IBM InfoSphere Information Server
バージョン 8 リリース 7

パラレル・エンジン・
メッセージ・リファレンス



SA88-4527-00
(英文原典：SC19-3461-00)

IBM InfoSphere Information Server
バージョン 8 リリース 7

パラレル・エンジン・
メッセージ・リファレンス



SA88-4527-00
(英文原典：SC19-3461-00)

注記
本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 77 ページの『特記事項および商標』に記載されている情報をお読みく
ださい。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示さ
れたりする場合があります。
原典：

SC19-3461-00
IBM InfoSphere Information Server
Version 8 Release 7
Parallel Engine Message Reference

発行：

日本アイ・ビー・エム株式会社

担当：

トランスレーション・サービス・センター

第1刷 2011.10
© Copyright IBM Corporation 2006, 2011.

目次
第 1 章 パラレル・エンジン・メッセージ
パラレル・エンジン・メッセージ ID 定義

.

.

.

1

第 13 章 TOCC: Change Capture . . . 49

. 1

第 2 章 TDOR: Oracle オペレーター . . 11

第 14 章 TOCM: Compare オペレータ
ー . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

第 3 章 TFDM: データ・マネージャー

13

第 15 章 TODF: Diff オペレーター . . . 53

第 4 章 TFIG: グループ・コンポーネン
ト・レイヤーのインポートとエクスポート 15

第 16 章 TOIX: インポートとエクスポー
ト . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

第 5 章 TFIO: 入出力 . . . . . . . . 21

第 17 章 TOSO: Sort ステージ . . . . 61

第 6 章 TFIX: 基本タイプのインポートと
エクスポート . . . . . . . . . . . . 23

第 18 章 TOSH: Orchestrate 構文 . . . 63
第 19 章 DSEE - その他のメッセージ

65

第 7 章 TFLT: Filter オペレーター . . . 27
IBM の窓口 . . . . . . . . . . . . . 71
第 8 章 TFPM: プロセス・マネージャー

29
製品資料 . . . . . . . . . . . . . . 73

第 9 章 TFRS: レコード・ストリームの
インポートとエクスポート . . . . . . . 35

製品のアクセシビリティー . . . . . . . 75

第 10 章 TFRT: RAW タイプ . . . . . 39

特記事項および商標

第 11 章 TFST: ストリング・タイプ . . 45

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . 81

. . . . . . . . . 77

第 12 章 TFSU: Subprocess オペレー
ター . . . . . . . . . . . . . . . . 47

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

iii

iv

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

第 1 章 パラレル・エンジン・メッセージ
パラレル・エンジンでは、インストール、ファイルの書き込みおよび読み取り、一
般的な製品使用で生じるエラーに関するメッセージを生成します。メッセージは、
エラーのタイプ、発生原因、および解決策を記述します。
エラーの全詳細は、IBM® InfoSphere™ DataStage® and QualityStage™ ディレクター
のログ・ファイルを参照すれば確認することができます。
メッセージ中にある {0} 記号は、コードによって戻される変数を示しています。こ
の変数は、生成されたメッセージに固有の値またはプロパティーを示しています。

パラレル・エンジン・メッセージ ID 定義
各パラレル・エンジン・メッセージの 4 文字の接頭語は、コンポーネント ID を示
しています。

変換処理および buildop メッセージ接頭語
常に該当するというわけではありませんが、接頭語の割り当てには、以下のような
一定のガイドラインがあります。
v T (先頭文字) は、一般に IBM によって予約されています。
v TC は、一般に実行可能コマンドに使用されます。
v TF は、一般に内部フレームワーク・コンポーネントに使用されます。
v TO は、一般にオペレーターに使用されます。
追加のメッセージ接頭語は、メッセージ・タイプを示しています。
TBLD
buildop
TCBO
変換処理コンパイラー
TFEV
変換処理式の評価
TFFN
変換処理関数
TFPS
変換処理パーサー
TFSY
変換処理記号の構文解析
TFTK
変換処理トークンの処理
TFTM
変換処理実行時オペレーター
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オペレーター・メッセージの接頭語
TCCO
compress/uncompress、encode/decode
TCGE
generator (Row Generator および Column Generator ステージで使用)
TEOW
eowgenerator
TFFR
import オペレーター、ファイル読み取りサポート
TFLT
filter オペレーター
TMSR
makesubrec
TMVT
makevect
TOAB
abort
TOCA
changeapply
TOCC
changecapture
TOCK
構成チェック・オペレーター (内部のみ)
TOCM
compare
TOCP
copy
TOCS
checksum
TOCT
crosstab
TODF
diff
TODK
ディスク説明チェック・オペレーター (内部のみ)
TODS
データ・セット記述オペレーター (内部のみ)
TOFD
fd_compute、fd_extract
TOFN
funnel
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TOGR
group
TOHD
head
TOHP
hash パーティショナー
TOIX
import/export
TOJO
join オペレーター
TOLC
lookup オペレーター
TOLP
lookup オペレーター
TOLU
lookup オペレーター
TOMC
sortmerge
TOMF
mff
TOMG
merge
TOMP
modulus パーティショナー
TOPC
"C" オペレーター・サポート
TOPK
peek
TOPS
ソート・テスト・オペレーター (内部のみ)
TORD
remdup
TORP
range パーティショナー
TOSA
SAS オペレーター
TOSC
SAS オペレーター
TOSE
SAS import/export オペレーター
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TOSF
sortfunnel
TOSK
surrogatekey
TOSO
tsort
TOSP
sample
TOSQ
sequence
TOSS
syncsort
TOST
statistics オペレーター
TOSW
select
TOTR
transfer_to_raw (内部のみ)
TOTW
tagswitch
TOUS
unixsort
TOWR
writerangemap
TOXF
xlate_fields (内部のみ)
TPSM
parallelsortmerge
TPSR
promotesubrec
TSSR
splitsubrec
TSVT
splitvect

データベース関連のメッセージ接頭語
TCDB
共通データベース・インフラストラクチャー

Oracle オペレーター・メッセージ接頭語
TDOR
Oracle データベース・メッセージ
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コマンド・メッセージ接頭語
TCDS
dsrecords
TCDU
いずれかからのコピー
TCGC
gencfg
TCOA
orchadmin、checkconfig
TCOS
osh
TCPS
parseschema
TCRA
readadvstats
TCRC
readcobol
TCRE
リソース見積もり
TCRS
readstats
TCST
スタンドアロン (ジョブ開始)

