾に DB を付加します。
M
負数の末尾にマイナス符号 (-) を付加
します。
E
負数を不等号括弧 ( < > ) で囲みま
す。
N
負数のマイナス符号 (-) を消去しま
す。
$
位置揃えの前に数値の先頭に各地域の
通貨記号を付加します。 $ オプショ
ンは、数値を自動的に位置揃えして、
出力する数値の第 1 桁の直前に通貨
記号を付加します。
F
位置揃えの前に数値の先頭にフラン記
号 (F) を付加します。 (IN2 以外のす
べてのフレーバーでは、ICONV で文
字の F をフラン記号として受け付け
るようにするには変換コードで F を
指定する必要があります。)
intl
各種の国際規約に応じて出力をカスタ
マイズする式で、マルチバイト文字を
使用できます。 intl 式は、プレフィ
ックス、サフィックス、および千単位
の区切り文字や小数点の区切り文字と
して使用する文字を指定できます。
intl 式の構文は次のとおりです。
[ prefix , thousands , decimal , suffix ]
太字の大括弧は構文の一部で、入力す
る必要があります。4 つのエレメント
は位置パラメーターで、コンマで区切
る必要があります。各エレメントはオ
プションですが、その位置はコンマを
使用して保持する必要があります。例
えば、サフィックスだけを指定するに
は [,,,suffix ] と入力します。
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表 73. 数値のフォーマット (続き)
引数

説明

お願い

prefix

数値の先頭に付加する文字ストリング
です。 prefix にスペース、コンマ、
または大括弧を含める場合は、引用符
でそれをくくります。

thousands

千単位を区分する文字ストリングで
す。 thousands にスペース、コンマ、
または大括弧を含める場合は、引用符
でそれをくくります。

decimal

小数の区切り文字として使用する文字
ストリングです。decimal にスペー
ス、コンマ、または右大括弧を含める
場合は、引用符でそれをくくります。

suffix

数値の末尾に付加する文字ストリング
です。suffix にスペース、コンマ、ま
たは右大括弧を含める場合は、引用符
でそれをくくります。

f
3 つの形式コードの 1 つです。
#

データを、x 個のブランクのフィール
ド内で位置揃えします。

*

データを、x 個のアスタリスク (*) の
フィールド内で位置揃えします。

%

データを、x 個のゼロのフィールド内
で位置揃えします。

形式コードは、フィールド・サイズを指定する数値の x に優先します。
ストリングを括弧でくくることもできます。 テキストは指定に従って出力され、数値は右揃えまたは左揃
えで処理されます。

通貨変換
フォーマット
MM [ n ] [ I [ L ] ]

MM コードは、通貨形式の地域別の規約のために用意されています。
注: NLS が有効で Numeric または Monetary のどちらかのカテゴリーが OFF に設定されている場合、
MM コードはロケールがオフになっているものとして動作します。
NLS が有効で Monetary カテゴリーがオンなら、MM コードは小数点および千単位の分離文字で地域別の
通貨規約を使用します。 形式オプションは次のとおりです。
n
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保持または出力する小数位桁数 (0?9) を指定します。 n が省略された場合、Monetary カテゴリー
の DEC_PLACES フィールドが使用されます。I オプションが指定された場合は、
INTL_DEC_PLACES フィールドが使用されます。NLS が無効であるか Monetary カテゴリーがオ
フで、n が省略された場合、n は、デフォルトで 2 になります。

BASIC リファレンス・ガイド

I

現在のロケールの Monetary カテゴリーの CURR_SYMBOL に INTL_CURR_SYMBOL を代入し
ます。 NLS ロケールがオフなら、デフォルトの国際通貨記号は USD です。

L

I オプションと一緒に使用して、デフォルトの ( . と , ) の代わりに、10 進値および 3 桁の分離
文字が必要であることを指定します。Monetary カテゴリーの DEC_SEP と THOU_SEP フィール
ドが使用されます。

MM で引数を指定しなければ、現在のロケールの Monetary カテゴリーの小数点と千単位の分離文字、お
よび CURR_SYMBOL フィールドの通貨記号が使用されます。 MM で I オプションを指定すると、小数
点および千単位の分離文字は「.」(ピリオド) と「,」コンマ) で、通貨記号は INTL_CURR_SYMBOL フィ
ールドのものが使用されます。MM で I および L オプションをどちらも指定すると、小数点と千単位の
分離文字は現在のロケールの Monetary カテゴリーのものが、通貨記号は INTL_CURR_SYMBOL フィー
ルドのものが使用されます。 I オプションと L オプションは、ICONV 関数で使用された場合、無視され
ます。
NLS が無効であるかカテゴリーがオフなら、デフォルトの 10 進値および 3 桁の分離文字はピリオドとコ
ンマになります。
STATUS の値は次のとおりです。
0

変換は成功しました。 変換した通貨値を含むストリングが返ります。

1

変換は失敗しました。 空白ストリングが返されます。

2

無効な変換コードです。 空白ストリングが返されます。

パック 10 進値変換
フォーマット
MP

MP コードは、1 バイトに 2 桁の 10 進値をパック化して格納します。 パック処理した 10 進値は、パッ
クしない 10 進値に比べて必要なディスク容量は約半分で済みます。
先頭の + 符号は無視されます。先頭の - 符号は、16 進数 D を最終内部桁の低い方の半分に保存しま
す。パックする 4 ビット単位の数が奇数になる場合は、先頭に 0 のビットが 4 つ付加されます。16 進で
表現される内部形式のデータバイトの範囲は、00?99 および 0D?9D です。 有効な 10 進値 (0 から 9) と
符号 ( +、- ) のみを入力してください。そのほかの文字では変換は実行されません。
パック処理した 10 進値は、出力の際には常にアンパックが必要です。これは、パックした数値を変換せず
に出力すると端末上では認識可能な形式で表示されないからです。

時間変換
フォーマット
MT [ H ] [ P ] [ Z ] [ S ] [ c ] [ [ f1, f2, f3 ] ]

MT コードは、時間を従来の形式から格納のために内部形式に変換します。 また、内部の時間を出力のた
めに従来の形式に戻します。 入力データを内部格納形式に変更する場合、時間変換は時間の入力に使用さ
れる形式を指定します。 データの内部表現を外部出力形式に変換する場合は、時間変換は時間の外部出力
形式を定義します。
MT は、ICONV 関数または OCONV 関数で時間を指定する時に必要です。それ以外の指定子は OCONV
関数でだけ有効で、それを ICONV 関数で使用しても無視されます。
BASIC 言語リファレンス
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時間の内部表現は、夜の 12 時以降に経過した秒数の数値です。
IDEAL、INFORMATION、または PIOPEN のフレーバー・アカウントで ICONV を使用すると夜の 12 時
の値は 0、それ以外のすべてのフレーバー・アカウントでは夜の 12 時の値は 86400 です。
時間、分、および秒を分離する場合は、システム区切り文字ではない任意の数値以外の文字を使用できま
す。 分離文字は引用符でくくってください。 分または秒を入力しなければ 0 であるとみなされます。時
刻が午前または午後であることを指定するには、AM、A、PM、または P を末尾に付加できます。 12 よ
り大きい時刻を入力すると 24 時間時計とみなされます。12:00 AM は夜の 12 時、12:00 PM は昼の 12
時です。
NLS が有効で Time カテゴリーがアクティブなら、ロケールは AM と PM のストリングを指定して、分
離文字は Time カテゴリーの T_FMT または TI_FMT フィールドものが使用されます。
表 74. 時間変換
コード

説明

H
AM または PM が末尾に付く 12 時
間形式を使用することを指定します。
デフォルトは 24 時間時計です。
NLS が有効なら、AM と PM のスト
リングは Time カテゴリーの
AM_STR と PM_STR のフィールド
のものが使用されます。
P
H と同じですが、AM と PM のスト
リングは末尾ではなく先頭に付きま
す。
Z
出力で時刻値をゼロ消去することを指
定します。
S
出力で秒を使用することを指定しま
す。 デフォルトでは秒は省略されま
す。
c
出力の際に時間、分、および秒の区分
に使用する文字を指定します。デフォ
ルトは、コロン ( : ) です。NLS が
有効で、c を指定しない場合に、Time
カテゴリーがアクティブだと、c は、
DEFAULT_TIME_SEP フィールドを
使用します。
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表 74. 時間変換 (続き)
コード

説明

お願い

[f1, f2, f3]
形式修飾子を指定します。 大括弧は
構文の一部で省略はできません。時
間、分、および秒 (この順番) に応じ
て 1?3 個の修飾子を指定できます。
形式修飾子は定位置パラメーターで
す。f3 のみを指定する場合、プレー
スホルダーとして 2 個のコンマを含
める必要があります。各形式修飾子は
形式オプションに対応しなければなり
ません。 形式修飾子には次の値を使
用します。
`text'

一重引用符または二重引用符でくくっ
たテキストは引用符なしに出力され、
該当の時間、分、または秒の数値のあ
とに置かれます。

基数変換
フォーマット
MX [0C ] Hexadecimal conversion (base 16)
MO [0C ] Octal conversion (base 8)
MB [0C ] Binary conversion (base 2)
MU0C
Hexadecimal Unicode character conversion

MX、MO、および MB コードは、16 進値、8 進値、および 2 進値形式のデータを 10 進値 (基数 10) の
形式に変換したりその逆の変換をしたりします。

ICONV の場合
10 進値 (または ASCII) 形式はデータ表現の内部形式です。 ICONV 関数と一緒に使用した場合、0C 拡
張の指定のない MX、MO、および MB によって、16 進、8 進、または 2 進のデータ値が、(それぞれ)
対応する 10 進値に変換されます。0C 拡張を指定する MX、MO、および MB は、16 進、8 進、または
2 進のデータ値を 10 進値ではなく対応する ASCII 文字に変換します。
MU0C コードは NLS が有効な場合だけ使用します。 ICONV で使用すると、MU0C は Unicode の 16 進
形式のデータを内部文字セットの対応値に変換します。
各基数の範囲外の文字は変換エラーとなります。範囲は以下のとおりです。
MX (16 進値)
0 から 9、A から F、a から f
MO (8 進値)
0 から 7
MB (2 進値)
0, 1
MU0C (Unicode)
範囲外の文字はありません
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OCONV の場合
OCONV 関数と一緒に使用した場合、0C 拡張の指定のない MX、MO、および MB によって、10 進値
が、出力に合うように、相当する 16 進値、8 進値、または 2 進値にそれぞれ変換されます。0C 拡張を
指定しないと、数値以外のデータは変換エラーとなります。
0C 拡張を指定する MX、MO、および MB は、ASCII の文字または文字ストリングを 16 進値、8 進
値、2 進値の出力形式に変換します。 ストリング内の各文字は、ASCII 文字コードの対応する 16 進値、
8 進値、または 2 進値に変換されます。
MU0C コードは NLS が有効な場合だけ使用します。 OCONV で使用する場合、MU0C は文字をその内部
表現から対応する Unicode の 16 進値に変換して出力します。 変換するデータは、内部文字セットの文字
または文字ストリングでなければなりません。ストリングの各文字は、対応する 4 桁の Unicode の 16 進
値に変換されます。 データは、1 回に 1 文字ずつ左から右に最後まで変換されます。

ASCII 変換
フォーマット
MY

MY コードは、出力時の 16 進値から ASCII への変換、入力時の ASCII から 16 進値への変換を指定し
ます。 MY は、OCONV 関数と一緒に使用した場合、16 進値を ASCII に変換します。ICONV 関数と一
緒に使用した場合、MY は、ASCII を 16 進値に変換します。
各基数の範囲外の文字は変換エラーとなります。範囲は以下のとおりです。
MY (16 進値)
0 から 9、A から F、a から f

マップ変換
フォーマット
NL

NL コードは、ロケール依存の各代替文字セット (地域言語の数字を表す) からアラビア数字への変換を行
います。 代替文字は外部セットで、アラビア数字は内部セットです。
NLS が有効でなければ、文字はそれが ASCII の有効な 0?9 の数字であることだけチェックされ、文字が
変更されることはありません。
STATUS 関数は、以下のいずれかを返します。
0

変換は成功しました。 NLS が有効でなければ、入力は有効な数字を格納します。

1

変換は失敗しました。 変換されるデータには、該当の内部または外部のセットの数字以外の文字
があります。

NLS マップ名
フォーマット
NLSmapname
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NLSmapname コードは、指定したマップを使用して、内部フォーマットから外部フォーマットに、またそ
の反対に、データを変換します。mapname は、有効なマップ名か、LPTR、CRT、AUX、OS の中のいずれ
かになります。
STATUS 関数は、以下のいずれかを返します。
0

変換は成功しました。

1

mapname が無効です。ストリングは空で返されます。

2

変換は無効です。

3

データが変換されましたが、結果が無効です (マップが一部の文字を処理できませんでした)

NR コード
フォーマット
NR

NR コードは、ICONV 関数と一緒に使用された場合、ローマ数字をアラビア数字に変換します。 10 進値
(または ASCII) 形式は内部形式の表現です。
OCONV 関数と一緒に使用された場合、NR コードは、アラビア数字をローマ数字に変換します。
次の表に、ローマ数字 / 算用数字の対応を示します。
ローマ数字
算用数字
i

1

v

5

x

10

l

50

c

100

d

500

m

1000

V

5000

X

10,000

L

50,000

C

100,000

D

500,000

M

1,000,000

P コード
フォーマット
P(pattern) [ { ; | / } (pattern) ] ...

P コードは、値が 1 つ以上のパターンに一致するデータを抽出します。 データがいずれのパターンにも
一致しない場合は、空白ストリングが返ります。
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pattern には、以下のコードを 1 つ以上入れることができます。
nN

文字 N が続く整数です。n 個の数字をテストします。

nA

文字 A が続く整数です。n 個の英字をテストします。

nX

文字 X が続く整数です。n 個の英数字をテストします。

nnnn

ストリングです。ストリングをテストします。

n が 0 の場合、数字、英字、または英数字のいずれかが一致します。データまたは照合パターンのいずれ
かが NULL 値なら、NULL が返ります。
セミコロン ( ; ) またはスラッシュ ( / ) で複数の範囲を分離します。
照合する各パターンは括弧でくくらなければなりません。 例えば、ユーザーが社会保障番号の返却だけを
要求する場合は、P(3N-2N-4N) と指定すれば 3 桁の数字、ハイフン、2 桁の数字、ハイフン、4 桁の数字
のストリングが正確にテストされます。

指数表記
フォーマット
QR [ n { E | . } m ] [ edit ] [ mask ]
QL [ n { E | . } m ] [ edit ] [ mask ]
QX

Q コードは、数値の入力データを指数表記から内部格納に適した形式に変換します。 データの内部表現を
外部出力形式に変換する場合、Q コードは小数点の右に表示する小数桁数を判定して指数を指定すること
で、データを指数表記に変換します。
Q だけの場合および QR はどれも右揃えを指定します。 QL は左揃えを指定します。 QX は右揃えを指
定します。 QX は、入力に関しては QR0E0 と同じ意味、出力に関しては MR と同じ意味です。
n には、小数点の右側の小数桁数を指定します。0?9 を指定できます。
m には、指数を指定します。指定できるのは 0 から 9 の数値です。E を使用する場合は、m は、-1 から
-9 の負の数値も指定できます。
n と m は、文字 E またはピリオド ( . ) のいずれかで区切ります。負の指数を指定する場合は E を使用
します。
edit には次のいずれかを指定します。
$

値の先頭にドル記号を付加します。

F

値の先頭にフラン記号を付加します。

,

1000 毎にコンマを挿入します。

Z

値が 0 なら空白ストリングを返します。また、小数の末尾のゼロを消去するとともにゼロの指数
を消去します。

E

負の数値を不等号括弧 (< >) で囲みます。

C

負数に cr を付加します。

D

正数に db を付加します。

B

負数に db を付加します。
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N

負数のマイナス符号を消去します。

M

負数にマイナス符号を追加します。

T

丸めの代わりに切り捨てを行います。

mask では、フォーマット設定を行った出力フィールドでリテラルと数値を混在させることができます。
mask には、リテラルと以下の 3 つの形式のマスク文字の組み合わせを指定できます。
#n

データは、n 個の充てん文字のフィールドに表示されます。デフォルトの充てん文字はブランクで
す。 これは、幅パラメーターの後にフォーマット・ストリングによる充てん文字の指定がない場
合に使用されます。

%n

データは、n 個のゼロのフィールドに表示されます。

*n

データは、n 個のアスタリスクのフィールドに表示されます。

NLS が有効な場合、Q コードは、intl フォーマットが指定できないことを除いて、ML コードと MR コー
ドのように、数値と通貨のフォーマットを設定します。詳しくは、ML コードと MR コードを参照してく
ださい。
数値のフォーマット設定に関しては、FMT 関数を参照してください。

範囲関数
フォーマット
Rn,m [ { ; | / } n,m ] ...

R コードは、指定される範囲内に収まるように返されるデータに制限を加えます。n は下限で、m が上限
です。
セミコロン ( ; ) またはスラッシュ ( / ) で複数の範囲を分離します。
範囲指定が満たされない場合は、空白ストリングが返ります。

S コード
フォーマット
S

引数のない S コードは、サウンデクス変換を指定します。サウンデクスは、通常の英語の語句を 1 つの
アルファベット文字とそれに続く 3 桁の数字で構成される 4 文字の省略形に変換する音声変換コードで
す。 サウンデクス変換は、名前ルックアップの索引をビルドする場合によく利用されます。

置換コード
フォーマット
S ; nonzero.substitute ; zero.substitute ; NULL.substitute

S コードは、変換するデータがゼロまたは空白ストリング、NULL 値、それ以外のどれに評価されるかに
よって、3 つの値の中の 1 つに置換します。
変換するデータが、ゼロまたは空白ストリングとして評価される場合、zero.substitute が戻ります。データ
が、ゼロ以外、空以外、および、ヌル以外の場合は、nonzero.substitute が戻ります。データが NULL 値で
ある場合、null.substitute が戻ります。 null.substitute が省略された場合、NULL 値は置換されません。
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3 つすべての置換式の内容は次のいずれかです。
v 引用符付きのストリング
v フィールド番号
v アスタリスク
アスタリスクの場合にデータがゼロ、空白ストリング、または NULL 値以外に評価されると、データ値自
体が返されます。

例
@RECORD の内容が次のような BASIC プログラムを想定します。
AFBFCVD

ステートメント
出力
PRINT OCONV("x","S;2;’zero’")
B
PRINT OCONV("x","S;*;’zero’")
x
PRINT OCONV(0,"S;2;’zero’")
zero
PRINT OCONV(’’,"S;*;’zero’")
zero

テキスト抽出
フォーマット
T [ start, ] length

T コードは、フィールドから連続するストリングを抽出します。
start

開始する列番号です。 省略すると 1 の指定とみなされます。

length

抽出する文字数です。

length のみを指定した場合、抽出は、ディクショナリー定義項目の行 5 に指定された位置調整によって、
左か右のいずれかから行われます。BASIC プログラムで、length のみを指定すると、抽出は右から行われ
ます。この場合は、開始位置は次の式に従って算出されます。
string.length - substring.length + 1

これによって、ストリングの長さを計算しないでも、ストリングの最後の n 個の文字を抽出できます。
start が指定された場合、抽出は常に左から右になります。

ファイル変換
フォーマット
T[DICT] filename ; c [vloc] ; [iloc] ; [oloc] [ ;bloc]
T[DICT] filename ; c ; [iloc] ; [oloc] [ ;bloc] [ ,vloc | [vloc] ]
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Tfile コードで、ファイルを変換することにより、1 つのファイルの値を別の値へと変換できます。ソー
ス・ファイルのデータ値をルックアップ・ファイルのレコード ID として使用します。 ソース・ファイル
は、そのあとでルックアップ・ファイルの値を参照できます。
ルックアップ・ファイルにアクセスするには、そのレコード ID (フィールド 0) を参照する必要がありま
す。ルックアップ・ファイルのレコード ID が参照されないと、ファイルは開けず、変換は実行できませ
ん。変換されるデータ値は、ルックアップ・ファイル内のレコード ID にしてください。
表 75. ファイル変換
引数

説明

注意

DICT
ルックアップ・ファイルの辞書を指定
します。 (REALITY フレーバー・ア
カウントでは、ディクショナリーを指
定するのにアスタリスク ( * ) を使
用できます (例: T*filename ....)。
filename
ルックアップ・ファイルの名前です。
c
次のいずれかの変換サブコードです。
V

変換項目がファイルに存在し、指定さ
れるフィールドに値が入っている必要
があります。それ以外はエラー・メッ
セージが返ります。

C

変換が不能なら、オリジナルの変換対
象の値が返ります。

I

入力検証専用です。 入力の際の V、
出力の際の C に似た機能を持ちま
す。

N

NULL 値が見つかると、オリジナル
の変換対象の値を返します。

O

出力検証専用です。 入力の際の C、
出力の際の V に似た機能を持ちま
す。

X

変換が不能なら、空白ストリングを返
します。

vloc
複数値フィールドから返される数値数
です。 vloc が指定されないで、フィ
ールドが複数値である場合、システム
区切り文字がすべてブランクに換えら
れてフィールド全体が戻ります。vloc
の指定が oloc の指定または bloc の
指定に続く場合、vloc を大括弧で囲
むか、または、vloc を oloc や bloc
からコンマを使用して区切ります。
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表 75. ファイル変換 (続き)
引数

説明

注意

iloc

入力 変換のためのフィールド番号
(10 進値) です。入力値は、ルックア
ップ・ファイルでレコード ID として
使用され、変換された値が、iloc で指
定されたフィールドから取得されま
す。iloc が省略された場合、入力変換
は行われません。
oloc

出力 変換のためのフィールド番号
(10 進値) です。取得によりリストが
作成されると、オリジナルの値の代わ
りに、ルックアップ・ファイルの
oloc で指定したフィールドからのデ
ータがリストされます。
bloc
BREAK.ON 行と TOTAL 行のリスト
作成中に oloc の代わりに使用される
フィールド番号 (10 進値) です。

国際時変換
フォーマット
TI

国際時変換では、時間を内部形式から各地域のデフォルト形式に変換したりその逆に変換したりできます。
NLS ロケールが有効でなければ TI 変換はデフォルトで MT で、NLS ロケールが有効なら TI は Time
カテゴリーの TI_FMT フィールドの日付変換を使用します。TI_FMT フィールドには、いずれかの MT コ
ード が含まれています。

BASIC 予約語
この章には BASIC 言語での予約語がリストされています。予約語をご使用のプログラムで変数名として使
用することはお勧めしません。
ABORT
ABORTE
ABORTM
ABS
ABSS
ACOS
ADDS
ALL
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ALPHA
AND
ANDS
ARG.
ASCII
ASIN
ASSIGN
ASSIGNED
ATAN
AUTHORIZATION
BCONVERT
BEFORE
BEGIN
BITAND
BITNOT
BITOR
BITRESET
BITSET
BITTEST
BITXOR
BREAK
BSCAN
BY
CALL
CALLING
CAPTURING
CASE
CAT
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CATS
CHAIN
CHANGE
CHAR
CHARS
CHECKSUM
CLEAR
CLEARCOMMON
CLEARDATA
CLEARFILE
CLEARINPUT
CLEARPROMPTS
CLEARSELECT
CLOSE
CLOSESEQ
COL1
COL2
COM
COMMIT
COMMON
COMPARE
CONTINUE
CONVERT
COS
COSH
COUNT
COUNTS
CREATE
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CRT
CRT
DATA
DATE
DCOUNT
DEBUG
DECLARE
DEFFUN
DEL
DELETE
DELETELIST
DELETEU
DIAGNOSTICS
DIM
DIMENSION
DISPLAY
DIV
DIVS
DO
DOWNCASE
DQUOTE
DTX
EBCDIC
ECHO
ELSE
END
ENTER
EOF
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EQ
EQS
EQU
EQUATE
EREPLACE
ERRMSG
ERROR
EXCHANGE
EXEC
EXECUTE
EXIT
EXP
EXTRACT
FADD
FDIV
FFIX
FFLT
FIELD
FIELDS
FIELDSTORE
FILEINFO
FILELOCK
FILEUNLOCK
FIND
FINDSTR
FIX
FLUSH
FMT
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FMTS
FMUL
FOLD
FOOTING
FOR
FORMLIST
FROM
FSUB
FUNCTION
GARBAGECOLLECT
GCI
GE
GES
GET
GETLIST
GETREM
GETX
GO
GOSUB
GOTO
GROUP
GROUPSTORE
GT
GTS
HEADING
HEADINGE
HEADINGN
HUSH
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ICHECK
ICONV
ICONVS
IF
IFS
ILPROMPT
IN
INCLUDE
INDEX
INDEXS
INDICES
INMAT
INPUT
INPUTCLEAR
INPUTDISP
INPUTERR
INPUTIF
INPUTNULL
INPUTTRAP
INS
INSERT
INT
ISNULL
ISNULLS
ISOLATION
ITYPE
KEY
KEYEDIT
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KEYEXIT
KEYIN
KEYTRAP
LE
LEFT
LEN
LENS
LES
LET
LEVEL
LIT
LITERALLY
LN
LOCATE
LOCK
LOCKED
LOOP
LOWER
LPTR
LT
LTS
MAT
MATBUILD
MATCH
MATCHES
MATCHFIELD
MATPARSE
MATREAD

BASIC 言語リファレンス

499

MATREADL
MATREADU
MATWRITE
MATWRITEU
MAXIMUM
MESSAGE
MINIMUM
MOD
MODS
MTU
MULS
NAP
NE
NEG
NEGS
NES
NEXT
NOBUF
NO.ISOLATION
NOT
NOTS
NULL
NUM
NUMS
OCONV
OCONVS
オフ
ON

500

BASIC リファレンス・ガイド

OPEN
OPENCHECK
OPENDEV
OPENPATH
OPENSEQ
OR
ORS
OUT
PAGE
PASSLIST
PCDRIVER
PERFORM
PRECISION
PRINT
PRINTER
PRINTERIO
PRINTERR
PROCREAD
PROCWRITE
PROG
PROGRAM
PROMPT
PWR
QUOTE
RAISE
RANDOMIZE
READ
READ.COMMITTED
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READ.UNCOMMITTED
READBLK
READL
READLIST
READNEXT
READSEQ
READT
READU
READV
READVL
READVU
REAL
RECIO
RECORDLOCKED
RECORDLOCKL
RECORDLOCKU
RELEASE
REM
REMOVE
REPEAT
REPEATABLE.READ
REPLACE
RESET
RETURN
RETURNING
REUSE
REVREMOVE
REWIND
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RIGHT
RND
ROLLBACK
RPC.CALL
RPC.CONNECT
RPC.DISCONNECT
RQM
RTNLIST
SADD
SCMP
SDIV
SEEK
SELECT
SELECTE
SELECTINDEX
SELECTN
SELECTV
SEND
SENTENCE
SEQ
SEQS
SEQSUM
SERIALIZABLE
SET
SETREM
SETTING
SIN
SINH
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SLEEP
SMUL
SOUNDEX
SPACE
SPACES
SPLICE
SQLALLOCONNECT
SQLALLOCENV
SQLALLOCSTMT
SQLBINDCOL
SQLCANCEL
SQLCOLATTRI- BUTES
SQLCONNECT
SQLDESCRIBECOL
SQLDISCONNECT
SQLERROR
SQLEXECDIRECT
SQLEXECUTE
SQLFETCH
SQLFREECONNECT
SQLFREEENV
SQLFREESTMT
SQLGETCURSORNAME
SQLNUMRESULTCOLS
SQLPREPARE
SQLROWCOUNT
SQLSETCONNECT-OPTION
SQLSETCURSORNAME
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SQLSETPARAM
SQRT
SQUOTE
SSELECT
SSELECTN
SSELECTV
SSUB
START
STATUS
STEP
STOP
STOPE
STOPM
STORAGE
STR
STRS
SUB
SUBR
SUBROUTINE
SUBS
SUBSTRINGS
SUM
SUMMATION
SYSTEM
TABSTOP
TAN
TANH
TERMINFO
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THEN
TIME
TIMEDATE
TIMEOUT
TO
TPARM
TPRINT
TRANS
TRANSACTION
TRIM
TRIMB
TRIMBS
TRIMF
TRIMFS
TRIMS
TTYCTL
TTYGET
TTYSET
UNASSIGNED
UNIT
UNLOCK
UNTIL
UPCASE
USING
WEOF
WEOFSEQ
WEOFSEQF
WHILE
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WORDSIZE
WORKWRITE
WRITEBLK
WRITELIST
WRITESEQ
WRITESEQF
WRITET
WRITEU
WRITEV
WRITEVU
XLATE
XTD

@ 変数
表 76 には、BASIC @ 変数がリストされています。アスタリスク ( * ) で示される @ 変数は
READ-ONLY です。それ以外はすべてユーザーによる変更が可能です。
EXECUTE ステートメントは、積み重ねられた @ 変数の値を初期化して、0 または新規環境を反映した値
にします。これらの値は、呼び出し側の環境に戻されることはありません。 スタックに格納されない @
変数の値は、EXECUTE と呼び出し側の環境の間で共有されます。 次に示すすべての @ 変数は、特に指
示がないかぎりスタックに格納されます。
表 76. BASIC @ 変数
変数

読み取り専用

値

@ABORT.CODE

*

ON.ABORT パラグラフの実行を引き
起こす条件のタイプを示す数値。 値
は以下のとおりです。1 - ABORT ス
テートメントが実行されました。
2 - Break キーを押した後のオプショ
ン A で、中止が要求されました。
3 - 内部エラーまたは致命的エラーが
発生しました。

@ACCOUNT

*

ユーザーのログイン名。
@LOGNAME と同じ。 スタックには
格納されません。

@AM

*

フィールド・マークの CHAR(254)。
@FM と同じ。

@ANS

直前の I タイプの回答で値は不定。
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表 76. BASIC @ 変数 (続き)
変数

読み取り専用

値

@AUTHORIZATION

*

現在の実効ユーザー名。

@COMMAND

*

コマンド・プロンプトで直前に実行ま
たは入力されたコマンド。

@COMMAND.STACK

*

実行されたコマンドを現在からさかの
ぼって 99 個まで格納する動的な配
列。
将来の用途のために確保されていま
す。

@CONV
@CRTHIGH

*

端末の行数。

@CRTWIDE

*

端末の列数。

@DATA.PENDING

*

DATA ステートメントで生成された
入力を含む動的配列。動的な配列内の
値はフィールド・マークで区分されま
す。

@DATE

内部日付。

@DAY

@DATE の月内の日付数値。

@DICT

将来の用途のために確保されていま
す。

@FALSE

*

コンパイラーは値を 0 と置き換えま
す。

@FILE.NAME

現在のファイル名。 @FILENAME と
同じ。

@FILENAME

現在のファイル名。 @FILE.NAME
と同じ。

@FM

*

将来の用途のために確保されていま
す。

@FORMAT
@HDBC

フィールド・マークの CHAR(254)。
@AM と同じ。

*

ローカル・サーバー上の ODBC 接続
環境。スタックには格納されません。
将来の用途のために確保されていま
す。

@HEADER
@HENV

*

ローカル・サーバー上の ODBC 環
境。スタックには格納されません。

@HSTMT

*

ローカル・サーバー上の ODBC ステ
ートメント環境。スタックには格納さ
れません。
現在のレコード ID。

@ID
@IM

*

アイテム・マークの CHAR(255)。

@ISOLATION

*

アクティブ・トランザクションの現在
のトランザクション分離レベル、また
はトランザクションがない場合は現在
のデフォルトの分離レベル。
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表 76. BASIC @ 変数 (続き)
変数

読み取り専用

値

@LEVEL

*

実行文のネスト・レベル。 スタック
には格納されません。

@LOGNAME

*

ユーザーのログイン名。
@ACCOUNT と同じ。

@LPTRHIGH

*

出力を行うデバイス (端末またはプリ
ンター) の行数。

@LPTRWIDE

*

出力を行うデバイス (端末またはプリ
ンター) の列数。

@MONTH

現在の月。

@MV

列リスト用の現在値カウンター。 I
記述子でだけ使用します。@NV と同
じ。

@NB

現在の BREAK レベル番号。 1 が最
下位レベルブレークです。 @NB の
総計行の値は 255 です。 I 記述子で
だけ使用します。

@ND

ブレーク行の前回の BREAK 以降の
詳細行数。 I 記述子でだけ使用しま
す。

@NEW

*

現在のレコードの新しい内容。 トリ
ガー・プログラムで使用します。スタ
ックには格納されません。

@NI

現在の項目カウンター (リストアップ
または選択された項目数)。I 記述子
でだけ使用します。@RECCOUNT と
同じ。

@NS

列リスト用の現在サブ値カウンター。
I 記述子でだけ使用します。

@NULL

*

NULL 値。 スタックには格納されま
せん。

@NULL.STR

*

NULL 値の内部表現である
CHAR(128)。スタックには格納されま
せん。
列リスト用の現在値カウンター。 I
記述子でだけ使用します。@MV と同
じ。

@NV

@OLD

*

現在のレコードのオリジナルの内容。
トリガー・プログラムで使用します。
スタックには格納されません。
呼び出し側動詞の VOC のフィールド
5 の値。

@OPTION
@PARASENTENCE

*

現在のプロセスを起動した前回のセン
テンスまたはパラグラフ。

@PATH

*

現行アカウントのパス名。
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表 76. BASIC @ 変数 (続き)
変数

読み取り専用

値

@RECCOUNT

現在の項目カウンター (リストアップ
または選択された項目数)。I 記述子
でだけ使用します。@NI と同じ。

@RECORD

現在のレコード全体。

@RECUR0

予約済み。

@RECUR1

予約済み。

@RECUR2

予約済み。

@RECUR3

予約済み。

@RECUR4

予約済み。

@SCHEMA

*

現行アカウントのスキーマ名。スタッ
クには格納されません。ユーザーが新
規スキーマを作成する際、@SCHEMA
は次にユーザーが InfoSphere
DataStage にログインするまで設定さ
れません。
前回の選択リストから選択されたエレ
メント数。 スタックには格納されま
せん。

@SELECTED

@SENTENCE

*

現在の BASIC プログラムを起動した
センテンス。 任意の EXECUTE ステ
ートメントは、@SENTENCE を更新
します。

@SM

*

サブ値マークの CHAR(252)。 @SVM
と同じ。

@SQL.CODE

*

将来の用途のために確保されていま
す。

@SQL.DATE

*

現在のシステム日付。 トリガー・プ
ログラムで使用します。スタックには
格納されません。

@SQL.ERROR

*

将来の用途のために確保されていま
す。

@SQL.STATE

*

将来の用途のために確保されていま
す。

@SQL.TIME

*

現在のシステム時刻。 トリガー・プ
ログラムで使用します。スタックには
格納されません。

@SQL.WARNING

*

将来の用途のために確保されていま
す。

@SQLPROC.NAME

*

現在の SQL プロシージャーの名前。

@SQLPROC.TX.LEVEL

*

現在の SQL プロシージャーが開始し
たトランザクション・レベル。
デフォルトのファイル変数。

@STDFIL
@SVM
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*

サブ値マークの CHAR(252)。 @SM
と同じ。

表 76. BASIC @ 変数 (続き)
変数

読み取り専用

値

@SYS.BELL

*

Bell 文字。 スタックには格納されま
せん。

@SYSTEM.RETURN.CODE

システム・プロセスから返されたステ
ータス・コード。 @SYSTEM.SET と
同じ。

@SYSTEM.SET

システム・プロセスから返されたステ
ータス・コード。
@SYSTEM.RETURN.CODE と同じ。

@TERM.TYPE

*

端末タイプ。 スタックには格納され
ません。
内部時刻。

@TIME
@TM

*

テキスト・マークの CHAR(251)。

@TRANSACTION

*

数値。ゼロ以外の値はトランザクショ
ンがアクティブであることを示しま
す。ゼロはトランザクションが存在し
ないことを示します。

@TRANSACTION.ID

*

アクティブ・トランザクションのトラ
ンザクション番号。 空白ストリング
は、トランザクションが存在しないこ
とを示します。

@TRANSACTION.LEVEL

*

アクティブ・トランザクションのトラ
ンザクション・ネスト・レベル。 0
は、トランザクションが存在しないこ
とを示します。

@TRUE

コンパイラーは値を 1 と置き換えま
す。

@TTY

端末のデバイス名。 プロセスがファ
ントムなら、@TTY は `phantom'を返
します。 プロセスが、InfoSphere
DataStage API なら、`uvcs' を返しま
す。