内部フレームワーク・メッセージ接頭語
TFAC
アクセサー API
TFAD
アダプター API
TFAM
データ・マネージャー API
TFAR
永続性 - APT_Archive および出力仕様
TFAS
アソシエーション・パターン
TFAV
引数チェッカー
TFBA
ストレージ割り振り
TFBG
"by group" ヘルパー・クラス、キー・グループ
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TFBI
バッファー I/O
TFCB
結合可能オペレーター・サポート
TFCC
NLS コンバーター
TFCF
構成ファイル処理
TFCI
結合可能オペレーター・サポート
TFCL
コレクター
TFCM
スキーマ処理
TFCN
コンダクター
TFCO
変換 - その他
TFCP
合成オペレーター・サポート
TFCR
コレクター
TFCT
タイマー
TFCU
カーソル API
TFDA
APT_Date 実装
TFDE
APT_Decimal 実装
TFDM
データ・マネージャー
TFDP
非推奨機能の取り扱い
TFDR
APT_DataSet 実装
TFDS
APT_DataSet API
TFEF
APT_EnvironmentFlag の実装
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TFEL
APT_ErrorLog の実装
TFFL
APT_FieldList の実装
TFFS
APT_FileSet 実装
TFFT
APT_FieldTraversal 実装
TFIB
インポート/エクスポート基本オペレーターの実装
TFIC
APT_Interface の実装
TFID
APT_Identifier の実装
TFIF
APT_GFImportExport 基本クラスの実装
TFIG
インポート/エクスポート・グループ・レイヤーの実装
TFIO
入出力管理機能 (オペレーター間データ接続)
TFIP
APT_Interface の実装
TFIR
APT_InstantiatorRegistry の実装
TFIX
ほとんどのビルトイン・タイプのインポート/エクスポート汎用関数
TFKG
キー・グループの実装
TFKL
キー・ルックアップの実装
TFLX
APT_Lexer の実装
TFMA
APT_MultiFieldAccessor の実装
TFNV
NULL 変換
TFOG
オペレーター・レジストリー
TFON
osh オペレーター名登録の実装
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TFOP
APT_Operator 基本クラスの実装
TFOR
オペレーター実装
TFOS
ジョブ・パラメーター・サポート
TFPA
パス名ユーティリティー
TFPL
APT_PropertyList の実装
TFPM
プロセス・マネージャー
TFPR
パーティショナーの実装
TFPT
APT_Partitioner 基本クラスの実装
TFPX
永続性の実装
TFRA
乱数生成
TFRB
リソース・バンドルのサポート
TFRC
APT_Record の実装
TFRF
APT_RawField の実装
TFRM
リソース・マネージャー (構成マネージャーのサブコンポーネント)
TFRR
レコード管理 API の実装
TFRS
import/export が使用するレコード・ストリーマー実装
TFRT
APT_RawField API
TFSB
サブカーソル API (階層データ)
TFSC
スコア・コンポーザー
TFSF
ストリング基本クラス (APT_String および APT_UString で使用)
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TFSG
ソート・キー・エクスポート機構
TFSK
ソート・キーの実装
TFSL
APT_FieldSelector の実装
TFSN
ストリング・クラスのプロトコル・サポート
TFSO
ラップ・サブプロセス・オペレーター
TFSP
APT_Step API
TFSR
APT_Step の実装
TFST
ストリング・クラス・タイプ記述子の基本実装
TFSU
サブプロセス・オペレーターの実装
TFTA
タグ付きサブレコードのアクセサー API
TFTC
タイプ変換基本クラスのサポート
TFTD
リソース見積もり、モデル・サポート
TFTE
内部インポート/エクスポート・テスト・オペレーター
TFTF
汎用関数基本クラスの実装
TFTI
APT_Time の実装
TFTP
基本プロトコル・サポート
TFTS
APT_TimeStamp の実装
TFTU
不明タイプの処理
TFXF
APT_Transfer API
TFXP
内部例外サポート
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TFXR
転送実装
TLCL
照合シーケンス・サポート
TLIC
ライセンス交付内部オペレーター
TOBA
均衡入力オペレーター・ベースの実装
TOPR
述部の評価
TOSH
osh サポート
TPDO
パフォーマンス・モニターのサポート
TRES
リソース・トラッカー
TSRR
SAS コレクター・サポート
TUSF
APT_StructuredFile API
TUTL
内部ユーティリティー
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第 2 章 TDOR: Oracle オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TDOR メッセージについて説明します。
DSEE-TDOR-00160 NLS 文字マップ <{0}> が指定さ
れていますが、NLS_LANG が設定されて
いません。
説明: NLS 文字マップは、NLS_LANG で指定された
文字セットと等しい ICU コード・ページに設定されて
いなければなりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
します。

指示に従って NLS 文字マップを設定

DSEE-TDOR-00172 {0} へのアクセスが必要ですが使
用できません。
説明:

必要な {0} へのアクセスが使用できません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: データベース管理者に連絡し、
SELECT 特権を取得してください。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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第 3 章 TFDM: データ・マネージャー
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFDM メッセージについて説明します。
DSEE-TFDM-00028 無効なファイル・セット {0}: パ
ーティション化で問題
説明: ファイル・セットの削除を実行しようとしました
が、このファイル・セットには、現在の構成ファイルで
はアクセスできないノード上のファイルが含まれていま
す。{0} は、そのファイル・セットの名前です。
システムの処置:

なし。

説明: データ・セット {0} のデータ・セット記述子フ
ァイルの書き込み時に問題が発生しました。記述子ファ
イルが、存在しないディレクトリーにあるか、書き込み
許可のないディレクトリーにあります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ディレクトリーが存在し、書き込み許
可があることを確認してください。

ユーザーの処置: 構成ファイルを変更し、ファイル・セ
ットの記述子ファイル ({0}) に指定されたノードがすべ
て含まれるようにしてください。ファイル・セット記述
子ファイルは、通常のテキスト・ファイルですから、必
須ノードの判別は簡単です。
DSEE-TFDM-00080