@USER0

ユーザー定義。

@USER1

ユーザー定義。

@USER2

ユーザー定義。

@USER3

ユーザー定義。

@USER4

ユーザー定義。

@USERNO

*

ユーザー番号。スタックには格納され
ません。@USER.NO と同じ。

@USER.NO

*

ユーザー番号。スタックには格納され
ません。@USERNO と同じ。
ユーザーの作成したステータス・コー
ド。

@USER.RETURN.CODE
@VM

*

値マークの CHAR(253)。
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表 76. BASIC @ 変数 (続き)
変数

読み取り専用

値

@WHO

*

現行アカウント・ディレクトリーの名
前。スタックには格納されません。

@YEAR

現在の年。

BASIC サブルーチン
この付録では、InfoSphere DataStage BASIC プログラムから呼び出せる以下のサブルーチンについて説明し
ます。
!ASYNC (!AMLC)
!EDIT.INPUT
!ERRNO
!FCMP
!GET.KEY
!GET.PARTNUM
!GET.PATHNAME
!GET.USER.COUNTS
!GETPU
!INLINE.PROMPTS
!INTS
!MAKE.PATHNAME
!MATCHES
!MESSAGE
!PACK.FNKEYS
!REPORT.ERROR
!SET.PTR
!SETPU
!TIMDAT
!USER.TYPE
!VOC.PATHNAME
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また、次の表にリストされているサブルーチンが PI/open の互換性を目的として既存の関数に追加されま
した。
表 77. PI/open サブルーチン
サブルーチン

対応関数

CALL !ADDS

ADDS

CALL !ANDS

ANDS

CALL !CATS

CATS

CALL !CHARS

CHARS

CALL !CLEAR.PROMPTS

CLEAR.PROMPTS

CALL !COUNTS

COUNTS

CALL !DISLEN

LENDP

CALL !DIVS

DIVS

CALL !EQS

EQS

CALL !FADD

FADD

CALL !FDIV

FDIV

CALL !FIELDS

FIELDS

CALL !FMTS

FMTS

CALL !FMUL

FMUL

CALL !FOLD

FOLD

CALL !FSUB

FSUB

CALL !GES

GES

CALL !GTS

GTS

CALL !ICONVS

ICONVS

CALL !IFS

IFS

CALL !INDEXS

INDEXS

CALL !LENS

LENS

CALL !LES

LES

CALL !LTS

LTS

CALL !MAXIMUM

MAXIMUM

CALL !MINIMUM

MINIMUM

CALL !MODS

MODS

CALL !MULS

MULS

CALL !NES

NES

CALL !NOTS

NOTS

CALL !NUMS

NUMS

CALL !OCONVS

OCONVS

CALL !ORS

ORS

CALL !SEQS

SEQS

CALL !SPACES

SPACES

CALL !SPLICE

SPLICE

CALL !STRS

STRS

CALL !SUBS

SUBS
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表 77. PI/open サブルーチン (続き)
サブルーチン

対応関数

CALL !SUBSTRINGS

SUBSTRINGS

CALL !SUMMATION

SUMMATION

!ASYNC サブルーチン
構文
CALL !ASYNC (key, line, data, count, carrier)

説明
!ASYNC サブルーチン (または同機能の !AMLC) は、非同期デバイスとの間でデータの受け渡しを行いま
す。
key は行うアクション (1 から 5) を定義します。key の値は、次のリストのように定義されます。
line は、&DEVICE& エントリーの TTY## の数値部分です。## は 10 進値を表します。
data は、ラインとの間で受け渡しされるデータです。
count は、文字数を収めた出力変数です。
carrier は、key の値に応じた値を返す出力変数です。 key が 1、2、または 3 なら、carrier はユーザーの
指定する変数を返します。 key の値が 4 または 5 なら、carrier は 1 を返します。
最初に、ASSIGN コマンドで非同期デバイスを割り当てる必要があります。 TTY## のレコード ID フォ
ーマットで割り当てられるデバイスのエントリーは、&DEVICE& ファイルの中に置く必要があります。##
は、10 進値を表します。各キー値に対応するアクションは次のとおりです。
キー

アクション

1

count の値で示される文字数を入力します。

2

count の値で指示される文字数、または改行文字が検出されるまで入力を行います。

3

count の値で指示される文字数を出力します。

4

入力バッファーの文字数を count に返します。 FIONREAD キーがサポートされないオペレーティ
ング・システムでは、count で 0 が返されます。 key の値が 4 なら、carrier に対して常に 1 が
返されます。

5

出力バッファーに十分なスペースがなければ、count で 0 が返されます。 TIOCOUTQ キーがサポ
ートされないオペレーティング・システムでは、count で 0 が返されます。 key の値が 5 なら、
carrier に対して常に 1 が返されます。

例
!ASYNC サブルーチンは、&DEVICE& ファイル内の ASYNC10 で定義したデバイスから変数データに最
初の 80 文字を返します。
data=
count= 80
carrier= 0
call !ASYNC(1,10,data,count,carrier)
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!EDIT.INPUT サブルーチン
構文
CALL !EDIT.INPUT (keys, wcol, wrow, wwidth, buffer, startpos,
bwidth, ftable, code)

限定子
表 78. 限定子
値

トークン

説明

0

IK$NON

次のどのキーも要求しませ
ん。

1

IK$OCR

復帰改行を出力します。

2

IK$ATM

ユーザーが bwidth 文字を
入力すると即座に編集を終
了します。

4

IK$TCR

カーソルの表示/非表示を
トグルで切り替えます。

8

IK$DIS

バッファー・ストリングの
内容をエントリーに表示し
ます。

16

IK$HDX

端末を半二重モードに設定
します (終了時に元に戻り
ます)。

32

IK$INS

挿入モードで編集を開始し
ます。 デフォルトは上書
きモードです。

64

IK$BEG

必要に応じて開始行 / 終
了行機能を区別します。

keys
特定の処理特性を制御しま
す。keys には、次に示す各
値 (トークン名は
GTI.FNKEYS.IH インクル
ード・ファイルに格納され
ている) を設定できます。

wcol
ウィンドウの先頭の画面列
(x 座標) です。
wrow
ウィンドウの画面行 (y 座
標) です。
wwidth
ウィンドウが占有する画面
列数です。
buffer
次の内容を格納します。
入力時

表示するテキスト (IK$DIS
キーが設定されている場
合)。
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表 78. 限定子 (続き)
値
終了時

トークン

説明

テキストで最後に編集され
た値。

startpos
次のようにカーソル位置を
示します。
入力時

終了時

カーソルの (バッファーの
先頭からの) 初期位置。
終了時のカーソル位置。

bwidth
buffer での許容最大ポジシ
ョン数。 bwidth には
wwidth を超える値を設定
するなることができ、その
場合は buffer の内容は必
要に応じて水平方向にスク
ロールします。
ftable
集合ファンクション・キー
のトラップ表で、どのキー
が !EDIT.INPUT 関数を終
了するかを定義します。
!PACK.FNKEYS 関数は、
集合ファンクション・キー
のトラップ表を作成しま
す。
code
応答コードです。
= 0
ユーザーが Return を押し
たか bwidth 文字を入力し
たために IK$ATM が設定
されました。
> 0
!EDIT.INPUT を終了させ
たファンクション・キー番
号。

説明
!EDIT.INPUT サブルーチンは、端末で単一行のウィンドウ内での編集が可能な端末入力を要求する場合に
使用します。キーの編集は、terminfo ファイルで定義され、KEYEDIT ステートメント、KEYTRAP ステー
トメントおよび KEYEXIT ステートメントを使用して設定できます。インプリメンテーションを容易にす
るために、UNIVERSE.INCLUDE ファイルの GTI.FNKEYS.IH を自動的にインクルードして現在の
terminfo 定義から編集キーを定義できます。 できるだけ INCLUDE ファイルを使用してください。
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すべての入力は、パラメーターの wrow、wcol、および wwidth で定義される端末画面の単一行ウィンドウ
で行われます。 その基盤となるバッファー長の bwidth が wwidth より大きく、ユーザーがカーソルを水
平方向でウィンドウから外してしまうような機能を実行しても、カーソルが常にウィンドウ内に保持される
ようにバッファーの内容がスクロールされます。
指定される開始カーソルの位置によってカーソルの表示がウィンドウから外れる場合は、カーソルが常に表
示されるようにバッファーの内容は即座にスクロールされます。 !EDIT.INPUT では、ユーザーは wwidth
の値に関係なく bwidth を超える文字をバッファーに入力することはできません。

!EDIT.INPUT 関数
!EDIT.INPUT は、次に示す最大で 8 個の編集機能を実行します。
表 79. 編集機能
値

トークン

説明

3

FK$BSP

バックスペース

4

FK$LEFT

カーソルを左に移動

5

FK$RIGHT

カーソルを右に移動

19

FK$INSCH

文字の挿入

21

FK$INSTXT

挿入 / 上書きモードのトグル切り替
え

23

FK$DELCH

文字を削除

24

FK$DELLIN

行の削除

51

FK$CLEOL

行末までクリア

それぞれの関数を実行する具体的なキーは、$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH ステート
メントをアプリケーション・プログラムに組み込むことにより、自動的に初期化されます。
トラップ・リストに任意の値が指定されている場合、その機能は無効になり、プログラムはその機能に対応
するキーが押されると即座に !EDIT.INPUT サブルーチンを終了します。

サポートされない関数
このインプリメンテーションは、基本 Information バージョンで元来は使用可能な幾つかの関数をサポート
しません。 そのため、!EDIT.INPUT 関数を誤って終了させるシーケンスが作成される場合があります。
こうした理由によって、サポートされないシーケンスを !EDIT.INPUT が認識するように、ユーザー定義の
端末キー・ストローク定義ファイルを作成できます。サポートされないシーケンスが実行されると、
!EDIT.INPUT サブルーチンは端末のベルを鳴らして、無効シーケンスを認識したことを指示します。
CUSTOM.GTI.DEFS ファイルは、この目的のために一連のキー・ストロークシーケンスを定義します。各
アカウントまたはセントラル・ロケーションに、リモート・ファイルを参照するサテライト・アカウントの
VOC エントリーを持つファイルを作成できます。 ファイルの作成方法に関する制限はありません。 例え
ば、次のコマンドを使用できます。
>CREATE.FILE CUSTOM.GTI.DEFS 2 17 1 /* Information
style */

または、
>CREATE-FILE CUSTOM.GTI.DEFS (1,1,3 17,1,2) /* Pick
style */
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これは定義ファイルを作成します。 端末キー・ストローク定義レコードは、名前が関連付けられている端
末の名前を想定します。すなわち、vt100 端末の場合、CUSTOM.GTI.DEFS ファイル・レコード ID は
vt100 (大/小文字を区別) になります。各端末キー・ストロークの定義レコードは、最大で 82 個のフィー
ルド (属性) を格納し、それぞれが GTI.FNKEYS.IH インクルード・ファイルにリストアップされるキー・
ストロークコードと直接対応します。
GTI.FNKEYS.IH インクルード・ファイル内で定義されるフィールドのリストを次に示します。
表 80. インクルード・ファイルのフィールド
キー名

フィールド

説明

FK$FIN

1

終了

FK$HELP

2

ヘルプ

FK$BSP

3

バックスペース1

FK$LEFT

4

左矢印1

FK$RIGHT

5

右矢印1

FK$UP

6

上矢印

FK$DOWN

7

下矢印

FK$LSCR

8

左画面

FK$RSCR

9

右画面

FK$USCR

10

上画面、前ページ

FK$DSCR

11

下画面、次ページ

FK$BEGEND

12

開始 / 終了行のトグル変更、または
開始行

FK$TOPBOT

13

先頭 / 末尾、または終了行

FK$NEXTWD

14

次ワード

FK$PREVWD

15

前ワード

FK$TAB

16

タブ

FK$BTAB

17

後退タブ

FK$CTAB

18

列タブ

FK$INSCH

19

文字の挿入 (スペース)1

FK$INSLIN

20

行の挿入

FK$INSTXT

21

テキストの挿入、挿入/オーバーレ
イ・モードの切り替え1

FK$INSDOC

22

文書の挿入

FK$DELCH

23

文字の削除1

FK$DELLIN

24

行の削除1

FK$DELTXT

25

テキストの削除

FK$SRCHNX

26

次を検索

FK$SEARCH

27

検索

FK$REPLACE

28

置換

FK$MOVE

29

テキストの移動

FK$COPY

30

テキストのコピー

FK$SAVE

31

テキストの保存

FK$FMT

32

形式行の呼び出し
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表 80. インクルード・ファイルのフィールド (続き)
キー名

フィールド

説明

FK$CONFMT

33

形式行の確認

FK$CONFMTNW

34

形式行の確認、ラップなし

FK$OOPS

35

ウープ

FK$GOTO

36

移動

FK$CALC

37

再計算

FK$INDENT

38

インデント (左マージンの設定)

FK$MARK

39

マーク

FK$ATT

40

属性の設定

FK$CENTER

41

中央

FK$HYPH

42

ハイフン入力

FK$REPAGE

43

ページ番号の再発行

FK$ABBREV

44

省略

FK$SPELL

45

スペルのチェック

FK$FORM

46

式の入力

FK$HOME

47

カーソルをホーム位置に戻す

FK$CMD

48

コマンドの入力

FK$EDIT

49

編集

FK$CANCEL

50

アボート / キャンセル

FK$CLEOL

51

行の終わりまでクリア1

FK$SCRWID

52

80 モードと 132 モードのトグル切り
替え

FK$PERF

53

DSS PERFORM エミュレーターの起
動

FK$INCLUDE

54

DSS Include スクラッチパッド・デー
タ

FK$EXPORT

55

DSS Export スクラッチパッド・デー
タ

FK$TWIDDLE

56

ツィドル文字ペア

FK$DELWD

57

ワードの削除

FK$SRCHPREV

58

前を検索

FK$LANGUAGE

59

言語

FK$REFRESH

60

更新

FK$UPPER

61

大文字

FK$LOWER

62

小文字

FK$CAPIT

63

大文字化

FK$REPEAT

64

反復

FK$STAMP

65

スタンプ

FK$SPOOL

66

レコードのスプール

FK$GET

67

レコードの取得

FK$WRITE

68

レコードの書き込み
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表 80. インクルード・ファイルのフィールド (続き)
キー名

フィールド

説明

FK$EXECUTE

69

マクロの実行

FK$NUMBER

70

行番号処理のトグル切り替え

FK$DTAB

71

タブのクリア

FK$STOP

72

停止 (現在のアクティビティー)

FK$EXCHANGE

73

マークとカーソルの交換

FK$BOTTOM

74

最下部の移動

FK$CASE

75

大文字/小文字識別のトグル切り替え

FK$LISTB

76

リスト (バッファー)

FK$LISTD

77

リスト (削除)

FK$LISTA

78

リスト (選択)

FK$LISTC

79

リスト (コマンド)

FK$DISPLAY

80

表示 (現在の選択リスト)

FK$BLOCK

81

ブロック (置換)

FK$PREFIX

82

プレフィックス

1

サポートされる機能を指示します。

例
次の BASIC プログラムは、3 つのトラップ・キーを (!PACK.FNKEYS サブルーチンを使用して) 設定し
て、ユーザーが入力データを入力するのを待機してから入力の終了方法を報告します。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH
* FINISH、UPCURSOR、および DOWNCURSOR のトラップ・キーを設定する
TRAP.LIST = FK$FIN:@FM:FK$UP:@FM:FK$DOWN
CALL !PACK.FNKEYS(TRAP.LIST, Ftable)
* INPUT モードで編集を開始してウィンドウに内容を表示する
KEYS = IK$INS + IK$DIS
* x=20、y=2、長さ 10 文字でのウィンドウ編集
* ユーザーは最大 30 文字を TextBuffer に入力可能
* カーソルはウィンドウの先頭文字に
* 初期配置される
TextBuffer=""
CursorPos = 1
CALL !EDIT.INPUT(KEYS, 20, 2, 10, TextBuffer, CursorPos, 30,
Ftable,
ReturnCode)
* 終了時、ユーザーの入力データは TextBuffer 内にある
* CursorPos は終了時のカーソル位置を示す
* ReturnCode は終了理由を格納する
BEGIN CASE
CASE CODE = 0
* ユーザーは RETURN キーを押下
CASE CODE = FK$FIN
* ユーザーは定義された FINISH キーを押下
CASE CODE = FK$UP

* ユーザーは定義された UPCURSOR キーを押下

CASE CODE = FK$DOWN

* ユーザーは定義された DOWNCURSOR キーを押下

CASE 1
END CASE
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!ERRNO サブルーチン
構文
CALL !ERRNO (variable)

説明
!ERRNO サブルーチンを使用すると、オペレーティング・システムの errno 変数の現行値を返すことがで
きます。
variable は、BASIC 変数の名前です。
!ERRNO サブルーチンは、variable 内の GCI サブルーチンの最後の呼び出しの後に、システム errno 変数
の値を返します。GCI でシステム・ルーチンを呼び出してシステム呼び出しに失敗するときは、!ERRNO
を使用して失敗の原因を特定できます。 実行前に、GCI ルーチンが呼び出されなかった場合、!ERRNO は
0 を返します。システムに適用される errno の値はシステム・インクルード・ファイル errno.h にリスト
されています。