データ・セット名が無効: {0}

説明: データ・セットまたはファイル・セットに指定さ
れた名前が「無効」です。メッセージ ({0}) にこの問題
の本質に関する追加情報が記載されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 名前を訂正してください。(「無効」
の内容は明確ではありません。)
DSEE-TFDM-00081 DMFileDataset は、非ファイル永
続記述子を処理できません。
説明: データ・セット名に「プロトコル」指定
(「file:」、「http:」など) が含まれていることがありま
す。一般に、多くの処理でサポートされているのは、
「file:」プロトコルのデータ・セットに限られます。
「file:」以外のプロトコルのロケーターは、データ・マ
ネージャーのファイル・データ・セットに関連付けられ
ました。「file:」プロトコルのみが、このクラスによっ
てサポートされます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: これらのクラスへのアクセス権限を持
っていないか、プロトコルを設定することができませ
ん。IBM ソフトウェア・サポートに連絡してくださ
い。
DSEE-TFDM-00094 「{0}」の ORCHESTRATE File
Data Set 記述子のアーカイブでエラーが
ありました。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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第 4 章 TFIG: グループ・コンポーネント・レイヤーのインポー
トとエクスポート
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFIG メッセージについて説明します。
DSEE-TFIG-00021 1、2、3、4、または none が必要で
す。戻り値は {0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、 1、 2、
3、 4、または値なし、のいずれかでなければなりませ
ん。複数文字は、このプロパティーでサポートされてい
ません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 1、2、3、4、または値なし、のいずれ
かを使用してください。
DSEE-TFIG-00023 {0} プロパティーはストリング値で
なければなりません。
説明: {0} プロパティーにはストリング値を指定しなけ
ればなりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: エラー・メッセージで示されたプロパ
ティーにストリング値を指定してください。
DSEE-TFIG-00024 シングル・テキスト文字 {1}、
whitespace、 ws、 end_of_record、
end、 または none が必要です。戻り値
は {0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、シング
ル・テキスト文字、 whitespace、 ws 、
end_of_record、 end、 または値なし、のいずれかが必要
です。複数文字は、区切り文字プロパティーでサポート
されていません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: レコードにシングル文字フィールド区
切り文字が含まれている場合、シングル文字、
whitespace、 ws、 end_of_record、 end または値なし、
が使用されているかどうか確認してください。複数の文
字フィールド区切り文字値を指定するには、
delim_string オプションを使用します。

DSEE-TFIG-00028 シングル・テキスト文字 {0}、ダブ
ル・テキスト文字、1 文字、または 2 文
字ストリングが必要です。戻り値は {1}
です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、シング
ル・テキスト文字、ダブル・テキスト文字、1 文字、ま
たは 2 文字ストリングのいずれかが必要です。複数文
字はこのプロパティーではサポートされません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: シングル・テキスト文字 {0}、ダブ
ル・テキスト文字、1 文字、または 2 文字ストリング
を指定してください。
DSEE-TFIG-00030 {0} 参照フィールドはリンク・フィ
ールドではありません。
説明: {0} 参照フィールドのリンク・プロパティーが設
定されていません。可変長ストリングまたは可変長ベク
トルを示すために使用される参照フィールドは、リン
ク・プロパティー・セットを使用しなければなりませ
ん。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 参照フィールドが、そのフィールドの
フィールド・レベル・プロパティーにリンクしているか
どうか確認してください。
DSEE-TFIG-00031 {0} 参照フィールドが、{1} テキス
ト・フィールドと同じ有効範囲に見つかり
ません。
説明: {0} 参照フィールドが、リンク先の参照フィール
ドより有効範囲で高くなっているか、または低くなって
います。例えば、vecLength フィールドが最上位フィー
ルドであるとします。これは可変長ベクトル・フィール
ドに対する参照フィールドとして使用されており、サブ
レコードの一部として vecField が含まれています。こ
の例では、vecLength が vecField より高位の最上位有効
範囲にあるため、 vecField にリンクする参照フィール
ドとして提供できません。
システムの処置: なし。
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DSEE-TFIG-00038
ユーザーの処置: スキーマを編集して、リンク・フィー
ルドと参照フィールドが同じ有効範囲に含まれるように
するか、別のデータ・フォーマットを使用してくださ
い。
DSEE-TFIG-00038 ドロップ・プロパティーには値が含
まれません。戻りテキストは {0} です。
説明: ドロップ・プロパティーを使用して、インポート
でドロップされ、データ・セットに保管されないフィー
ルドを指定することができます。ドロップ・プロパティ
ーの正しい構文は次のとおりです。 { drop }
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: スキーマを編集し、ドロップ・プロパ
ティーから値をドロップしてください。
DSEE-TFIG-00040 文字セット・プロパティーを
ASCII プロパティーまたは EBCDIC プ
ロパティーと同時に使用することはできま
せん。
説明: 文字セット・プロパティーが ASCII プロパティ
ーまたは EBCDIC プロパティーと同時に使用されまし
た。これらのプロパティーは同時に使用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ASCII プロパティーまたは EBCDIC
プロパティーを使用する場合、文字セット・プロパティ
ーを使用しないでください。
DSEE-TFIG-00041 文字セット・プロパティーにはスト
リング値が必要です。戻り値は {0} で
す。
説明: 文字セット・プロパティーは、International
Components for Unicode (ICU) によって定義された文字
セットを指定します。文字セットの正しい構文は次のと
おりです。
record { charset = charset }
field_definition { charset = charset };
システムの処置:

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
してください。

print_field プロパティーから値を削除

DSEE-TFIG-00050 delim_string プロパティーはストリ
ング値でなければなりません。戻りテキス
ト値は {0} です。
説明: delim_string プロパティーを使用して、末尾区切
り文字を形成する 1 つ以上の ASCII またはマルチバイ
ト Unicode 文字のストリングを指定することができま
す。delim_string プロパティーの正しい構文は次のとお
りです。
record {delim_string = ’ASCII_string’ |
’multi_byte_Unicode_string’ }
field_definition { delim_string = ’ASCII_string’ |
’multi_byte_Unicode_string’ };
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: delim_string プロパティーにストリン
グ値を指定してください。
DSEE-TFIG-00051 delim_string プロパティーは空では
ないストリング値でなければなりません。
戻りテキスト値は {0} です。
説明: delim_string プロパティーを使用して、末尾区切
り文字を形成する 1 つ以上の ASCII またはマルチバイ
ト Unicode 文字のストリングを指定することができま
す。delim_string プロパティーの正しい構文は次のとお
りです。
record {delim_string = ’ASCII_string’ |
’multi_byte_Unicode_string’ }
field_definition { delim_string = ’ASCII_string’ |
’multi_byte_Unicode_string’ };
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: delim_string プロパティーに空でない
ストリング値を指定してください。

なし。

ユーザーの処置: 文字セット・プロパティーにストリン
グ値を指定してください。
DSEE-TFIG-00048 print_field プロパティーには値が含
まれません。戻りテキストは {0} です。
説明: print_field プロパティーはデバッグ専用に使用さ
れます。このプロパティーを使用すると、 import オペ
レーターにはフィールドにインポートされた個々の値が
表示されます。 print_field プロパティーの正しい構文は
次のとおりです。
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DSEE-TFIG-00052 有効範囲に final_delim プロパティ
ーと接頭部プロパティーの両方を入れるこ
とはできません。
説明: final_delim プロパティーと接頭部プロパティー
を同時に使用することはできません。 final_delim プロ
パティーを使用すると、最後のフィールドの区切り文字
を指定することができます。接頭部プロパティーを使用
すると、データ・ファイルの個々のインポート・フィー
ルドまたはエクスポート・フィールドに、フィールドの
長さまたはタグ付きサブレコードのタグ値がバイナリー
値で入っている 1、2、または 4 バイトの接頭部を付け

DSEE-TFIG-00053
ることを指定することができます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: final_delim プロパティーまたは接頭
部プロパティーを削除してください。
DSEE-TFIG-00053 final_delim_string プロパティーは
ストリング値でなければなりません。戻り
テキストは {0} です。
説明: final_delim_string プロパティーを使用して、レコ
ードの最後のフィールドの区切り文字ストリングである
1 つ以上の ASCII またはマルチバイト Unicode 文字の
ストリングを指定することができます。
final_delim_string の正しい構文は次のとおりです。
record {final_delim_string = ’ASCII_string’ |
’multi_byte_Unicode_string’ }
Usage Details
Field Defaults > Final Delimiter >
Chars ASCII_string
文字ストリングは単一引用符で囲みます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: final_delim_string プロパティーにスト
リング値を指定してください。
DSEE-TFIG-00054 final_delim_string プロパティーは
空ではないストリング値でなければなりま
せん。戻りテキストは {0} です。
説明: final_delim_string プロパティーを使用して、レコ
ードの最後のフィールドの区切り文字ストリングである
1 つ以上の ASCII またはマルチバイト Unicode 文字の
ストリングを指定することができます。
final_delim_string の正しい構文は次のとおりです。
record {final_delim_string = ’ASCII_string’ |
’multi_byte_Unicode_string’ }
Usage Details
Field Defaults > Final Delimiter >
Chars ASCII_string
文字ストリングは単一引用符で囲みます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: final_delim_string プロパティーに空で
ないストリング値を指定してください。
DSEE-TFIG-00055 有効範囲に引用符プロパティーと接
頭部プロパティーの両方を入れることはで
きません。
説明: 引用符プロパティーと接頭部プロパティーを同時
に使用することはできません。引用符プロパティーを使
用して、単一引用符、二重引用符、それ以外の ASCII

文字、マルチバイト Unicode 文字、または一対の
ASCII 文字、マルチバイト Unicode 文字を使用してフ
ィールドを囲むように指定することができます。接頭部
プロパティーを使用すると、データ・ファイルの個々の
インポート・フィールドまたはエクスポート・フィール
ドに、フィールドの長さまたはタグ付きサブレコードの
タグ値がバイナリー値で入っている 1、2、または 4 バ
イトの接頭部を付けることを指定することができます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 引用符プロパティーまたは接頭部プロ
パティーを削除してください。
DSEE-TFIG-00057 null_field プロパティーはストリン
グ値でなければなりません。戻りテキスト
は {0} です。
説明: null_field プロパティーを使用して、NULL を示
す値を指定することができます。正しい構文は次のとお
りです。
field_definition { null_field = ’byte_value’ |
’multi_byte_Unicode_value’};
byte_value または multi_byte_Unicode_value には、イン
ポート時には、NULL が入るフィールドに指定される値
を示します。エクスポート時には、ソース・フィールド
が NULL に設定されている場合、エクスポート・フィ
ールドに指定される値を示します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: null_field プロパティーにストリング
値を指定してください。
DSEE-TFIG-00058 actual_length プロパティーは
null_length プロパティーと同時に使用さ
れなければなりません。
説明: actual_length プロパティーは、インポート時に、
フィールドの長さが null_length と同じ場合にスキップ
する実際のバイト数を指定します。エクスポート時に
は、actual_length プロパティーは、エクスポート・フィ
ールドに NULL が含まれる場合に、null-field または指
定された埋め込み文字で埋めるバイト数を指定します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: null_length プロパティーと
actual_length プロパティーを同時に使用してください。
DSEE-TFIG-00060 null_length 値は整数でなければな
りません。戻りテキストは {0} です。
説明: null_length プロパティーに非整数値が使用され
ています。null_length フィールドの正しい構文は次のと
おりです。

第 4 章 TFIG: グループ・コンポーネント・レイヤーのインポートとエクスポート

17

DSEE-TFIG-00061
field_definition { null_length= length }
「length」は、NULL を含む可変長フィールドの長さ
(バイト単位) です。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: null_length プロパティーに整数値を
指定してください。
DSEE-TFIG-00061 actual_length 値は整数でなければ
なりません。戻りテキストは {0} です。
説明: actual_length プロパティーに非整数値が使用され
ています。actual_length プロパティーの正しい構文は次
のとおりです。
field_definition {actual_length = length };
length は、 import オペレーターでスキップされるバイ
ト数か、フィールドが NULL として特定されるとき
に、 export オペレーターでゼロで埋められるバイト数
を示します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: actual_length プロパティーに整数値を
指定してください。

DSEE-TFIG-00065 ドロップ・プロパティーをタグ付き
サブフィールドに表示することはできませ
ん。
説明: ドロップ・プロパティーを使用して、インポート
でドロップされ、データ・セットに保管されないフィー
ルドを指定することができます。このプロパティーは、
レコード、サブレコード、またはタグ付きフィールド、
サブフィールドを除くすべてのデータ・タイプのフィー
ルドで使用できます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: タグ付きサブフィールドからドロッ
プ・プロパティーをドロップしてください。
DSEE-TFIG-00071 {0} データ・タイプは、ユーザーの
指定したデフォルト値をサポートしませ
ん。
説明: {0} タイプはデフォルト値をサポートしません。
デフォルトとして指定される値を構文解析できる方法が
ありません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: このフィールドに指定されているデフ
ォルト値を削除してください。

DSEE-TFIG-00062 可変長ベクトルは、 vector_prefix
プロパティーまたは参照プロパティーを使
用しなければなりません。

DSEE-TFIG-00073 デフォルト値はタイプ {0} または
テキスト {1} で無効です。

説明: 可変長フィールドは、vector_prefix プロパティー
または参照フィールド・プロパティーを使用していませ
ん。これらのプロパティーのうち、少なくとも 1 つが
必要です。

説明: フィールドのデフォルト値を構文解析して、タイ
プ {0} のインスタンスに変換することはできません。
これは、以下に記載する問題のいずれかが原因である可
能性があります。