!FCMP サブルーチン
構文
CALL !FCMP

( result , number1 ,

number2 )

説明
!FCMP サブルーチンは、2 つの浮動小数点数値が等しいことを次のように比較します。
number1 が number2 より小さい場合、result は -1 になります。
number1 が number2 に等しい場合、result は 0 になります。
number1 が number2 より大きい場合、result は 1 になります。

!GET.KEY サブルーチン
構文
CALL !GET.KEY (string, code)

限定子
表 81. GET.KEY サブルーチン
引数
ストリング

コード

ストリング値

キーボードで押される次のキーの文字
シーケンスを返します。

code
ストリングの解釈値を返します。
0

ファンクション・キー・シーケンスに
は含まれない単独の文字です。 例え
ば、A が押されると、code = 0 と
string = CHAR(65) になります。
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表 81. GET.KEY サブルーチン (続き)
引数

コード

ストリング値

>0

GTI.FNKEYS.IH インクルード・ファ
イルの該当の数値で定義されるファン
クション・キーに対応する文字シーケ
ンスです。 例えば、VT100 端末で、
ラベルの着いたキーを押すと、--> (カ
ーソルを右に移動) は、code = 5 と
string = CHAR(27):CHAR(79):CHAR
(67) を返します。

<0

terminfo 項目か CUSTOM.GCI.DEFS
ファイルのいずれかでシーケンスが一
致しない、エスケープ文字または制御
文字で始まる文字シーケンスです。

説明
キーボードで押される次のキーを返すには !GET.KEY サブルーチンを使用します。 これは、印字文字、
Return キー、現行端末タイプで定義されたファンクション・キー、またはファンクション・キーとして定
義されていないエスケープ文字か制御文字で始まる文字シーケンスのいずれかになります。
ファンクション・キーは、$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDES GTI.FNKEYS.IH ステートメントを、
!GET.KEY サブルーチンを使用するアプリケーション・プログラムに組み込むことで、自動的に初期化で
きます。

例
次の BASIC プログラムは、ユーザーの入力を待ってから入力データのタイプを報告します。
$INCLUDE GTI.FNKEYS.IH
STRING = ’ ’ ; * 呼び出し変数の初期状態
CODE = -999
* ここで、ユーザーが「Q」をヒットするまで入力を要求
LOOP
UNTIL STRING[1,1] = "q" OR STRING[1,1] = "Q"
PRINT ’Type a character or press a function key (q to
quit):’:
CALL !GET.KEY(STRING, CODE)
* CODE の意味を表示
PRINT
PRINT "CODE = ":CODE:
BEGIN CASE
CASE CODE = 0
PRINT " (Normal character)"
CASE CODE > 0
PRINT " (Function key number)"
CASE 1; * それ以外
PRINT " (Unrecognised function key)"
END CASE
* STRING の内容を 10 進値で出力
PRINT "STRING = ":
FOR I = 1 TO LEN(STRING)
PRINT "CHAR(":SEQ(STRING[I,1]):") ":
NEXT I
PRINT

522

BASIC リファレンス・ガイド

REPEAT
PRINT "End of run."
RETURN
END

!GET.PARTNUM サブルーチン
構文
CALL !GET.PARTNUM

(file, record.ID, partnum, status)

説明
!GET.PARTNUM サブルーチンを分散ファイルで使用すると、任意のレコード ID が属しているパート・フ
ァイルの数を判別できます。
file (入力) は、開いている分散ファイルのファイル変数です。
record.ID (入力) は、レコード ID です。
partnum (出力) は、任意のレコード ID がマッピングされている分散ファイルのパート・ファイルのパー
ト番号です。
status (出力) は、有効なパート番号なら 0、無効なパート番号ならエラー番号です。エラー番号に対しては
等式トークンの挿入ファイルを使用できます。
等式名の挿入ファイルは、エラー番号に対してニーモニックが使用できるように用意されています。 挿入
ファイルは、INFO_ERRORS.INS.IBAS という名前で INCLUDE サブディレクトリーにあります。 挿入フ
ァイルを使用するには、プログラムのコンパイル時に $INCLUDE SYSCOM INFO_ERRORS.INS.IBAS を
指定します。 1
等式名 説明
IE$NOT.DISTFILE
ファイル変数で指定されたファイルは分散ファイルではありません。
IE$DIST.DICT.OPEN.FAIL
プログラムは、分散ファイルに対してファイル辞書を開くことに失敗しました。
IE$DIST.ALG.READ.FAIL
プログラムは、分散ファイル辞書からのパーティション・アルゴリズムの読み取りに失敗しまし
た。
IE$NO.MAP.TO.PARTNUM
指定されたレコード ID は、この分散ファイルに対して無効です。
分散ファイルに対応するパーティション・アルゴリズムを呼び出すには、!GET.PARTNUM サブルーチンを
使用します。パーティション・アルゴリズムから返されるパート番号が有効でなければ (ゼロより大きい整
数でなければ)、!GET.PARTNUM はゼロ以外のステータス・コードを返します。 パーティション・アルゴ
リズムから返されるパート番号が有効なら、!GET.PARTNUM はゼロのステータス・コードを返します。
注: !GET.PARTNUM は、返されるパート番号と現在開いているファイルの使用可能なパート・ファイルと
の対応はチェックしません。
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例
次の例で、分散ファイルの SYS はパーツで定義済みであり、パート番号はそれぞれ S1、5、S2、7 および
S3、3 です。 ファイルは、デフォルトの SYSTEM パーティション・アルゴリズムを使用します。
PROMPT ’’
GET.PARTNUM = ’!GET.PARTNUM’
STATUS = 0
PART.NUM = 0
OPEN ’’, ’SYS’ TO FVAR ELSE STOP ’NO OPEN SYS’
PATHNAME.LIST = FILEINFO(FVAR, FINFO$PATHNAME)
PARTNUM.LIST = FILEINFO(FVAR, FINFO$PARTNUM)
LOOP
PRINT ’ENTER Record ID : ’:
INPUT RECORD.ID
WHILE RECORD.ID
CALL @GET.PARTNUM(FVAR, RECORD.ID, PART.NUM, STATUS)
LOCATE PART.NUM IN PARTNUM.LIST<1> SETTING PART.INDEX THEN
PATHNAME = PATHNAME.LIST <PART.INDEX>
END ELSE
PATHNAME = ’’
END
PRINT ’PART.NUM = ’:PART.NUM:’ STATUS = ’:STATUS :’
PATHNAME = ’: PATHNAME
REPEAT
END

!GET.PARTNUM は、入力レコード ID 5-1 に対して、パート番号 5、状況コード 0 を返し、入力レコー
ド ID 7-1 に対して、パート番号 7、状況コード 0 を返し、入力レコード ID 3-1 に対して、パート番号
3、状況コード 0 を返します。これらのパート番号は有効で、ファイル SYS の使用可能なパート・ファイ
ルに対応します。
!GET.PARTNUM は、入力レコード ID 1200-1 に対して、パート番号 1200、状況コード 0 を返します。
このパート番号は有効ですが、ファイル SYS の使用可能なパート・ファイルに対応しません。
!GET.PARTNUM は、入力レコード ID 5-1 に対して、パート番号 0、状況コード
IE$NO.MAP.TO.PARTNUM を返し、入力レコード ID A-1 に対して、パート番号 0、状況コード
IE$NO.MAP.TO.PARTNUM を返し、入力レコード ID 12-4 に対して、パート番号 0、状況コード
IE$NO.MAP.TO.PARTNUM を返します。これらのパート番号は有効ではなく、SYS ファイルの使用可能な
パート・ファイルには対応しません。

!GET.PATHNAME サブルーチン
構文
CALL !GET.PATHNAME
status)

(pathname, directoryname,

filename,

説明
!GET.PATHNAME サブルーチンを使用するとパス名のディレクトリー名およびファイル名を返すことがで
きます。
pathname (入力) は詳細が必要なパス名です。
directoryname (出力) はパス名のディレクトリー名の部分です。 すなわち、パス名の最後の項目名が取り除
かれます。
filename (出力) はパス名のファイル名の部分です。
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status (出力) には、処理状況が返されます。0 は成功を示し、その他の数値は指定したパス名が無効だった
ことを示すエラー・コードです。

例
pathname に、/usr/accounts/ledger と入力したのであれば、directoryname には、/usr/accounts が返さ
れ、filename には、ledger が返されます。
PATHNAME = "/usr/accounts/ledger "
CALL !GET.PATHNAME(PATHNAME,DIR,FNAME,STATUS)
IF STATUS = 0
THEN
PRINT "Directory portion = ":DIR
PRINT "Entryname portion = ":FNAME
END

!GET.PU サブルーチン
構文
CALL !GETPU

(key,

print.channel,

set.value,

return.code)

説明
!GETPU サブルーチンは、任意の論理プリント・チャネルの個別のパラメーターを読み取ります。
key は、読み取られるパラメーターを示す数値です。
print.channel は、-1 から 255 までの数値で指定される論理プリント・チャネルです。
set.value は、パラメーターに、現在、設定されている値です。
return.code は返されるコードです。
!GETPU サブルーチンを使用すると、print.channel で指定された論理プリント・チャネルの個々のパラメー
ターを読み取れます。PRINTER ON ステートメントが実行されて、デフォルト・プリンターに出力が送信
されない限り、プリント・チャネル 0 は端末です。プリント・チャネル -1 を指定すると、PRINTER ON
または OFF の状況に関係なく、出力は端末に送信されます。個々の print.channel パラメーターの設定方
法については、後でこの章の !SETPU サブルーチンの説明を参照してください。

キーの等式名
等式名の挿入ファイルは、キー番号ではなくニーモニックを使用できるように用意されています。挿入ファ
イル名は GETPU.INS.IBAS です。等式名を使用する場合、$INCLUDE コンパイラー指示を使用して、この
ファイルを挿入します。次のリストに、パラメーターの等式名とキーを示します。
表 82. 等式名とキー
ニーモニック

キー

パラメーター

PU$MODE

1

プリンター・モード

PU$WIDTH

2

デバイス幅 (列数)

PU$LENGTH

3

デバイス長 (行数)

PU$TOPMARGIN

4

上部マージン (行数)

PU$BOTMARGIN

5

下部マージン (行数)
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表 82. 等式名とキー (続き)
ニーモニック

キー

パラメーター

PU$LEFTMARGIN

6

左マージン (列数、プリンターが閉じ
るとリセット)。 常に 0 を返しま
す。

PU$SPOOLFLAGS

7

オプション・フラグのスプール

PU$DEFERTIME

8

延期時間のスプール。0 は指定できま
せん。

PU$FORM

9

フォーム (ストリング) のスプール

PU$BANNER

10

バナーのスプールまたはファイル名
(ストリング) の保持

PU$LOCATION

11

位置 (ストリング) のスプール

PU$COPIES

12

コピーのスプール。単独のコピーは 1
または 0 として返されます。

PU$PAGING

14

端末のページ替え (ゼロ以外はオ
ン)。これは、PU$MODE が 1 に設定
されている場合にのみ作動します。

PU$PAGENUMBER

15

現行ページ番号が返されます。

PU$DISABLE

16

print.channel が有効な場合は、0 が返
され、print.channel が有効でなければ
1 が返されます。

PU$CONNECT

17

接続されたプリント・チャネルの番
号、またはプリント・チャネルが接続
されていなければ空白ストリングが返
ります。

PU$NLSMAP

22

NLS が有効なら、指定されるプリン
ト・チャネルに対応する NLS マップ
名が返ります。

PU$LINESLEFT

1002

ページ替えが要求される前に残された
行数。 カーソル・アドレッシングが
使用される場合、端末より広い行が出
力される場合、または端末入力が既に
発生している場合は、端末のエラー値
が返されます。

PU$HEADERLINES

1003

現在のヘッダーで使用される行数

PU$FOOTERLINES

1004

現在のフッターで使用される行数

PU$DATALINES

1005

現在のヘッダーとフッターの間の行数

PU$DATACOLUMNS

1006

左マージンとデバイス幅の間の列数

PU$SPOOLFLAGS キー
PU$SPOOLFLAGS キーは、印刷オプションの数を制御する 32 ビットのオプション・ワードを参照しま
す。これは、16 ビットワードおよび 16 ビット拡張ワードとして実装されます。 (したがってビット 21
は拡張ワードのビット 5 として参照されます。) ビットの割り当ては次のとおりです。
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表 83. ビットの割り当て
説明

Bit
1

FORTRAN 形式のモードを使用しま
す。垂直方向のフォーマット情報をデ
ータ・ファイルの各行に添付させるこ
とができます。ファイルの各行の先頭
文字の位置は、出力された内容には示
されず、次のように解釈されます。
文字

意味

0

2 行進めます。

1

次ページに先頭にイジェクトします。

+

最後の行を上重ね印刷します。

スペース

1 行進めます。

-

3 行進めます (2 行をスキップしま
す)。そのほかの任意の文字は 1 行進
めるものとして解釈されます。

3
左マージンに行番号を生成します。
4
ヘッダー・ページを消去します。
5
出力のあとで最終ページ・イジェクト
を消去します。
12
以前の !SETPU 呼び出しで指定され
たコピー数をスプールします。
21
スプール・キューのジョブを保留状態
にします。
22
スプール・キューのジョブを出力のあ
とで保留状態に維持します。
その他

そのほかの全ビットは予約済みです。

リターン・コードの等式名
等式名の挿入ファイルは、キー番号ではなくニーモニックを使用できるように用意されています。挿入ファ
イルの名前は ERRD.INS.IBAS です。等式名を使用する場合、$INCLUDE ステートメントを使用して、こ
のファイルを挿入します。以下のリストには、引数 return.code で返されるコードが示してあります。
コード 意味
0

エラーなし

E$BKEY
無効なキー (key が範囲外)
E$BPAR
無効なパラメーター (new.value の値が範囲外)
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E$BUNT
無効な装置番号 (print.channel の値が範囲外)
E$NRIT
書き込みなし (読み取り専用パラメーターを設定しようとした)

例
次の例では、パラメーター・キーの等式名を含むファイルが $INCLUDE コンパイラー指示で挿入されま
す。そのあとで、論理プリント・チャネル 0 の上部マージン・パラメーターが問い合わされます。以前の
PRINTER ON ステートメントが実行されて、デフォルト・プリンターに出力されない限り、プリント・チ
ャネル 0 は端末です。上部マージンの設定は TM.SETTING 引数で返されます。リターン・コードは、引
数 RETURN.CODE に返されます。
$INCLUDE SYSCOM GETPU.INS.IBAS
CALL !GETPU(PU$TOPMARGIN,0,TM.SETTING,RETURN.CODE)

次の例は、前の例と同じですが、等式名 PU$TOPMARGIN の代わりに、キー 4 を使用しています。キー
番号を使用するので、挿入ファイルの GETPU.INS.IBAS をインクルードする必要はありません。
CALL !GETPU(4,0,TM.SETTING,RETURN.CODE)

次の例は、プリント・チャネル 0 の現在の延期時間を変数の TIME.RET で返します。
CALL !GETPU(PU$DEFERTIME,0,TIME.RET,RETURN.CODE)

!GET.USER.COUNTS サブルーチン
構文
CALL !GET.USER.COUNTS

(uv.users,

max.uv.users,

os.users)

説明
!GET.USER.COUNTS サブルーチンを使用すると、InfoSphere DataStage の数およびシステム・ユーザーの
数が返されます。値が検出できないときは -1 の値が返ります。
uv.users (出力) は、InfoSphere DataStage ユーザーの現在の数です。
max.uv.users (出力) は、システムで許可されている、ライセンス交付を受けた InfoSphere DataStage ユーザ
ーの最大数です。
os.users (出力) は、オペレーティング・システムの現在のユーザーの数です。

!INLINE.PROMPTS サブルーチン
構文
CALL !INLINE.PROMPTS ( result ,

string )

説明
!INLINE.PROMPTS サブルーチンは、インライン・プロンプトを格納するストリングを評価します。 イン
ライン・プロンプトの構文は次のとおりです。
<<{ control , }...text {

, option }>>

result (出力) は、評価の結果を含む変数です。
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string (入力) は、インライン・プロンプトを含むストリングです。
control には、プロンプトの特性を指定します。以下のいずれかになります。
表 84. INLINE プロンプト
制御

説明

@(CLR)

端末画面をクリアします。

@(BELL)

端末のベルを鳴動させます。

@(TOF)

用紙送り文字を発行します。ほとんどの環境では、これに
よってカーソルは画面の左上に移動します。

@ ( col , row)

端末の指定された列番号と行番号にプロンプトを表示しま
す。

A

制御オプションを格納するインライン・プロンプトが評価
されると、常にプロンプトを表示します。 このオプショ
ンを指定しないと、プロンプトの前回の実行の入力値が使
用されます。

Cn

入力値として、コマンド・ラインの n 番目のワードが使
用されることを指定します。 (ワード 1 はセンテンスの
動詞です。)

F ( filename , record . id [ , fm [ , vm [ ,sm ] ] ] )

入力値は指定ファイル内の指定したレコードから取りま
す。オプションで、値 (@VM)、または従属値 (@SM) を
フィールド (@FM) から抽出します。このオプションは、
ファイル辞書と同時には使用できません。

In

コマンド・ラインから n 番目のワードが取られますが、
ワードが入力されていない場合は、プロンプトが出されま
す。

R ( string)

空白ストリングが入力されるまでプロンプトを繰り返して
表示します。 string が指定された場合、プロンプトへの
各応答に、各項目の間の string が追加されます。string
が指定されなかった場合は、応答を区切るのにスペースが
使用されます。