システムの処置:

v 数字のデフォルト値に 1 つ以上の無効文字が含まれ
ています。例えば、 1.234z56 は無効な浮動小数点で
す。

なし。

ユーザーの処置: vector_prefix プロパティーまたは参照
フィールド・プロパティーを使用して、可変長ベクトル
の長さを定義してください。
DSEE-TFIG-00064 可変長ベクトル・フィールドのみが
vector_prefix プロパティーを使用するこ
とができます。
説明: vector_prefix プロパティーは、可変長ベクトルと
してフォーマットされているフィールドにのみ適用され
ます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ベクトル・フィールドから
vector_prefix プロパティーを削除してください。
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v 日付のデフォルト値は、使用されている日付形式と一
致しなければなりません。例えば、日付形式として
YYYY-MM-DD が使用されていて、「1965-99-99」が
使用されたとします。「99-99」は有効な日付文字で
はありません。
v 10 進数のデフォルトが、必要なフォーマットと一致
していません。例えば、1.66666667e+002 はデフォル
トの 10 進数として有効ではありません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 特定のデータ・タイプと、データ・タ
イプおよびフォーマット・プロパティーが一致するデフ
ォルト値の有効なストリング表記を使用してください。
プロパティーが日付、タイム・スタンプ、および時刻の

DSEE-TFIG-00080
いずれかの場合、フォーマット・プロパティーも指定す
る必要があります。

DSEE-TFIG-00115 {0} は識別できない最上位フォーマ
ット・プロパティーです。

DSEE-TFIG-00080 null_field プロパティーが、NULL
にできないフィールドで使用されました。

説明: インポート・スキーマまたはエクスポート・スキ
ーマの最上位レコード・プロパティーが処理されたとき
に、無効な {0} プロパティーが見つかりました。

説明: null_field プロパティーは、NULL にできないフ
ィールドでは使用できません。

システムの処置: なし。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: NULL 値を使用できないフィールド
から null_field プロパティーを削除してください。
NULL 値がフィールドで使用される場合には、NULL 値
が使用できるフィールド・プロパティーに変更します。
DSEE-TFIG-00081 null_length プロパティーが、NULL
にできないフィールドで使用されました。
説明: null_length プロパティーは、NULL にできない
フィールドでは使用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: NULL 値を使用できないフィールド
から null_field プロパティーを削除してください。
NULL 値がフィールドで使用される場合には、NULL 値
が使用できるフィールド・プロパティーに変更します。
DSEE-TFIG-00112 埋め込み文字にはシングル・テキス
ト文字が必要です。戻り値は {value} で
す。

ユーザーの処置: プロパティーが有効なインポート・プ
ロパティーで、スペルが正しいか確認してください。例
えば、paddingchar が指定されていますが、このプロパ
ティー名の正しいスペルは padchar です。
DSEE-TFIG-00117 {0} は識別できないタイプ固有のフ
ォーマット・プロパティーです。
説明: インポート・スキーマまたはエクスポート・スキ
ーマが処理されたときに、無効な {0} プロパティーが
見つかりました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: プロパティーが有効なインポート・プ
ロパティーで、スペルが正しいか確認してください。
DSEE-TFIG-00121 NULL 処理のプロパティーを付け
ずに、NULL 可能フィールドをエクスポ
ート

説明: 埋め込み文字値にはシングル・テキスト文字が使
用されなければなりません。

説明: NULL 可能の列がファイルにエクスポートされ
ようとしていますが、NULL 値の表記が指定されていま
せん。NULL 値が検出されると、ジョブは失敗します。
列をエクスポートする典型的なコンポーネントには、次
のオペレーターが含まれます。

システムの処置:

v ファイルのインポートとエクスポートのオペレーター

なし

ユーザーの処置: 埋め込み文字値を変更して、シング
ル・テキストを使用するようにしてください。

v フィールドのインポートとエクスポートのオペレータ
ー
v いくつかのデータベースのオペレーター

DSEE-TFIG-00113 埋め込み文字値は、0 から 255 ま
での整数でなければなりません。戻り値は
{value} です。
説明: 指定された埋め込み文字値は、有効な文字値の範
囲外です。識別できる 0 から 255 までの範囲では、数
値のみが使用できます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 埋め込み文字値を変更して、0 から
255 までにしてください。

v さらに、Sequential File ステージの export オペレー
ターでよく起こります。
システムの処置: ジョブは実行されます。NULL 値が
検出されると、ジョブは異常終了します。
ユーザーの処置: 列に NULL 値が検出される可能性が
ある場合は、NULL 値が正しく処理されるようにジョブ
を変更してください。例えば、Modify ステージを使用
して、NULL 値が検出された場合のデフォルトの置換文
字の値を指定できます。または、エクスポート仕様を変
更して、NULL 値の表記を提供できます。
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DSEE-TFIG-00122
DSEE-TFIG-00122 null_field の長さ {0} は、{1} のフ
ィールドの固定幅と一致していなければな
りません。
説明: null_field の長さ {0} が無効です。{0} の長さ
は、{1} のフィールドの固定幅と同じ長さでなければな
りません。固定幅のフィールドには、日付フィールド、
10 進数フィールド、特定の幅プロパティーが適用され
るフィールドなどがあります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: null_field 値の長さを変更して、フィ
ールドの固定幅と一致させるようにしてください。
DSEE-TFIG-00126 リンク・フィールドは固定長でなけ
ればなりません。
説明: 可変長のリンク・フィールドが、エクスポート処
理中に検出されました。リンク・フィールドは、レコー
ド・レイアウトで、リンク・フィールドが参照するフィ
ールド、サブレコード、タグ付きレコードの前に表示さ
れるため、リンク・フィールド値が書き込まれるレコー
ド・レイアウトに、固定バイト数が予約されていなけれ
ばなりません。リンク・フィールドには、参照フィール
ドが確認されるまでは書き込みできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: リンク・フィールドのタイプまたはフ
ォーマット・プロパティーを固定幅に変更してくださ
い。
DSEE-TFIG-00182 引用符文字がフィールド {0}{1} で
必要です。{2} が必要です。{3} がオフセ
ット {4} で戻りました。
説明: インポート処理中に、フィールドの構文解析で予
期しない文字が検出されました。インポート・スキーマ
で定義されている引用符文字が必要です。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: インポートされるデータ・レコード
が、インポート・スキーマで指定される引用符文字と一
致しているかどうか確認してください。データを訂正す
るか、インポート・スキーマの引用符文字プロパティー
を変更して、データ・レコードと一致させます。
DSEE-TFIG-00187 {0} {1} フィールドにインポート・
エラーが含まれています。デフォルト値
{2} がオフセット {3} にありません。
説明: インポートされるデータが、インポート・スキー
マのタイプおよびフォーマット仕様と一致しません。フ
ィールド位置 {0} と {1} にあるレコード・バッファー
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がインポートされたときに、間違った値が検出されまし
た。フィールドに設定するデフォルト値 {2} が指定さ
れていないため、レコードをインポートできません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: インポートされるデータ・レコード
が、インポート・スキーマのスキーマ・タイプおよびフ
ォーマット情報と一致しているかどうか確認してくださ
い。データを訂正するか、インポート・スキーマのフォ
ーマット情報を変更して、データ・レコードと一致させ
ます。または、インポート・エラーが発生した場合は、
デフォルト値を使用してフィールドに設定します。
DSEE-TFIG-00201 フィールド "{0}" はインポートに
失敗し、デフォルト値はありません:
{1}、オフセット: {2}
説明: フィールド {0} のインポート中にエラーが検出
されましたが、このフィールドにデフォルト値は指定さ
れていません。{1} は、インポートされるフィールドの
実際の内容で、レコードの先頭からのバイト数は {2}
バイトとなっています。
システムの処置: インポート処理で指定したオプション
に応じて、以下のいずれかの処理が行われます。
v ジョブが直ちに異常終了になる。
v レコードが出力データ・セットからドロップされ、ジ
ョブは続行される。
v レコードのソースがリジェクト・データ・セットに送
信される。
ユーザーの処置: ユーザー対応としては、ユーザーの意
図に応じて次のいずれかを実行してください。
v このエラーが想定されたものである場合は、対応は不
要です。
v フィールドにデフォルト値を指定します。
v 適切なリジェクト処理を指定します。

第 5 章 TFIO: 入出力
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFIO メッセージについて説明します。
DSEE-TFIO-00032 writeBlock の中でエラー - {0} を
書き込めませんでした。
説明: buffer オペレーターで、データ・ブロックをディ
スクに書き込む時に、エラーが発生しました。書き込み
ができなかったデータ量は、{0} バイトです。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 以下のことを確認してください。
デフォルトまたは「バッファー」ディスク・プ
ールのいずれかにスクラッチ・ディスク・リソ
ースが定義されていること。
定義されたリソースがアクセス可能であり (リ
ソースが存在し、ユーザーが書き込めること)、
十分なスペースがあること。
DSEE-TFIO-00113 APT_Communicator::pm
RecvParitionInfo: 読み取り失敗 errno =
{0} ({1})、状況 = {2}
説明: ステージ間のデータ移動に使用される接続のセッ
トアップ中に TCP/IP 読み取りが失敗しました。Unix
エラー番号は {0}、エラー・ストリングは {1}、読み取
り状況値は {2} です。2 つのプレイヤー・プロセス間
のデータ接続のセットアップが失敗したのは、プロセス
の送信が予期せずに失敗したか、ネットワーク関連の問
題が原因である可能性があります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ステージ間のデータ移動のためのネッ
トワークが使用可能であることを確認してください。ネ
ットワークがアクティブで使用可能であれば、エンジン
を再始動してください。
DSEE-TFIO-00126 waitForWriteSignal(): ノード {0}
で、早すぎる EOF がありました {1}
説明: TCP/IP ソケットで、予期しないファイル終了状
態を受信しました。エラーが発生したノードは {0}、
UNIX エラー・ストリングは {1} です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ジョブ・ログを参照し、別のエラー状
態がないか確認してください。また、ハードウェアかソ
フトウェア障害が原因でネットワーク問題が生じたこと
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を示している場合もあります。
DSEE-TFIO-00153 通信リソースを割り振ることができ
ません。
説明: 共有メモリー・バッファーを割り振ろうとしまし
たが、失敗しました。ダウンストリームのオペレーター
が失敗した可能性があります。これによって、通信リソ
ースが無効になりました。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 失敗したオペレーターについてトラブ
ルシューティングを行い、(必要であれば) エンジンを再
始動して、ジョブを再試行してください。
DSEE-TFIO-00175 ファイル {0} をマッピングできま
せん: {1}。Orchestrate ノード {2} (ホス
ト名 {3}) でエラーが発生しました。
説明: {0} という名前のファイルに対してマッピング呼
び出しを実行しようとして問題が発生しました。UNIX
エラー・ストリングが {1} に報告され、構成ファイ
ル・ノード名が {2}、DNS ホスト名が {3} で、それぞ
れ示されます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ホスト名が {3} のホスト上の
Orchestrate ノード {2} に、連続したメモリーまたはデ
ィスク・スペースなどのシステム・リソースが十分にあ
ることを確認してください。ネットワークにアタッチさ
れたストレージ・デバイスがある場合は、それも確認し
ます。
DSEE-TFIO-00211 APT_Communicator::connectTo:
connect() が、ConnectionInfo オブジェク
ト「TCP、接続ホスト: {3} ({4})、TCP
ポート番号: {5}」を使用したノード {2}
上で、UNIX エラー {0} ({1}) のために失
敗しました。connect() を再試行します。
説明: TCP/IP 接続が、{0} および {1} で示された
Unix errno およびエラー・ストリングで失敗しました。
失敗が生じた DNS ホスト名は {2}、接続先は、ホスト
名が {3}、TCP/IP アドレスが {4} (ドット区切りの 4
分節表記による)、ポート番号が {5} で示されていま
す。接続は、再試行されます。
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システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ネットワークが正しく構成されている
ことを確認してください。
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第 6 章 TFIX: 基本タイプのインポートとエクスポート
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFIX メッセージについて説明します。
DSEE-TFIX-00001 テキストは 10 進モードでは使用で
きません。

DSEE-TFIX-00219 テキスト表記は、decimal モードと
互換性がありません。

説明:

説明: ありません。

10 進モードは数値のみサポートします。

システムの処置:

なし。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
さい。

10 進モードでは数値を使用してくだ

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00002 c_format プロパティーは、バイナ
リー表記では使用できません。
説明: c_format プロパティーは、sscanf() 関数のフォー
マットを指定して、データを整数または浮動小数点デー
タに変換し、sprintf() 関数で、整数または浮動小数点デ
ータをストリング・データに変換します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: c_format プロパティーについては、
c_format IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パ
ラレル・ジョブ上級開発者ガイドを参照してください。

DSEE-TFIX-00220 c_format は、バイナリー表記では
使用しません。
説明: ありません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。
DSEE-TFIX-00221 変換エラー。指定された実際の整数
部と小数部のサイズは、それぞれ {0} と
{1} です。
説明:

ありません。

システムの処置: なし。
DSEE-TFIX-00003 15 桁を超える数値が 10 進モード
で使用されました。整数サイズ {0} と小
数サイズ {1} が指定されています。
説明: 10 進モードで整数と小数を指定するときに、15
桁を超える数値を使用すると、エラーが発生する可能性
があります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。
DSEE-TFIX-00222 10 進モードにおける整数と小数の
合計桁数が 31 を超えてはなりません。戻
り値は整数 {0} と小数 {1} です。
説明: ありません。
システムの処置: なし。