P

インライン・プロンプトからの入力を保存します。この入
力は、以降は同じプロンプト・テキストのすべてのインラ
イン・プロンプトに使用されます。 これは、保存した入
力が同じプロンプト・テキストで制御オプションが A、
C、I、または S のプロンプトで上書きされるまで、また
は制御がコマンド・プロンプトに返るまで実行されます。
P オプションは、現行パラグラフまたは、その他のパラ
グラフにあるインライン・プロンプトからの入力を保存し
ます。

Sn

コマンドからの n 番目のワードを取ります (n 制御オプ
ションでの場合のように) が、パラグラフを実行するため
に、パラグラフ内の引数ではなく、コマンド・レベルで入
力された最新のコマンドを使用します。これは、パラグラ
フがネストされている場合に有効です。

text

表示するプロンプトです。
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表 84. INLINE プロンプト (続き)
制御

説明

option

有効な変換コードまたはパターン・マッチングです。有効
な変換コードとは、ICONV 関数で使用できるコードのこ
とです。変換コードは括弧でくくらなければなりません。
有効なパターン・マッチングとは、MATCHING キーワー
ドで使用可能なマッチングのことです。

インライン・プロンプトに値がある場合、その値はプロンプトで置き換えられます。 インライン・プロン
プトに値がない場合、プロンプトが表示されて関数の実行時に入力値を要求します。インライン・プロンプ
トは、プロンプトに入力された値で置換されます。
注: いったん特定のプロンプトに値が入力されると、!CLEAR.PROMPTS サブルーチンが呼び出されるか、
制御オプション A が指定されない限り、プロンプトはその値を持ち続けます。!CLEAR.PROMPTS サブル
ーチンは、インライン・プロンプトで入力されたすべての値をクリアします。
注: プロンプトはプロンプト内に含めることもできます。

例
A = ""
CALL !INLINE.PROMPTS(A,"You have requested the <<Filename>>
file")
PRINT "A"

次の出力が表示されます。
Filename=PERSONNELYou have requested the PERSONNEL file

!INTS サブルーチン
構文
CALL !INTS (result, dynamic.array)

説明
!INTS サブルーチンは、動的な配列のエレメントの整数部分を検索します。
result (出力) には、dynamic.array のエレメントの整数部分を構成する動的配列が入ります。
dynamic.array (入力) は、処理する動的配列です。
!INTS サブルーチンは、動的配列を返します。その各エレメントには、入力した dynamic.array のエレメン
トに対応する数値の整数部分が含まれます。

例
A=33.0009:@VM:999.999:@FM:-4.66:@FM:88.3874
CALL !INTS(RESULT,A)

次の出力が表示されます。
33VM999FM-4FM88
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!MAKE.PATHNAME サブルーチン
構文
CALL !MAKE.PATHNAME

(path1, path2, result, status)

説明
!MAKE.PATHNAME サブルーチンを使用すると、ファイルの絶対パス名を構成できます。
!MAKE.PATHNAME サブルーチンは次の用途に使用できます。
v 2 つのストリングを連結してパス名を形成します。第 2 のストリングは相対パスでなければなりませ
ん。
v ファイルの完全修飾パス名を取得します。path1 か path2 のいずれか 1 つが指定されると、
!MAKE.PATHNAME は完全修飾パス名を返します。この場合は、指定するファイル名は既存のファイル
名である必要はありません。
v 現行作業ディレクトリーを返します。これを行うには、path1 と path2 に空白ストリングを指定しま
す。
path1 (入力) は、ファイル名か部分パス名です。 path1 が空白ストリングの場合、現行作業ディレクトリ
ーが使用されます。
path2 (入力) は、相対パス名です。path2 が空白ストリングの場合、現行作業ディレクトリーが使用されま
す。
result (出力) は、結果のパス名です。
status (出力) には、処理状況が返されます。0 は成功を表します。 それ以外の数値は次のどちらかのエラ
ーを表します。
IE$NOTRELATIVE
path2 は、相対パス名ではありませんでした。
IE$PATHNOTFOUND
!MAKE.PATHNAME を使用して、パス名を完全に修飾しようとしましたが、そのパス名が見つか
りませんでした。

例
この例では、ユーザーの作業ディレクトリーは、/usr/accounts です。
ENT = "ledger"
CALL !MAKE.PATHNAME(ENT,"",RESULT,STATUS)
IF STATUS = 0
THEN PRINT "Full name = ":RESULT

次の結果が表示されます。
Full name = /usr/accounts/ledger

!MATCHES サブルーチン
構文
CALL !MATCHES

( result , dynamic. array ,

match.pattern )
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説明
!MATCHES サブルーチンは、ある動的な配列の各エレメントが別の動的な配列のエレメントで指定される
パターンと一致するかどうかをテストします。 dynamic.array のエレメントは、match.pattern. の対応する
エレメントと照合されます。 dynamic.array のエレメントが match.pattern で指定されるパターンと一致す
ると、result の対応するエレメントで 1 が返されます。 dynamic.array のエレメントが指定されたパター
ンと一致しなければ 0 が返されます。
result (出力) は、dynamic array1 の各エレメントの比較結果を格納する動的な配列です。
dynamic.array (入力) は、テストする動的な配列です。
match.pattern (入力) は、照合パターンを格納する動的な配列です。
dynamic.array と match.pattern のエレメント数が等しくなければ、!MATCHES の処理は次のようになりま
す。
v result は、常に dynamic.array または match.pattern の長い方と同じエレメント数を格納します。
v dynamic.array のエレメント数が match.pattern より多ければ、足りない分のエレメントは空白ストリン
グと一致するパターンを格納するものとして扱われます。
v match.pattern のエレメント数が dynamic.array より多ければ、足りない分のエレメントは空白ストリン
グを格納するものとして扱われます。

例
次の例は、1VM1VM1 として動的な配列の数値を返します。
A=’AAA4A4’:@VM:2398:@VM:’TRAIN’
B=’6X’:@VM:’4N’:@VM:’5A’
CALL !MATCHES(RESULT,A,B)

次の例は、match.pattern の中に空白ストリングと一致するパターンを格納するものとして扱われる不足の
エレメントがあります。 結果は、0VM0SM0FM1FM1 になります。
R=’AAA’:@VM:222:@SM:’CCCC’:@FM:33:@FM:’DDDDDD’
S=’4A’:@FM:’2N’:@FM:’6X’
CALL !MATCHES(RESULT,R,S)

次の例では、match.pattern の不足のエレメントは動的な配列の空白ストリングに対するテストに使用さ
れ、結果は 1VM1FM1 です。
X=’AAA’:@VM:@FM:’’
Y=’3A’:@FM:’3A’
CALL !MATCHES(RESULT,X,Y)

!MESSAGE サブルーチン
構文
CALL !MESSAGE

(key,

username,

usernum, message,

status)

説明
!MESSAGE サブルーチンは、システムのほかのユーザーにメッセージを送出します。 !MESSAGE では、
現在のユーザーのメッセージ・ステータスの変更と通知を行えます。
key (入力) には、実行する処理を指定します。以下の、key 引数を使用して、要求するオプションを指定し
ます。
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IK$MSGACCEPT
メッセージ・ステータスを受け取りに設定します。
IK$MSGREJECT
メッセージ・ステータスを拒否に設定します。
IK$MSGSEND
メッセージをユーザーに送出します。
IK$MSGSENDNOW
メッセージを直ちにユーザーに送出します。
IK$MSGSTATUS
ユーザーのメッセージ・ステータスを表示します。
username (入力) は、送信処理または状況処理を行うユーザー名、または TTY 名です。
usernum (入力) は、送信/状況処理を行うナンバーの数です。
message (入力) は、送信するメッセージです。
status (出力) には、以下の処理状況が返されます。
0

操作は正常に終了しました。

IE$NOSUPPORT
サポートされない key オプションが指定されました。
IE$KEY
無効な key オプションが指定されました。
IE$PAR
指定した username または message が無効でした。
IE$UNKNOWN.USER
システムにログインしていないユーザーにメッセージを送ろうとしました。
IE$SEND.REQ.REC
送出者の MESSAGERECEIVE オプションは有効になりません。
IE$MSG.REJECTED
1 人以上のユーザーが MESSAGEREJECT モードを設定しています。
注: key が、IK$MSGACCEPT、IK$MSGREJECT、または IK$MSGSTATUS に設定されている場合、
message の値は無視されます。

例
CALL !MESSAGE (KEY,USERNAME,USERNUMBER,MESSAGE,CODE)
IF CODE # 0
THEN CALL !REPORT.ERROR
(’MY.COMMAND’,’!MESSAGE’,CODE)

!PACK.FNKEYS
構文
CALL !PACK.FNKEYS (trap.list, ftable)
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限定子
trap.list
フィールド・マーク (CHAR(254)) で区切られる関数番号のリストで、!EDIT.INPUT サブルーチン
でトラップ・キーとして使用される特定のキーを定義します。
!EDIT.INPUT サブルーチンの ftable パラメーターで使用されるトラップ・キーのストリングで、
各ビットに意味があります。このストリングは、!EDIT.INPUT サブルーチンを呼び出す前に変更し
てはなりません。

ftable

説明
!PACK.FNKEYS サブルーチンは、ファンクション・キー番号のリストを、!EDIT.INPUT サブルーチンと一
緒に使用するのに合ったビット・ストリングに変換します。このビット・ストリングは、!EDIT.INPUT を
終了させるキーを定義し、プログラムによる特定のキー自体の処理を可能にします。
trap.list は、フィールド・マーク (CHAR(254)) で区切られるファンクション・キー番号のリストになりま
す。また、次に示すニーモニックキー名および UNIVERSE.INCLUDE ファイルの GTI.FNKEYS.IH を使用
できます。
表 85. ニーモニック・キーの名前
キー名

フィールド

説明

FK$FIN

1

終了

FK$HELP

2

ヘルプ

FK$BSP

3

バックスペース1

FK$LEFT

4

左矢印1

FK$RIGHT

5

右矢印1

FK$UP

6

上矢印

FK$DOWN

7

下矢印

FK$LSCR

8

左画面

FK$RSCR

9

右画面

FK$USCR

10

上画面、前ページ

FK$DSCR

11

下画面、次ページ

FK$BEGEND

12

開始 / 終了行のトグル変更、または
開始行

FK$TOPBOT

13

先頭 / 末尾、または終了行

FK$NEXTWD

14

次ワード

FK$PREVWD

15

前ワード

FK$TAB

16

タブ

FK$BTAB

17

後退タブ

FK$CTAB

18

列タブ

FK$INSCH

19

文字の挿入 (スペース)1

FK$INSLIN

20

行の挿入

FK$INSTXT

21

テキストの挿入、挿入/オーバーレ
イ・モードの切り替え1

FK$INSDOC

22

文書の挿入

FK$DELCH

23

文字の削除1
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表 85. ニーモニック・キーの名前 (続き)
キー名

フィールド

説明

FK$DELLIN

24

行の削除1

FK$DELTXT

25

テキストの削除

FK$SRCHNX

26

次を検索

FK$SEARCH

27

検索

FK$REPLACE

28

置換

FK$MOVE

29

テキストの移動

FK$COPY

30

テキストのコピー

FK$SAVE

31

テキストの保存

FK$FMT

32

形式行の呼び出し

FK$CONFMT

33

形式行の確認

FK$CONFMTNW

34

形式行の確認、ラップなし

FK$OOPS

35

ウープ

FK$GOTO

36

移動

FK$CALC

37

再計算

FK$INDENT

38

インデント (左マージンの設定)

FK$MARK

39

マーク

FK$ATT

40

属性の設定

FK$CENTER

41

中央

FK$HYPH

42

ハイフン入力

FK$REPAGE

43

ページ番号の再発行

FK$ABBREV

44

省略

FK$SPELL

45

スペルのチェック

FK$FORM

46

式の入力

FK$HOME

47

カーソルをホーム位置に戻す

FK$CMD

48

コマンドの入力

FK$EDIT

49

編集

FK$CANCEL

50

アボート / キャンセル

FK$CLEOL

51

行の終わりまでクリア1

FK$SCRWID

52

80 モードと 132 モードのトグル切り
替え

FK$PERF

53

DSS PERFORM エミュレーターの起
動

FK$INCLUDE

54

DSS Include スクラッチパッド・デー
タ

FK$EXPORT

55

DSS Export スクラッチパッド・デー
タ

FK$TWIDDLE

56

ツィドル文字ペア

FK$DELWD

57

ワードの削除

FK$SRCHPREV

58

前を検索

FK$LANGUAGE

59

言語
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表 85. ニーモニック・キーの名前 (続き)
キー名

フィールド

説明

FK$REFRESH

60

更新

FK$UPPER

61

大文字

FK$LOWER

62

小文字

FK$CAPIT

63

大文字化

FK$REPEAT

64

反復

FK$STAMP

65

スタンプ

FK$SPOOL

66

レコードのスプール

FK$GET

67

レコードの取得

FK$WRITE

68

レコードの書き込み

FK$EXECUTE

69

マクロの実行

FK$NUMBER

70

行番号処理のトグル切り替え

FK$DTAB

71

タブのクリア

FK$STOP

72

停止 (現在のアクティビティー)

FK$EXCHANGE

73

マークとカーソルの交換

FK$BOTTOM

74

最下部の移動

FK$CASE

75

大文字/小文字識別のトグル切り替え

FK$LISTB

76

リスト (バッファー)

FK$LISTD

77

リスト (削除)

FK$LISTA

78

リスト (選択)

FK$LISTC

79

リスト (コマンド)

FK$DISPLAY

80

表示 (現在の選択リスト)

FK$BLOCK

81

ブロック (置換)

FK$PREFIX

82

プレフィックス

1

サポートされる機能を指示します。

ftable が、空白ストリングとして返された場合、無効な関数番号のような、trap.list 配列内のエラーが検出
されます。その他の場合、ftable は、!EDIT.INPUT サブルーチンで使用する前に変更してはならないスト
リングで、各ビットに意味があります。

例
次のプログラムは、!PACK.FNKEYS 関数を使用して 3 つのトラップ・キーを設定し、そのあとで
!EDIT.INPUT サブルーチン内のビット・ストリングを使用します。
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH
* FINISH、UPCURSOR、および DOWNCURSOR のトラップ・キーを設定する
TRAP.LIST = FK$FIN:@FM:FK$UP:@FM:FK$DOWN
CALL !PACK.FNKEYS(TRAP.LIST, Ftable)
* INPUT モードで編集を開始してウィンドウに内容を表示する
KEYS = IK$INS + IK$DIS
* x=20、y=2、長さ 10 文字でのウィンドウ編集
* ユーザーは最大 30 文字を TextBuffer に入力可能
* カーソルはウィンドウの先頭文字に
* 初期配置される
TextBuffer=""
CursorPos = 1
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CALL
!EDIT.INPUT(KEYS,20,2,10,TextBuffer,CursorPos,30,Ftable,ReturnC
ode)
* 終了時、ユーザーの入力データは TextBuffer 内にある
* CursorPos は終了時のカーソル位置を示す
* ReturnCode は終了理由を格納する
BEGIN CASE
CASE CODE = 0
* ユーザーは RETURN キーを押下
CASE CODE = FK$FIN
* ユーザーは定義された FINISH キーを押下
CASE CODE = FK$UP
* ユーザーは定義された UPCURSOR キーを押下
CASE CODE = FK$DOWN
* ユーザーは定義された DOWNCURSOR キーを押下
CASE 1
* 発生は不可
END CASE

!REPORT.ERROR サブルーチン
構文
CALL !REPORT.ERROR

(command,

subroutine,

code)

説明
!REPORT.ERROR サブルーチンを使用すると、InfoSphere DataStage や、オペレーティング・システムのエ
ラー・コードの説明テキストを印刷できます。
command は、エラーが報告されたサブルーチンを使用したコマンドの名前です。
subroutine は、エラー・コードを返したサブルーチンの名前です。
code は、エラー・コードです。
!REPORT.ERROR によって出力されるメッセージ一般的な形式は次のとおりです。
Error: Calling subroutine from command. system error
code: message.text.

system は、オペレーティング・システムまたは InfoSphere DataStage です。
0 から 9999 の範囲の code の値のテキストはオペレーティング・システムから取得されます。10,000 を
超えた code の値のテキストは SYS.MESSAGES ファイルから取得されます。コードに対応するテキスト
がなければ、その結果に対するメッセージが表示されます。 一部の InfoSphere DataStage エラー・メッセ
ージには、テキストを挿入できます。この場合、code は、メッセージ・テキストに挿入される 1 つ以上の
パラメーターが続くエラー番号の動的配列です。

例
CALL !MESSAGE (KEY,USERNAME,USERNUMBER,MESSAGE,CODE)
IF CODE # 0
THEN CALL !REPORT.ERROR
(’MY.COMMAND’,’!MESSAGE’,CODE)

code が IE$SEND.REQ.REC であった場合、!REPORT.ERROR は以下を表示します。
Error calling "!MESSAGE" from "MY.COMMAND" UniVerse
error 1914: Warning: Sender requires "receive"
enabled!