ユーザーの処置: 10 進モードで整数と小数を指定する
ときに、15 桁を超える数値を使用しないでください。

ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00004 10 進モードにおける整数と小数の
合計桁数が 31 を超えています。整数が
{0} で、小数が {1} です。

DSEE-TFIX-00223 width 値と max_width プロパティ
ーの両方を同時に指定することはできませ
ん。戻り値は width {0} と max_width
{1} です。

説明: 整数値と小数値の桁の合計は、10 進モードでは
31 を超えてはなりません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 整数値と小数値を組み合わせて指定す
る場合には、31 桁を超えないようにしてください。

説明: max_width は、宛先フィールドの最大幅を定義し
ます。width は、インポートまたはエクスポートされた
テキスト・フォーマットのフィールドの 8 ビット・バ
イトの数を指定します。これらのプロパティーは同時に
使用できません。
システムの処置:

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

なし。
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DSEE-TFIX-00224
ユーザーの処置: width または max_width プロパティ
ーを削除してください。
DSEE-TFIX-00224 小数部は非ゼロ ({0}) です。小数部
分のいずれかが警告なしで切り捨てられま
す。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00225 {0} と {1} のどちらも定義されてい
ません。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。
DSEE-TFIX-00226
説明:

正しくない decimalMode_, {0}

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00227 {0} が失敗しました。フィールド長
が不明です。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00228 {0} APT_GFIX_Int@0x {1}
representation: {2} endian: {3} charset:
{4} decimal: {5} intsize: {6} fracsize: {7}
fixwidth: {8} padding: {9} informatted:
{10} informat: {11} outformatted: {12}
outformat: {13} width: {14} max width:
{15} bytes: {16} signed: {17} notENone:
{18} ¥0
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00230 ストリング/パック変換では、小数
部はゼロでなければなりません。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00231 width 値と max_width の両方を同
時に指定することはできません。戻り値は
width {0} と max_width {1} です。
説明: max_width は、宛先フィールドの最大幅を定義し
ます。width は、インポートまたはエクスポートされた
テキスト・フォーマットのフィールドの 8 ビット・バ
イトの数を指定します。これらのプロパティーは同時に
使用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: width または max_width プロパティ
ーを削除してください。
DSEE-TFIX-00232 パック・モードは、width または
max_width をサポートしません。
説明: パック・プロパティーは、インポートまたはエク
スポートされたフィールドにパック 10 進数が含まれて
いることを指定します。width 変数と max_width 変数
は、パック・プロパティーでは同時に使用できません。
パック・プロパティーで使用できる変数は次のとおりで
す。check (デフォルト) は、インポートまたはエクスポ
ート時にデータ検査プロセスを実行します。このプロパ
ティーは、 fix_zero が指定された場合、無視されます。
nocheck は、インポートまたはエクスポート時にデータ
の検査プロセスを省略する場合に使用します。このプロ
パティーは、 fix_zero が指定された場合、無視されま
す。check オプションと nocheck オプションを同時に使
用することはできません。signed (デフォルト) では、イ
ンポートまたはエクスポート時にソースの 10 進数の符
号を使用します。 unsigned では、インポートまたはエ
クスポートされたフィールドの実際の符号に関係なく、
正の値を示す 0xf の符号ニブルを生成します。このフォ
ーマットは、 COBOL PICTURE 999 フォーマット
(S999 の逆) に対応します。 signed オプションと
unsigned オプションも同時に使用することはできませ
ん。

DSEE-TFIX-00229 {0} APT_GFIX_Raw@0x {1} is
fixed {2} width: {3} ¥0

システムの処置: なし。

説明:

ユーザーの処置: width または max_width プロパティ
ーを削除してください。「説明」セクションで説明して

ありません。

システムの処置:
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DSEE-TFIX-00233
いるように、パック・プロパティーの正しい値を使用し
ます。
DSEE-TFIX-00233 スキーマ・ストリング・フィールド
長は、指定された場合は、整数および小数
部のパラメーターと適合する必要がありま
す。パラメーターは {0} バイトのフィー
ルド幅を必要とします。スキーマは {1}
バイトを指定します。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

ンポートまたはエクスポート時にソースの 10 進数の符
号を使用します。 unsigned では、インポートまたはエ
クスポートされたフィールドの実際の符号に関係なく、
正の値を示す 0xf の符号ニブルを生成します。このフォ
ーマットは、 COBOL PICTURE 999 フォーマット
(S999 の逆) に対応します。 signed オプションと
unsigned オプションも同時に使用することはできませ
ん。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: width または max_width プロパティ
ーを削除してください。「説明」セクションで説明して
いるように、パック・プロパティーの正しい値を使用し
ます。

DSEE-TFIX-00234 {0} APT_GFIX_String@0x {1}
endian: {2} charset: {3} decimal: {4}
intsize: {5} fracsize: {6} decimalwidth:
{7} is fixed {8} width: {9} padchar: {10}
fieldIsFixedLength: {11} fieldFixedLength:
{12} hasWidthParam: {13} widthParam:
{14} hasMaxWidthParam: {15}
maxWidthParam: {16} ¥0

DSEE-TFIX-00244 スキーマ・ストリング・フィールド
長は、指定された場合は、整数および小数
部のパラメーターと適合する必要がありま
す。パラメーターは {0} バイトのフィー
ルド幅を必要とします。スキーマは {1}
バイトを指定します。

説明:

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00242 浮動小数点フィールドは、デフォル
トのエクスポート・フォーマットで少なく
とも 8 列幅でなければなりません。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00243 パック・モードは、width または
max_width をサポートしません。
説明: パック・プロパティーは、インポートまたはエク
スポートされたフィールドにパック 10 進数が含まれて
いることを指定します。width 変数と max_width 変数
は、パック・プロパティーでは同時に使用できません。
パック・プロパティーで使用できる変数は次のとおりで
す。check (デフォルト) は、インポートまたはエクスポ
ート時にデータ検査プロセスを実行します。このプロパ
ティーは、 fix_zero が指定された場合、無視されます。
nocheck は、インポートまたはエクスポート時にデータ
の検査プロセスを省略する場合に使用します。このプロ
パティーは、 fix_zero が指定された場合、無視されま
す。check オプションと nocheck オプションを同時に使
用することはできません。signed (デフォルト) では、イ

説明: ありません。

DSEE-TFIX-00245 インポートを行おうとして
exportSize 方式で変換の問題が発生しまし
た。{0}。
説明: ありません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。
DSEE-TFIX-00246 インポートを行おうとしてインポー
ト方式で変換の問題が発生しました。
説明: ありません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。
DSEE-TFIX-00247