次の例は、追加テキスト内のエラー・メッセージを示します。
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CALL !MESSAGE (KEY,USERNAME,USERNUMBER,MESSAGE,CODE)
IF CODE # 0
THEN CALL !REPORT.ERROR
(’MY.COMMAND’,’!MESSAGE’,CODE:@FM:USERNAME)

code が IE$UNKNOWN.USER であり、ユーザー ID が joanna だった場合、!REPORT.ERROR は以下を表
示します。
Error calling "!MESSAGE" from "MY.COMMAND" UniVerse
error 1757: joanna is not logged on

!SET.PTR サブルーチン
構文
CALL !SET.PTR (print.channel,
bottom.margin,
mode, options)

width,

length,

top.margin,

説明
!SET.PTR サブルーチンは、論理プリント・チャネルに対するオプションを設定します。 このサブルーチ
ンの機能は、SETPTR コマンドの機能と同じです。
print.channel は、-1 から 255 の論理プリンター番号です。デフォルトは 0 です。
width は、ページ幅です。デフォルトは 132 です。
length は、ページ長です。デフォルトは 66 です。
top.margin は、ページの上部に残す行数です。デフォルトは 3 です。
bottom.margin は、ページの下部に残す行数です。デフォルトは 3 です。
mode は、以下のように出力媒体を示す 1 から 5 の数値です。
1 - ライン・プリンターのスプーラー出力 (デフォルト)。
2, 4, 5 - 割り当て済みデバイス。 割り当てられたデバイスに出力を送信するには、ASSIGN コマンドを使用して、
最初にデバイスを論理プリント・チャネルに割り当てる必要があります。
ASSIGN コマンドは、モードを除いて、デフォルトのパラメーターを使用して、
自動 SETPTR コマンドを発行します。これは 2 に設定されます。
デフォルトのパラメーターを変更する必要がある場合にのみ !SET.PTR を使用します。
3 - ファイル出力の保留。
モード 3 は、すべてのプリンター出力を &HOLD& と呼ばれるファイルに指示します。
&HOLD& ファイルがアカウントに存在しなければ、!SET.PTR はファイルとその辞書
(D_&HOLD&) を作成します。
!SET.PTR は、各レポートが& HOLD& にユニークなレポート名を作成する前にモード 3 で
実行する必要があります。
同じ名前のレポートが存在する場合は、新しいレポートで上書きされます。

options は、SETPTR コマンドに対して有効なプリンター・オプションのいずれかになります。これらは、
コンマで区切って有効な引用符でくくる必要があります。
特性を変更せずに残したい場合は、空白ストリングの引数を指示して NODEFAULT オプションを指定しま
す。 デフォルトを削除したい場合は、NODEFAULT オプションを指定せずに空白ストリングの引数を指示
します。
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最終行への出力および見出しの出力
ページや画面の最終行を出力する場合に、HEADING ステートメントを使用して見出しを出力すると、印
刷出力にブランク・ページができます。プリンターまたは端末は、ページまたは画面の最終行が出力される
と次ページの先頭に進むように設定されています。 HEADING ステートメントは、次ページの先頭に進ん
で見出しを出力するように設定されています。

例
次の例は、出力が 12:00 まで延期されてジョブがキュー内で保持されるオプションを設定します。
CALL !SET.PTR (0,80,60,3,3,1,’DEFER 12:00,RETAIN’)

!SET.PU サブルーチン
構文
CALL !SETPU

(key,

print.channel,

new.value,

return.code)

説明
!SETPU サブルーチンは、任意の論理プリント・チャネルの個別のパラメーターを設定します。
!SET.PTR とは異なり、変更する個々のパラメーターだけを指定できます。変更する必要のないパラメータ
ーを指定する必要はありません。個々の print.channel パラメーターを読み取る方法については、!GETPU
サブルーチンの説明を参照してください。
key は、設定されるパラメーターを示す数値です (『キーの等式名』 を参照)。
print.channel は、-1 から 255 までの数値で指定される論理プリント・チャネルです。
new.value は、パラメーターを設定する値です。
return.code は、エラー・コードを返します (『リターン・コードの等式名』を参照)。
!SETPU サブルーチンを使用すると、print.channel. で指定された論理プリント・チャネルの個々のパラメー
ターを変更できます。PRINTER ON ステートメントが実行されて、デフォルト・プリンターに出力が送信
されない限り、プリント・チャネル 0 は端末です。プリント・チャネル -1 を指定すると、PRINTER ON
または OFF の状況に関係なく、出力は端末に送信されます。

キーの等式名
等式名の挿入ファイルは、キー番号ではなくニーモニックを使用できるように用意されています。挿入ファ
イル名は GETPU.INS.IBAS です。等式名を使用する場合、$INCLUDE コンパイラー指示を使用して、この
ファイルを挿入します。$INCLUDE コンパイラー指示の説明については、『BASIC プログラムのコンパイ
ル』を参照してください。次のリストに、パラメーターの等式名とキーを示します。
表 86. 等式名とキー
ニーモニック

キー

パラメーター

PU$MODE

1

プリンター・モード

PU$WIDTH

2

デバイス幅 (列数)

PU$LENGTH

3

デバイス長 (行数)

PU$TOPMARGIN

4

上部マージン (行数)

PU$BOTMARGIN

5

下部マージン (行数)
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表 86. 等式名とキー (続き)
ニーモニック

キー

パラメーター

PU$SPOOLFLAGS

7

スプール・オプション・フラグ
(「PU$SPOOLFLAGS キー」 を参
照)。

PU$DEFERTIME

8

延期時間のスプール。0 は指定できま
せん。

PU$FORM

9

フォーム (ストリング) のスプール

PU$BANNER

10

バナーのスプールまたはファイル名
(ストリング) の保持

PU$LOCATION

11

位置 (ストリング) のスプール

PU$COPIES

12

コピーのスプール。単独のコピーは 1
または 0 として返されます。

PU$PAGING

14

端末のページ替え (ゼロ以外はオ
ン)。これは、PU$MODE が 1 に設定
されている場合にのみ作動します。

PU$PAGENUMBER

15

次のページ番号を設定します。

PU$SPOOLFLAGS キー
PU$SPOOLFLAGS キーは、印刷オプションの数を制御する 32 ビットのオプション・ワードを参照しま
す。これは、16 ビットワードおよび 16 ビット拡張ワードとして実装されます。 (したがってビット 21
は拡張ワードのビット 5 として参照されます。) ビットの割り当ては次のとおりです。
表 87. ビットの割り当て
説明

Bit
1

FORTRAN 形式のモードを使用しま
す。垂直方向のフォーマット情報をデ
ータ・ファイルの各行に添付させるこ
とができます。ファイルの各行の先頭
文字の位置は、出力された内容には示
されず、次のように解釈されます。
文字

意味

0

2 行進めます。

1

次ページに先頭にイジェクトします。

+

最後の行を上重ね印刷します。

スペース

1 行進めます。

-

3 行進めます (2 行をスキップしま
す)。そのほかの任意の文字は 1 行進
めるものとして解釈されます。

3
左マージンに行番号を生成します。
4
ヘッダー・ページを消去します。
5
出力のあとで最終ページ・イジェクト
を消去します。
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表 87. ビットの割り当て (続き)
説明

Bit
12

以前の !SETPU の呼び出しで指定さ
れたコピー数をスプールします。
21
スプール・キューのジョブを保留状態
にします。
22
スプール・キューのジョブを出力のあ
とで保留状態に維持します。
その他

そのほかの全ビットは予約済みです。

リターン・コードの等式名
等式名の挿入ファイルは、キー番号ではなくニーモニックを使用できるように用意されています。挿入ファ
イルの名前は ERRD.INS.IBAS です。等式名を使用する場合、$INCLUDE ステートメントを使用して、こ
のファイルを挿入します。以下のリストには、引数 return.code で返されるコードが示してあります。
コード 意味
0

エラーなし

E$BKEY
無効なキー (key が範囲外)
E$BPAR
無効なパラメーター (new.value の値が範囲外)
E$BUNT
無効な装置番号 (print.channel の値が範囲外)
E$NRIT
書き込みなし (読み取り専用パラメーターを設定しようとした)

最終行への出力および見出しの出力
ページや画面の最終行を出力する場合に、HEADING ステートメントを使用して見出しを出力すると、印
刷出力にブランク・ページができます。プリンターまたは端末は、ページまたは画面の最終行が出力される
と次ページまたは画面の先頭に進むように設定されています。 HEADING ステートメントは、次ページの
先頭に進んで見出しを出力するように設定されています。

例
次の例では、パラメーター・キーの等式名を含むファイルが、$INCLUDE コンパイラー指示で挿入されま
す。そのあとで、論理プリント・チャネル 0 の上部マージン・パラメーターが 10 行に設定されます。 リ
ターン・コードは、引数 RETURN.CODE に返されます。
$INCLUDE SYSCOM GETPU.INS.IBAS
CALL !SETPU(PU$TOPMARGIN,0,10,RETURN.CODE)

次の例は、前の例と同じですが、等式名 PU$TOPMARGIN の代わりに、キー 4 を使用しています。キー
を使用するので、挿入ファイルの GETPU.INS.IBAS をインクルードする必要はありません。
CALL !SETPU(4,0,10,RETURN.CODE)
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!TIMDAT サブルーチン
構文
CALL !TIMDAT (variable)

説明
!TIMDAT サブルーチンは、時間、日付、およびそのほかの関連情報を格納する動的な配列を返します。
!TIMDAT サブルーチンは、次のリストに示す情報を含む 13 エレメントの動的な配列を返します。
variable は、動的配列が割り当てられる変数名です。
フィールド
説明
1

月 (2 桁)

2

月内の日付数値 (2 桁)

3

年 (2 桁)

4

夜の 12 時以降の経過分数 (整数)

5

分に対する秒数 (整数)

6

夜の 12 時以降の最新のティック数 (整数)1。常に 0 を返します。

7

InfoSphere DataStage の実行以降に使用された CPU 秒数。

8

ログイン以降に使用された直前の秒のティック数 (整数)

9

InfoSphere DataStage の実行以降に使用されたディスク入出力秒数。常に -1 が返ります。

10

ログイン以降に使用された直前のディスク入出力秒のティック数 (整数)。常に -1 が返ります。

11

秒あたりのティック数

12

ユーザー番号

13

ログイン ID (ユーザー ID)

1

ティックとは、システムがリアルタイムの計測に使用する時間単位のことです。

時間および日付の情報を取得する代わりの方法としては次の関数があります。
使用する関数
取得するデータ
DATE ( )
!TIMDAT サブルーチンで返される動的な配列のフィールド 1、2、3 のデータ。
TIME ( )
!TIMDAT サブルーチンで返される動的な配列のフィールド 4、5、6 のデータ。
@USERNO
ユーザー番号。
@LOGNAME
ログイン ID (ユーザー ID)。
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例
CALL !TIMDAT(DYNARRAY)
FOR X = 1 TO 13
PRINT ’ELEMENT ’:X:’, DYNARRAY
NEXT X

!USER.TYPE サブルーチン
構文
CALL !USER.TYPE

(type,

admin)

説明
!USER.TYPE サブルーチンは、現在のプロセスのユーザー・タイプおよびユーザーが管理者かどうかを示
すフラグを返します。
type は、サブルーチン呼び出しを行うプロセスのタイプを示す値です。type には、以下のいずれかを指定
できます。
表 88. プロセス・タイプ
等式名

値

意味

U$NORM

1

通常ユーザー

U$PH

65

ファントム

admin は、呼び出しを行うユーザーが管理者かどうかを示す値です。admin に対して指定できる値は、ユー
ザーが管理者の場合は 1 で、ユーザーが管理者でない場合は 0 です。
等式名の挿入ファイルは、!USER.TYPE 値のために用意されています。等式名を使用するには、プログラ
ムをコンパイルする時に、疑似命令 $INCLUDE SYSCOM USER_TYPES.H を指定します。 (PI/open 互換
性の場合、$INCLUDE SYSCOM USER_TYPES.INS.IBAS を指定できます。)

例
この例では、!USER.TYPE サブルーチンを呼び出してユーザーのタイプを判定します。 ユーザーがファン
トムならプログラムは停止します。 ユーザーがファントムでなければ、プログラムは端末にメッセージを
送出して処理を継続します。
ERROR.ACCOUNTS.FILE: CALL !USER.TYPE(TYPE, ADMIN)
IF TYPE = U&PH THEN STOP
ELSE PRINT ’Error on opening ACCOUNTS file’

!VOC.PATHNAME サブルーチン
構文
CALL !VOC.PATHNAME (data/dict,

voc.entry, result,

status)

説明
!VOC.PATHNAME サブルーチンを使用すると、指定した VOC エントリーのデータ・ファイルやファイ
ル・ディクショナリーのパス名を抽出できます。
data/dict (入力) は、以下のようなファイル・ディクショナリーまたは、データ・ファイルを示します。
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IK$DICT または ’DICT’ は指定した VOC エントリーのファイル・ディクショナリーの
パス名を返します。
IK$DATA または ’ ’ は指定した VOC エントリーのデータ・ファイルのパス名
(または分散ファイルのパス名) を返します。

voc.entry は VOC 内のレコード ID です。
result (出力) は、結果のパス名です。
status (出力) には、処理状況が返されます。
等式名の挿入ファイルは、data/dict 値のために用意されています。等式名を使用するには、プログラムを
コンパイルする時に、疑似命令 $INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.H を指定します。 (PI/open 互換性の場
合、$INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.INS.IBAS を指定できます。)
処理の結果が、status 引数で返されて、以下の値のいずれかになります。
値

結果

0

処理は正常に実行されました。

IE$PAR
無効なパラメーターが、data/dict または voc.entry. で使用されました。
IE$RNF
VOC エントリー・レコードを検出できません。

例
CALL !VOC.PATHNAME (IK$DATA,"VOC",VOC.PATH,STATUS)
IF STATUS = 0
THEN PRINT "VOC PATHNAME = ":VOC.PATH

ユーザーの現行作業ディレクトリーが、/usr/account である場合、出力は以下のとおりです。
VOC PATHNAME =
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BASIC リファレンス・ガイド

付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM® 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェースは完全にはアクセ
シビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html
の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧ください。

アクセシビリティー対応資料
IBM Knowledge Center には、製品のアクセシビリティー対応資料が用意されています。IBM Knowledge
Center では、ほとんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供しています。IBM
Knowledge Center では XHTML を使用しているため、使用しているブラウザーに設定されている表示形式
で資料を表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資料にアクセスす
ることもできます。
IBM Knowledge Center にある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、こちらは完全にはアクセシビリ
ティー対応がなされていません。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM Human Ability and
Accessibility Center を参照してください。
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545

546

BASIC リファレンス・ガイド

付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、IBM と連絡を取ること
ができます。 また、製品についてのフィードバックを行うことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリューション情報に関するリソ
ースをリストしています。
表 89. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心のあるトピ
ックを選択してカスタマイズできます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサルティング・
サービスについての情報は、「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセスしてくださ
い。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サイトでアカウ
ントを作成し、特定のテクニカル・サポートのニーズに合
うように、IBM Web サイトおよび情報へのリンクを管理
できます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技術の習得、維
持、最適化を目的としてデザインされた技術研修およびサ
ービスについては、http://www.ibm.com/training にアクセ
スしてください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡を取るには、
www.ibm.com/connect/ibm/us/en/ にアクセスしてくださ
い。
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付録 C. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストールしたインフォメーシ
ョン・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提供されます。製品クライアント・インターフ
ェースから、オンラインまたはローカルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最適な場所です。 IBM
Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュールの全資料のほか、ほとんどの製品インターフ
ェースのヘルプも含まれています。 IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、
Web ブラウザーから開くこともできます。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックします。
v F1 キーを押します。 F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェースの現行コンテキストを
説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときなどに、Web ブラウザーにアドレスを入力します。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするには、以下のアドレスを入力
します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

特定のトピックにアクセスするには、製品 ID とバージョン番号、資料プラグイン名、および URL 内
のトピック・パスを指定します。例えば、バージョン 11.3 用のこのトピックの URL は以下のとおりで
す。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

ヒント:
Knowledge Center には、以下の短縮 URL もあります。
http://ibm.biz/knowctr

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、短縮 URL と製品 ID
の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての InfoSphere Information Server 資料の短縮
URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりです。(記号「⇒」は、行の
継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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ローカルにインストールした資料を参照するヘルプ・リンクの変更
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメーション・センターとし
てローカル版の資料をインストールして、それを指すようにヘルプ・リンクを構成することも可能です。ロ
ーカルのインフォメーション・センターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていな
い場合に便利です。
インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインストール手順を使用して、任意
のコンピューターにそれをインストールします。インフォメーション・センターをインストールして開始し
た後、サービス層のコンピューターで iisAdmin コマンドを使用して、製品の F1 とヘルプ・リンクで参
照する資料の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX® Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピューターの名前、 <port>
はインフォメーション・センターのポート番号です。デフォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフ
ォルト・ポートを使用するコンピューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書 https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスできます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文いただけます。 資料をオ
ンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の
IBM Publications Center にアクセスしてください。
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付録 D. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせていただきます。ご意
見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用することができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックについてコメントをお寄せ
いただくには、サインインし、トピックの下の「コメントの追加」ボタンをクリックしてコメントを追
加してください。このようにして送信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人からは閲覧できないよ
うにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下の「フィードバック」リンクをクリックして
ください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/rcf/) を使用して、コメン
トを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情報には、製品の名前、
製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する場合) を含めてください。特定のテキストにつ
いてご意見がある場合は、そのテキストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載し
てください。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この資料は、IBM から他の
言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを
所有していることが必要な場合があります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用
可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM
製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみ
が使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害するこ
とのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM
以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があ
ります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありま
せん。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接
の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証およ
び法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地
域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものと
します。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更
は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログ
ラムに対して、改良または変更を行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであ
り、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、こ
の IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信
ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラム
を含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本
プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。
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IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあり
ます。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム
契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供され
ます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他
の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた
可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さ
らに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様
は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースか
ら入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関す
る実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問
は、それらの製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があり、単
に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場
合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるため
に、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。こ
れらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然に
すぎません。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・
アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。 お客様は、サンプル・プログラムが書
かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェース
に準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式において
も、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プロ
グラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プ
ログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるものであり、いかなる
保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対
しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のよう
に、著作権表示を入れていただく必要があります。
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© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られていま
す。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品 (「ソフトウェア・オフ
ァリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エンド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザー
との対話またはその他の目的のために、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがありま
す。多くの場合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。 IBM の
「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を持つものがあります。ご使用の
「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様に
よる個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの Cookie または永続的な
Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネントがリストされていない場合、その製品また
はコンポーネントは Cookie を使用しません。
表 90. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Information Server
(InfoSphere
Information Server Web コンソール
インストール済み
環境の部分)

v セッション

InfoSphere
すべて
Metadata Asset
(InfoSphere
Information Server Manager
インストール済み
環境の部分)

v セッション

収集するデータ

データの目的

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

v 認証

個人情報でない

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v 拡張されたユー
ザーのユーザビ
リティー
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

IBM InfoSphere
セッション
DataStage and
QualityStage®
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション
v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 90. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

セッション
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer クライア
ントの中の Data
Rules ステージ

無効にできない

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザ
ーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場合、お客様は、このような情報を収集するにあた
って適用される法律、ガイドライン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同
意の要求も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細については、IBM の『IBM オン
ラインでのプライバシー・ステートメント』(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェ
ブ・ビーコン、その他のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』 (http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International Business Machines
Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合
があります。現時点での IBM の商標リストについては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧く
ださい。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
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Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標
です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国にお
ける商標または登録商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

範囲

ベクトル

関数
制御

11

キーワード

UVLOCALE.H 216, 262
インライン・プロンプト、クリア
受け渡し

定義 2
記号表、抑止

サブルーチンへの配列
サブルーチンへの変数
英字 5
エディター

116

107, 140, 376
140, 376

55

［カ行］
カーソル、位置決め 73
改行 5
外部サブルーチン、移行 174
外部サブルーチンへの移行 174
拡張文字セット変換 473
カタログ共有メモリー 34
関係演算子 17, 18
関数
組み込み 2
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014

17

17, 86

定義 16
サブストリング演算子

16

255

サブストリングの抽出

86

2, 492

サブトランザクション
サブルーチン

39

外部への移行

26, 28

から返す

クリア 113
名前なし、変数値の保存
共通変数 10

共有レコード・ロック
空白ストリング 9

細分度 35
サウンデクス変換

107, 140

引数の受け渡し
ベクトル関数
戻り値 375
呼び出し

3
21

106

リスト 513
サブルーチンの呼び出し

35
18

組み込み関数、関数を参照 2
クリア
インライン・プロンプト 116
選択リスト 116
繰り返し不能な読み取り 43
グループ抽出 475
グローバルなカタログ 33
警告メッセージ 31
原子性プロパティー 40
更新漏れ 43
更新レコード・ロック 36
構成可能なパラメーター
ISOMODE 44
MAXRLOCK パラメーター 45
OPENCHK 226, 279, 294, 427
構文、ソース・コード 3
国際時変換 492
国際日付変換 472
固定小数点定数 8
コメント 4, 56, 57, 72, 331
コンパイラー指示 28, 31

［サ行］

174

336

定義 3
配列の受け渡し

110

およびパターン・マッチング
区切り文字、システム 11

20, 25

サブストリング 16
算術 14, 16
ストリング 16
代入 17, 20
パターン・マッチング 18
連結 16
論理 19
演算子、割り当て 73, 95
お客様サポート
連絡先 547
オブジェクト・コード 2, 31
リスト 55
オブジェクト・コードのリスト

抽出

253, 256, 257

行番号表、抑止 26, 28
共有ファイル・ロック 37
共有メモリー 34

31, 88, 177, 309,

16, 17

および代入演算子

共通

373
演算子 14, 25
および動的配列
関係 17, 18

サブストリング

253, 256, 257, 534
252, 256, 257

インクルード・ファイル、

409, 410, 411, 412, 422

タブ 409, 410, 411, 412, 422
サブ値マーク 11

20

非サポート

37

29

スペース

2

489

エスケープ

アラビア数字変換 486
意図的ファイル・ロック

編集 6
vi 6
エラー・メッセージ

削除
識別子

数値 2
ストリング

ユーザー作成 337
キーボードのキー

［ア行］
値マーク

関数 (続き)

106

サポート
お客様

547

サポートされないキー、定義
算術演算子 14, 16
および NULL 値

255

15

および動的配列 20
複数値データ 16
時間変換 483, 492
式 13
フォーマット 13, 197, 199
@ 240
識別子
削除 29
置換 29
次元配列 10, 11
システム区切り文字 11
システム日付 130
順次処理 118, 127, 196, 286, 297, 300,
318, 322, 348, 401, 432, 433
順次入出力 5
条件付きコンパイル 29, 231
商標
リスト 553
シリアライズ
更新漏れおよび 44
プロパティー 40
数学関数 463, 473

489

559

代入演算子 20, 73, 95
およびサブストリング

数値
関数 2
データ 8
定数

8

文字

5

代入文 4, 94, 261
タイプ 1 ファイル 6, 25
タイプ 19 ファイル 6, 25

数値定数内のコンマ

8

数値のフォーマット
ステートメント 2

480

削除

4

相互参照表

ストリング関数
スペース

17

2, 473

削除 409, 410, 411, 412, 422
数値定数内 8
ソース・コードで 4
制御キー 252, 256, 257
定義 252
制御文、文を参照 4
整合性プロパティー 40
549

製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 545
セマフォー・ロック 266
ゼロ・エレメント 11
選択リスト
クリア 116
変数 13, 116, 351, 364
ソース・コード 2
構文 3
コメント 4
内のスペース 4
内のタブ 4
ソフトウェア・サービス
連絡先 547

［タ行］
ダーティー・リード 43
大括弧
大括弧 (¥) 86
不等号 (¥< ¥>) 73, 182, 335
大括弧 (¥) 86
耐久性プロパティー 40
代数関数 463
BASIC リファレンス・ガイド

7, 8

9

論理 19
NULL 値

7, 9

Esc キー
定数

255

252

ファンクション・キー

130

長さ関数 475
名前付き共通変数

10
110

名前なし共通での変数の保存 110
名前なし共通変数 10
ネストされたトランザクション 39

9

サポートされないキー
識別子 29

内部システム日付

名前なし共通、変数値の保存

定義

制御キー

42

［ナ行］

34

データのタイプ

18

比較 17
文字ストリングを参照
ストリング演算子 16

560

@TRANSACTION.LEVEL

例外 43
NULL 値

ストリング
長さの判別

41

データ

文字ストリング

26

4

製品資料
アクセス

@ISOLATION

@TRANSACTION 41
@TRANSACTION.ID 41

損失を防ぐ

ステートメント・ラベル
定義

4

40

@ 変数 41
トランザクション変数

置換 489
通貨変換 482
可視性 39
数値 8

代入 4
タイプ 3

41

ロックおよび

409, 410, 411, 412, 422

ソース・コードで

プロパティー 39
分離レベル 40
例

タブ

文字ストリング 15
数値、浮動小数点 8

制御

トランザクション (続き)
17

253

コミット

120

プロパティー 39
例 41
ノーマルなカタログ 32

253

固定小数点数値
数値 8
定義 9
浮動小数点

8

8

文字ストリング 7
ティルド (~) 272
適格書き込み 44
テキスト抽出 490
デッドロック 38
デバッガー 46, 132
等価の 10 進値 460
等価の 16 進値 460
動的な配列 11, 13
および NULL 値 24
および REUSE 関数 24
および演算子 20, 25
および算術演算子 20
作成 12
動的配列、サブルーチンへの受け渡し
107
特殊文字 5
特記事項 553
トランザクション 38
アクティブ 39
および RELEASE 文 329
およびデータ可視性 39
サブトランザクション 39
ネストされた 39
コミット 121

［ハ行］
パート番号、状況 371
パート・ファイル、状況
排他ファイル・ロック
配列

371
38

値の割り当て 270
サブルーチンへの受け渡し 107, 140,
376
次元 10, 11, 139
動的 11, 13
標準 10, 11
ベクトル 10
マトリックス 10
配列変数 10, 13
パターン・マッチング 18, 272, 487
および空白ストリング 18
コード 272
パック 10 進値変換 483
範囲関数 489
引数、サブルーチンへの受け渡し 3
日付、内部システム 130
日付形式、デフォルト 466
日付変換 466, 472
表示長 14
標準配列 11
ベクトル 10
マトリックス 10

変換コード (続き)

ファイル
構成情報
順次処理

187
118, 127, 196, 286, 297,

300, 318, 322, 348, 401, 432, 433
タイプ 1

6, 25

MC

476

MD

477

タイプ 19 6, 25
閉じる 117

ML 480
MM 482

パート

MO

371

MP 483
MR 480

B ツリー

MT

103

ERRMSG 177, 309
&PH& 25
491

ファイル変数

13

ファイル・ロック、タイプ
ファンクション・キー
522, 534
定義 253
ファントム書き込み
フィールド・マーク

35, 191

NL

486

ASCII

文字変換

フォーマット式 13, 197, 199
INPUT 文で 240

R 489
S (サウンデクス)

複数の値と算術演算子 16
不等号括弧 (¥< ¥>) 73, 182, 335

S (置換)
T 490

ブランク・スペース、スペースを参照
409
フレーバー 64
互換性 29

プロセス・ロック 422
プロンプト、インライン・プロンプトを参
照 116, 232
分散ファイル、状況 371
分離プロパティー 40
分離レベル 44, 97
最低限のロック 45
タイプ 43
ベクトル 10
ゼロ・エレメント 11
ベクトル関数 20
サブルーチンとして 21
変換 463
変換コード 461, 492
フォーマット式で 199
A 463
C 465
D 466
DI 472
ECS 473
F 473
G 475
ICONV 関数で 228
ICONVS 関数で 229

8
8

473

476

ユーザー ID
289
291

96

ユーザー作成関数 337
有効な UID 96
AUTHORIZATION ステートメント
96

489

［ラ行］

489

Tfile 491
TI 492
編集エディター
4,

16

15
7

［ヤ行］

487

OCONVS 関数で
P 487
Q 488

浮動小数 8
浮動小数点数 8
浮動小数点定数 8

7, 8

文字セット変換

NR 487
OCONV 関数で

43
11

5

文字ストリングでの引用符

NLSmapname

253, 256, 257,

特殊

数値
定数

MU0C 485
MX 485
486

5
5

サブストリング

483

MY

英字
数値

文字ストリング
空 9

485

分散 371
ロック 193

ファイル変換

文字

L 475
MB 485

ラベル、ステートメント 4
リスト変数、選択リスト変数を参照
6

変数 2, 9, 13
共通 121
サブルーチンへの受け渡し 140, 376
選択リスト 13, 116, 351, 364
代入 94, 261
定義 2
トランザクション 41
名前 2, 10
名前付き共通 10
名前なし共通 10, 110
名前なし共通での保存 110
配列 10, 13
ファイル 13
ユーザー作成関数で 210
ローカル 110
RAID では 48
変数名 2, 10
ポインター (REMOVE) 217, 339, 358
ホスト名および SYSTEM 関数 382

［マ行］
マスク文字変換 476
マトリックス 10
ゼロ・エレメント 11
メッセージ
エラー 31, 88, 177, 309, 373
警告 31

ループ
FOR...NEXT

13

207, 285

LOOP...REPEAT 267
レベル、分離レベルを参照
連結

97

オペレーター 16
および NULL 値 16
変換 465
ローカルなカタログ 32
ローカル変数 110
ローマ数字変換 487
ロック
意図的ファイル・ロック 37
および MATREADL ステートメント
278
および MATREADU ステートメント
278
および READL ステートメント 317
および READU ステートメント 280,
317, 429
および READVL ステートメント
317
解除 280, 329, 422, 429
共有ファイル・ロック 37
共有レコード・ロック 35
更新レコード・ロック 36
互換性 35
細分度 35
セマフォー・ロック 266

索引

561

ロック (続き)

B

タイプ 35, 191
適格書き込みおよび
デッドロック

B ツリー・ファイル [b d]

44

BASIC 言語
アプリケーション

38

トランザクションおよび

40

予約語

422

492

キーワード
変数 2

16 進値変換 485
2 次索引および BASIC INDICES 関数

485

31

110

CHAR(0)

8

CHAR(10) 8
CHAR(128) 111, 112, 184
CHAR(252) 11

グローバルなカタログ
コンパイル 25, 31
実行 31

33

CHAR(253) 11
CHAR(254) 11
CHARS 関数 112

条件付きコンパイル
定義 2

29, 231

CHECKSUM 関数 113, 128
CLEAR ステートメント 113

ノーマルなカタログ
フレーバーの互換性

32
29

CLEARDATA ステートメント 114
CLEARFILE ステートメント 114

32

CLEARPROMPTS ステートメント 116,
233
CLEARSELECT ステートメント 116

編集 6
リスト 26
ローカルなカタログ

A

33

109

CHANGE 関数 111
CHAR 関数 111

リスト 55
格納 6
カタログ 32, 34

［数字］

108

CHAIN ステートメント

492

オブジェクト・コード

94, 261

485

CATS 関数

2

BASIC プログラム
印刷 26, 27

［ワ行］

65

CAT 演算子 16
CATALOG コマンド

2

BASIC での予約語

8 進値変換

CASE
オプション

ステートメント

OR

19

337

376

BASIC ステートメント

236
2 進値変換

1

BASIC コンパイラー
19

465

および SUBROUTINE ステートメント

AND 19
NOT 19

割り当て変数

C 変換

CALL ステートメント 3, 106
および RETURN ステートメント

BASIC コマンド 25, 28
オプション 25, 28

ロック調整、例 45
論理演算子 19
および NULL 値

103

拡張 1

排他ファイル・ロック 38
ファイル・ロック 193
プロセス・ロック

C

ABORT ステートメント 88
ABORTE ステートメント 69, 88

BASIC プログラムのカタログ
グローバルに 33

CLOSE ステートメント 117
CLOSESEQ ステートメント 118

ABORTM ステートメント 69, 88
ABS 関数 88
ABSS 関数 89
ACID プロパティー 39
ACOS 関数 89
ADDS 関数 90
ALPHA 関数 90
AND 演算子 19, 91, 98
ANDS 関数 91
ASCII
関数 91
ストリング 2, 18
変換 486
文字 8
コード 457
CHAR(0) 8
CHAR(10) 8
CHAR(128) 9
ASIN 関数 93
ASSIGNED 関数 94
ATAN 関数 95
AUTHORIZATION ステートメント
AUXMAP ステートメント 96

ノーマル 32
ローカルに 32
BASIC 文字セット
英字 5
数値 5
特殊 5
BEGIN CASE 文 108
BEGIN TRANSACTION ステートメント
97
BITAND 関数 98
BITNOT 関数 98
BITOR 関数 99
BITRESET 関数 99
BITSET 関数 100
BITTEST 関数 101
BITXOR 関数 101
Break キー 48
BREAK ステートメント 102
BSCAN ステートメント 103
BYTE 関数 104
BYTELEN 関数 105
BYTETYPE 関数 105
BYTEVAL 関数 106

COL1 関数 119
COL2 関数 119
COMMIT ステートメント 120
COMMON ステートメント 121
COMPARE 関数 122
COMP.PRECISION オプション 65
CONTINUE ステートメント 207, 268
CONVERT
関数 123
ステートメント 124
COS 関数 125
COSH 関数 125
COUNT 関数 125
COUNTS 関数 126
COUNT.OVLP オプション 65, 126, 127,
131, 235
CREATE ステートメント 127
および NOBUF ステートメント 286
CRT ステートメント 128

562

96

BASIC リファレンス・ガイド

D
D 変換 466
DATA ステートメント

129

DATA ステートメント (続き)

コード

131

DEFFUN ステートメント

関数

133, 210

Esc キー
定義

135
138

137, 139

DELETE.CATALOG コマンド

33

DISPLAY ステートメント
DIV 関数 142
DIVS 関数 142

253, 256, 257

DOWNCASE 関数 142
DQUOTE 関数 143
DSGetJobInfo 関数 146
DSGetLinkInfo 関数 149
DSGetLogEntry 関数 150
DSGetLogSummary 関数 151
DSGetNewestLogId 関数 152
DSGetParamInfo 関数 152
DSGetProjectInfo 関数 154
DSGetStageInfo 関数 155
DSGetVarInfo 関数 157
DSLogEvent 関数 157
DSLogFatal 関数 158
DSSetGenerateOpMetaData 関数 164
DSSetJobLimit 関数 164
DSSetUserStatus サブルーチン 166
DSStopJob 関数 166
DSTransformError 関数 167
DTX 関数 169

E
EBCDIC 関数 170
ECHO ステートメント 172
ECS 変換 473
END CASE 文 108
END ステートメント 173
END.WARN オプション 65, 173
ENTER ステートメント 173
EOF(ARG.)関数 174
EQ 演算子 17
EQS 関数 174
EQUATE ステートメント 175
EREPLACE 関数 176

211

217

GETX ステートメント 211, 214
GOSUB ステートメント 3, 217
ON ステートメントで

181

EXTRACT 関数

214

および RETURN ステートメント

73, 181
65, 246, 248,

139

141

GETREM 関数

180

EXTRA.DELIM オプション
335

472

DIM ステートメント 139
DIMENSION ステートメント

GET ステートメント

GETLIST ステートメント 215
GETLOCALE 関数 216, 262

253

EXIT ステートメント
EXP 関数

475

GE 演算子 17
GES 関数 211
GET(ARG.)ステートメント

EXCHANGE 関数 178
EXECUTE ステートメント 179
EXEC.EQ.PERF オプション 65, 180

ステートメント 136
DELETELIST ステートメント

DI 変換

373

373

134

DELETEU ステートメント

G 変換

および STOPE ステートメント

DEBUG ステートメント 48, 132
DECATALOG コマンド 34
DEL ステートメント
DELETE

177

ステートメント 177
および STOP ステートメント
ファイル 177, 309

DCFLUSH 関数 131
DCOUNT 関数

G

ERRMSG

および INPUT 文 239
DATE 関数 130

F
F 変換 473
FADD 関数 183
FDIV 関数 183
FFIX 関数 183
FFLT 関数 184
FIELD 関数 184
および COL1 関数 119
および COL2 関数 119
FIELDS 関数 185
FILELOCK ステートメント 191
FILEUNLOCK ステートメント 193
FIND ステートメント 194
FINDSTR ステートメント 195
FIX 関数 195
FLUSH ステートメント 196
WRITESEQ ステートメントの後 432
FMT 関数 197
FMTDP 関数 200
FMTS 関数 201
FMTSDP 関数 201
FMUL 関数 202
FOLD 関数 203
FOLDDP 関数 203
FOOTING ステートメント 204
FOR ステートメント 207
FORMAT.OCONV オプション 65
FORMLIST ステートメント 209
FOR.INCR.BEF オプション 65, 208
FSELECT オプション 66
FSUB 関数 209
FUNCTION ステートメント 210

337

292

GOTO ステートメント 218
ON ステートメントで 292
GROUP 関数

219

GROUPSTORE ステートメント
GT 演算子 17
GTS 関数 221

220

H
HEADER.BRK オプション 66
HEADER.DATE オプション 66, 206, 224
HEADER.EJECT オプション 66, 223
HEADING ステートメント 222
HEADINGE ステートメント 69, 223
HEADINGN ステートメント 69, 223
HUSH ステートメント 225

I
ICHECK 関数 226
ICONV 関数 228, 461, 485
ICONVS 関数 229, 464
IF
オペレーター 19
ステートメント 230
IFS 関数 231
ILPROMPT 関数 232
IN2.SUBSTR オプション 66
INCLUDE ステートメント 28, 234
INDEX 関数 234
INDEXS 関数 235
INDICES 関数 236
および 2 次索引 236
トランザクション内 238
INFO.ABORT オプション 66
INFO.CONVERT オプション 66
INFO.ENTER オプション 66
INFO.INCLUDE オプション 66
INFO.LOCATE オプション 66, 264
INFO.MARKS オプション 67
INFO.MOD オプション 67
INMAT 関数 239
索引

563

INMAT 関数 (続き)
MATPARSE ステートメントの後 275
MATREAD ステートメントの後 277
OPEN ステートメントの後
INPUT 文

294

INPUT @ ステートメント

129

INPUTDISP ステートメント

INPUTNULL ステートメント

244

INPUTTRAP ステートメント

244

INSERT 関数 247
および LOCATE ステートメント
INT 関数 249

ISNULLS 関数 18, 249
ISOMODE パラメーター
ITYPE 関数 250

67

230
44

K
KEEP.COMMON キーワード 110
KEYEDIT ステートメント 251
KEYEXIT ステートメント 256
KEYIN 関数 257
KEYTRAP ステートメント 257

273

および INMAT 関数

274

239

MATREADL ステートメント 278
および INMAT 関数 239
MATWRITE ステートメント

279

MATWRITEU ステートメント
MAXIMUM 関数 281
MAXRLOCK パラメーター
264

280

45

MB 変換 485
MC 変換 476
MD 変換 477
MINIMUM 関数

L 変換 475
LE 演算子 17
LEFT 関数 258
LEN 関数 259
LENDP 関数 259
LENS 関数 260
LENSDP 関数 260
LES 関数 261
LET ステートメント 261
LN 関数 262
LOCALEINFO 関数 262
LOCATE ステートメント 263
LOCATE.R83 オプション 67
LOCK ステートメント 266
LOOP ステートメント 267
LOWER 関数 269

BASIC リファレンス・ガイド

16

および論理演算子

19

15

保存表記 9
NULL ステートメント
NUM 関数

287

288

NUMS 関数

288

O
OCONV 関数

289, 461, 486

OCONVS 関数 291, 464
ON ステートメント 292
ONGO.RANGE オプション

282

ML 変換 480
MM 変換 482
MO 変換 485

67, 292, 293

OPEN ステートメント 293
および INMAT 関数 239
OPENCHECK ステートメント
OPENCHK パラメーター

226, 296

226, 279, 294,

427
OPENDEV ステートメント 297
OPENPATH ステートメント 299

MOD 関数 283
MODS 関数 283

OPENSEQ ステートメント 300
および CREATE ステートメント 127
および NOBUF ステートメント 286

MP 変換 483
MR 変換 480

ORS 関数

MT 変換 483
MU0C 変換 485
MULS 関数 284
MX 変換 485
MY 変換 486

N

L

564

271

24

および連結演算子
算術式で
定義 9

270

および INMAT 関数 239
MATREAD ステートメント 276

INPUT.ELSE オプション 67, 241
INS ステートメント 245

CASE 文で 108
IF ステートメントで

MAT ステートメント

MATPARSE ステートメント

243

240

INT.PRECISION オプション
ISNULL 関数 18, 249

および動的配列

MATCHFIELD 関数
242

INPUTDP ステートメント 243
INPUTERR ステートメント 243
INPUTIF ステートメント

NR 変換 487
NULL 値

MATBUILD ステートメント
MATCH 演算子 18, 272

240

INPUTAT オプション 67
INPUTCLEAR ステートメント

17
270

M

239

および DATA ステートメント
INPUT 文内での @ 式 240

LT 演算子
LTS 関数

NAP ステートメント 284
NE 演算子 17
NEG 関数 284
NEGS 関数 285
NES 関数 285
NEXT ステートメント 207, 285
NL 変換 486
NLS 通貨単位変換 482
NLSmapname 変換 487
NOBUF ステートメント 286
TTYSET ステートメントで 420
NOT
オペレーター 19
関数 286
NOTS 関数 287
NO.CASE オプション 67
NO.RESELECT オプション 67

OR 演算子

19, 99, 304
304

P
P 変換 487
PAGE ステートメント 305
PCLOSE.ALL オプション 67
PERFORM ステートメント 305
PERF.EQ.EXEC オプション 67, 306
PHANTOM コマンド 25
PIOPEN.INCLUDE オプション 67
PIOPEN.MATREAD オプション 68
PIOPEN.SELIDX オプション 68, 352
PRECISION ステートメント 306
PRINT ステートメント 307
および INPUT 文 240
および TABSTOP ステートメント
383
PRINTER CLOSE ステートメント 308
PRINTER ステートメント 308
PRINTERR ステートメント 309
PROCREAD ステートメント 310
PROCWRITE ステートメント 311
PROGRAM ステートメント 311
PROMPT ステートメント 311
および INPUT 文 240

PWR 関数

312

Q
Q 変換

SQRT 関数

ポインター 217, 339, 358
REPEAT ステートメント 267

SQUOTE 関数

REPLACE 関数

SSELECTN ステートメント
SSELECTV ステートメント

73, 181, 334

RETURN ステートメント

R
R 変換

489

オプション

47

実行の抑止

25, 26

RAID (デバッガー)
コマンド 49

REWIND ステートメント
68

SSUB 関数
133

3, 107, 336

REUSE 関数 24, 338
REVREMOVE ステートメント

RADIANS オプション
RAID コマンド 47

説明

218

RETURN (値) ステートメント 210
および DEFFUN ステートメント

312

339

340

RIGHT 関数 341
RND 関数 341

46

RAISE 関数 313
RANDOMIZE ステートメント 314
RAW.OUTPUT オプション 68
READ ステートメント 314
READBLK ステートメント 318
および TIMEOUT ステートメント
401
READL ステートメント 314
READL ロック、共有レコード・ロックを
参照 35
READLIST ステートメント 319
READNEXT ステートメント 321
および READLIST ステートメント
320
および SELECT ステートメント 349
READSEQ ステートメント 322
および TIMEOUT ステートメント
401
READT ステートメント 323
READU ステートメント 314
READU ロック、更新レコード・ロックを
参照 36
READV ステートメント 314
READVL ステートメント 315
READVU ステートメント 315
READ.RETAIN オプション 68, 317
REAL 関数 325
REAL.SUBSTR オプション 68
RECORDLOCKED 関数 327
RECORDLOCKL ステートメント 326
RECORELOCKU ステートメント 326
RELEASE ステートメント 329
REM
関数 330
ステートメント 4, 331
REMOVE
関数 331
ステートメント 333

314
RNEXT.EXPL オプション

68, 321

ROLLBACK ステートメント
RPC.CALL 関数 342

342

RPC.CONNECT 関数 344
RPC.DISCONNECT 関数 344
RUN コマンド 31
オプション

363

32

363
365
364

365

STATIC.DIM オプション

11, 68, 140

STATUS 関数 366
BSCAN ステートメント

103, 366

DELETE ステートメント

366

FILELOCK ステートメント
FMT 関数 367
GET ステートメント

および RANDOMIZE ステートメント
132

363

SSELECT ステートメント

RETURN TO ステートメント

488

QUOTE 関数

REMOVE (続き)

367

GETX ステートメント

367

HUSH ステートメントの後
ICONV 関数 367
ICONV 関数の後

366

225

228

ICONVS 関数の後 230
INPUT @ ステートメント 367
MATWRITE ステートメント 367
OCONV 関数 367
OCONV 関数の後 289
OCONVS 関数の後 291

S

OPEN 文 367
OPENPATH ステートメントの後

S (サウンデクス) 変換
S (置換) 変換 489

READ ステートメント 368
READBLK ステートメント 368

489

READL ステートメント 368
READSEQ ステートメント 369
READSEQ ステートメントの後 322

SADD 関数 345
SCMP 関数 346
SDIV 関数 346
SEEK ステートメント

299

347

SEEK(ARG.) ステートメント 348
SELECT ステートメント 349
SELECTE ステートメント 351
SELECTINDEX ステートメント 351
SELECTINFO 関数 352
SELECTN ステートメント 69, 350
SELECTV ステートメント 69, 350
SEND ステートメント 353
SENTENCE 関数 354
SEQ 関数 354
SEQS 関数 355
SEQ.255 オプション 68, 354
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
ステートメント 40, 355
SETLOCALE 関数 356
SETPTR コマンド 538
SETREM ステートメント 358
SIN 関数 359
SINH 関数 359
SLEEP ステートメント 360
SMUL 関数 360
SOUNDEX 関数 361
SPACE 関数 361
SPACES 関数 362
SPLICE 関数 362

READT ステートメント 369
READT ステートメントの後 324,
340, 425, 436
READU ステートメント 368
READVL ステートメント 368
READVU ステートメント 368
RECORDLOCKED ステートメントの
後 328
REWIND ステートメント 369
RPC.CALL 関数 369
RPC.CALL 関数の後 343
RPC.CONNECT 関数 369
RPC.CONNECT 関数の後 344
RPC.DISCONNECT 関数 369
RPC.DISCONNECT 関数の後 345
SELECTINDEX ステートメント 352
WEOF ステートメント 369
WRITE 文 367
WRITESEQ ステートメントの後 432
WRITET ステートメント 369
STATUS ステートメント 370
値 370
STOP ステートメント 373
STOPE ステートメント 69, 373
STOPM ステートメント 69, 373
STOP.MSG オプション 68, 88, 373
索引

565

STORAGE ステートメント

SUBR 関数

UID、有効

375

SUBROUTINE ステートメント
376
SUBS 関数

3, 106,

96

!GET.KEY サブルーチン

ULT.FORMAT オプション
UNASSIGNED 関数 421
UNICHAR 関数

377

SUPP.DATA.ECHO オプション

68, 241

379

!INLINE.PROMPTS サブルーチン

6

UNTIL ステートメント
382

!MATCHES サブルーチン
266

207, 267

423

UPRINT ステートメント 424
USE.ERRMSG オプション 69, 310

T

UVLOCALE.H インクルード・ファイル

T 変換 490
TABSTOP ステートメント

216, 262

307,

および TPRINT ステートメント
TAN 関数 383
TANH 関数 384
TERMINFO 関数
EQUATE の表
Tfile 変換 491
TI 変換 492

405

384

69, 116, 216,

W
401

TIME.MILLISECOND オプション

69

TPARM 関数 402
TPRINT ステートメント 404
TRANS 関数 405
TRANSACTION ABORT ステートメント
407
TRANSACTION COMMIT ステートメン
ト 408
TRANSACTION START ステートメント
409
TRANSACTION 文 407
TRIM 関数 409
TRIMB 関数 410
TRIMBS 関数 410
TRIMF 関数 411
TRIMFS 関数 411
TRIMS 関数 412
TTYCTL ステートメント 412
TTYGET ステートメント 413
値 414
TTYSET ステートメント 419

WEOF ステートメント 424
WEOFSEQ ステートメント 424, 425
WHILE ステートメント 207, 267
WIDE.IF オプション 69
WRITE ステートメント 426
WRITEBLK ステートメント 430
WRITELIST ステートメント 431
WRITESEQ ステートメント 432, 433
WRITESEQF ステートメント 433
WRITET ステートメント 435
WRITEU ステートメント 426
WRITEV ステートメント 426
WRITEVU ステートメント 426

X
XLATE 関数 436
XTD 関数 437

［特殊文字］
! ステートメント 4, 56
!ASYNC サブルーチン 514
!EDIT.INPUT サブルーチン 515
!ERRNO サブルーチン 521
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!REPORT.ERROR サブルーチン

537

!SETPU サブルーチン 539
!SET.PTR サブルーチン 538
!TIMDAT サブルーチン

542

!USER.TYPE サブルーチン

543
543

28, 57

$CHAIN ステートメント 28, 58
$COPYRIGHT ステートメント 59
$DEFINE ステートメント

16, 20, 69

VLIST コマンド 55
実行の抑止 25, 26

399

TIME 関数 400
TIMEDATE 関数 400
TIMEOUT ステートメント

VAR.SELECT オプション
320, 350, 364, 365
VEC.MATH オプション
vi エディター 6

!MESSAGE サブルーチン 532
!PACK.FNKEYS サブルーチン 533

#INCLUDE ステートメント

V

531

532

!VOC.PATHNAME サブルーチン
# 演算子 17

383

および PRINT ステートメント
424

528

!INTS サブルーチン 530
!MAKE.PATHNAME サブルーチン

UNLOCK ステートメント 422
および LOCK ステートメント
UPCASE 関数

523

!GET.PATHNAME サブルーチン 524
!GET.USER.COUNTS サブルーチン 528

421

UNIX vi エディター

521

!GET.PARTNUM サブルーチン

UNISEQ 関数 422
UNISEQS 関数 422

SUM 関数 378
SUMMATION 関数 379
SYSTEM 関数
値 380

69

421

UNICHARS 関数

SUBSTRINGS 関数 377

ホスト名

!FCMP サブルーチン 521
!GETPU サブルーチン 525

U

373

STR 関数 374
STRS 関数 374

$EJECT ステートメント

29, 59
60

$IFDEF ステートメント 30, 61
$IFNDEF ステートメント 31, 61
$INCLUDE ステートメント

28, 62

$INSERT ステートメント 26, 28, 63
$MAP ステートメント 64
$OPTIONS ステートメント 29, 64
オプション 65, 69
STATIC.DIM オプション 11
VEC.MATH オプション 16, 20
$PAGE ステートメント 71
$UNDEFINE ステートメント 29, 71
$* ステートメント 57
&PH& ファイル 25
* 演算子 15
* ステートメント 4, 72
** 演算子 15
+ 演算子 15
+= 演算子 20
- 演算子 [-] 15
-= 演算子 20
/ 演算子 15
: 演算子 16
:= 演算子 20
= 演算子 17, 20
@ 関数 73
@ 変数 41, 507, 512
@ABORT.CODE 変数 507
@ACCOUNT 変数 507
@AM 変数 507
@ANS 変数 507
@AUTHORIZATION 変数 96, 508
@COMMAND 変数 508

@COMMAND.STACK 変数 508
@CONV 変数 508
@CRTHIGH 変数 508
@CRTWIDE 変数

508

@SQL.TIME 変数 510
@SQL.WARNING 変数 510
@STDFIL 変数
@SVM 変数

294, 299, 510

510

@DATA.PENDING 変数 508

@SYSTEM.RETURN.CODE 変数

@DATE 変数 508
@DAY 変数 508

@SYSTEM.SET 変数 511
@SYS.BELL 変数 511

@DICT 変数 508

@TERM.TYPE 変数
@TIME 変数 511

@FILENAME 変数 508
@FILE.NAME 変数 508
@FM 変数

@FORMAT 変数 508
@HDBC 変数 508
@HEADER 変数 508
@HENV 変数

@TM 変数

508

511

@TTY 変数

511
511
511

@ISOLATION 変数 41, 508
@LEVEL 変数 509
@LOGNAME 変数 509

@USER3 変数

511

@MONTH 変数 509
@MV 変数 509
@NB 変数 509
@ND 変数 509
@NEW 変数 509
@NI 変数 509
@NS 変数 509
@NULL 変数 9, 16, 95, 509
@NULL.STR 変数 9, 16, 95, 111, 112,
509
@NV 変数 509
@OLD 変数 509
@OPTION 変数 509
@PARASENTENCE 変数 509
@PATH 変数 509
@RECCOUNT 変数 510
@RECORD 変数 510
および ITYPE 関数 250
@RECUR0 変数 510
@RECUR1 変数 510
@RECUR2 変数 510
@RECUR3 変数 510
@RECUR4 変数 510
@SCHEMA 変数 510
@SELECTED 変数 510
@SENTENCE 変数 354, 510
@SM 変数 510
@SQLPROC.NAME 変数 510
@SQLPROC.TX.LEVEL 変数 510
@SQL.CODE 変数 510
@SQL.DATE 変数 510
@SQL.ERROR 変数 510
@SQL.STATE 変数 510

42, 511

511

@USER1 変数
@USER2 変数

@LPTRHIGH 変数 509
@LPTRWIDE 変数 509

41, 511

@TRANSACTION.LEVEL 変数
@TRUE 変数 511

@ID 変数 508
@IM 変数 508

508

41, 511

@TRANSACTION.ID 変数

@USER0 変数

@HSTMT 変数

511

@TRANSACTION 変数

508

511

@USER4 変数 511
@USERNO 変数 511
@USER.NO 変数 511
@USER.RETURN.CODE 変数
@VM 変数 511
@WHO 変数 512
@YEAR 変数

511

512

~ (ティルド) 272
^ 演算子 15
¥[ ¥] 演算子 86
¥> 演算子 17
¥>= 演算子 17
¥>¥< 演算子 17
¥< 演算子

17

¥< ¥> 演算子 17, 73, 182, 335
¥<= 演算子 17
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