{0}

説明: ありません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: システム管理者に連絡してください。

第 6 章 TFIX: 基本タイプのインポートとエクスポート
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DSEE-TFIX-00248
DSEE-TFIX-00248 外部 ustring が長すぎます。外部の
文字 {1} のうち {0} のみが固定長 {2} の
ustring にインポートされました。外部
ustring の最後の {3} 文字から区切り文字
まで無視されます。

DSEE-TFIX-00253 浮動小数点フォーマットは、テキス
ト表記では使用しません。

システムの処置:

なし。

説明:

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00249 外部 ustring が短すぎます。外部の
文字の {0} 個のみが固定長 {1} の
ustring にインポートされました。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00250 次をエクスポートしようとして
export メソッドで変換の問題が発生しま
した。{0}。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00251 次をインポートしようとして
import メソッドで変換の問題が発生しま
した。{0}。
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00252 {0} APT_GFIX_String@0x {1}
endian: {2} decimal: {3} intsize: {4}
fracsize: {5} decimalwidth: {6}
isFixedWidth: {7} width: {8} padchar:
{9} fieldIsFixedLength: {10}
fieldFixedLength: {11} hasWidthParam:
{12} widthParam: {13}
hasMaxWidthParam: {14}
maxWidthParam: {15} hasCharsetParam:
{16} charsetParam: {17} workingCharset:
{18}¥0
説明:

ありません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。
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説明:

ありません。

DSEE-TFIX-00254 浮動小数点フォーマットは 10 進モ
ードと同時に使用できません。
説明: 10 進数は 10 進フォーマットで表されなければ
なりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
い。

10 進フォーマットを使用してくださ

DSEE-TFIX-00255 ibm_hex フォーマットは、倍精度浮
動小数点でのみ使用できます。
説明: ありません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

DSEE-TFIX-00256 ibm_hex フォーマットは、ネイティ
ブのバイト順序でのみ使用できます。
説明: ありません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

システム管理者に連絡してください。

第 7 章 TFLT: Filter オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFLT メッセージについて説明します。
DSEE-TFLT-00002 アタッチされる出力数は 128 より
少なくなければなりません。
説明: filter オペレーターは、最大 128 の異なる出力デ
ータ・セットにレコードを送付することができます。
128 を超える要求が出された場合にこのメッセージが生
成されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 128 を超える出力が必要な場合、複数
の filter オペレーターを使用して、入力データ・セット
を分割してください。-reject オプションを「すべて取
得する」データ・セットとして使用し、このデータ・セ
ットを 2 番目の filter オペレーターに接続します。必
要に応じてこのカスケード処理を繰り返すことができま
す。
DSEE-TFLT-00005 出力データ・セット番号 {0} に、
割り当てられた where 値がありません。
説明: filter オペレーターの出力データ・セット {0}
に、where 節によって割り当てられたレコードがありま
せん。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 使用されないデータ・セットならば除
去してください。または、where 節を指定して、デー
タ・セットにレコードを送るようにしてください。
DSEE-TFLT-00006 filter オペレーターには、構成され
たよりも多くの出力が必要です。{0} 個あ
りますが、{1} 個必要です。
説明: where 節のターゲットとして、データ・セット番
号 ({1}) が使用されていますが、filter オペレーターに
アタッチされた出力データ・セット数 ({0}) より大きい
数値になっています。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: where 節を変更して、既にアタッチさ
れているデータ・セットを参照するようにするか、オペ
レーターに追加のデータ・セットをアタッチします。
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第 8 章 TFPM: プロセス・マネージャー
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFPM メッセージについて説明します。
DSEE-TFPM-00001 APT_PMCleanUp::registerFile
({0},{1},{2}) 関数が正常に実行されまし
た。
説明: APT_PMCleanup::registerFiles 関数がフラグ {1}
と {2} を使用してファイル・レジストリーのファイル
{0} に呼び出されました。フラグ {1} は、ジョブが正
常に終了したときにファイルを保存するか、または削除
するかを示します。フラグ {2} は、ジョブが失敗した
場合にファイルを保存するか、または削除するかを示し
ます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00002 APT_PMCleanUp::
changeFileRegistration ({0},{1},{2}) 関数が
正常に実行されました。
説明: APT_PMCleanup::changeFileRegistration 関数が新
規フラグ {1} と {2} を使用してファイル {0} の登録
を変更するために呼び出されました。フラグ {1} は、
ジョブが正常に終了したときにファイルを保存するか、
または削除するかを示します。フラグ {2} は、ジョブ
が失敗した場合にファイルを保存するか、または削除す
るかを示します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

が、適切なプロセスから呼び出されていません。内部ソ
フトウェア・エラーが発生しました。プロセス・マネー
ジャーは、ジョブ・プロセスのクリーンアップ中に不明
なプロセスを検出しました。処理されたプロセス・タイ
プは、コンダクターまたはセクション・リーダーです。
このエラーは、クリーンアップ・プロセス内の問題また
はメモリーの破損によって生じます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: そのジョブの実行が意図したものであ
ったことを確認してください。このエラーのトラブルシ
ューティングを行う前に、ジョブ・ログを収集してくだ
さい。
DSEE-TFPM-00005 名前は NULL 値であってはなり
ません。
説明: APT_PMCleanUp::registerFile 関数が呼び出されま
したが、ファイル名が NULL でした。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
してください。

ファイル名を NULL 以外の値に変更

DSEE-TFPM-00006 APT_PMCleanUp::registerFileImpl
({0},{1},{2}) 関数が失敗しました。
説明: APT_PMCleanUp::registerFileImpl 関数は、内部ソ
フトウェア・エラーのため失敗しました。
システムの処置:

なし。

DSEE-TFPM-00003 APT_PMCleanUp::
deleteFileRegistration({0}) 関数が正常に実
行されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。このメッセー
ジは、通知メッセージです。

説明: APT_PMCleanUp:: deleteFileRegistration 関数が、
ファイル・レジストリーからファイル {0} を削除する
ために呼び出されました。

DSEE-TFPM-00007 APT_PMCleanUp::registerFile: {0}
の絶対パス名を生成できません。相対パス
名を使用します。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

説明: {0} のファイル・レジストリーに絶対パス名を生
成できませんでした。代わりに相対パス名を使用しま
す。

DSEE-TFPM-00004 APT_PMCleanUp::
performCleanupAction: が適切なプロセス
によって呼び出されませんでした。
説明:

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。

APT_PMCleanUp:: performCleanupActions 関数
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DSEE-TFPM-00008
DSEE-TFPM-00008 APT_PMCleanUp::registerFileImpl
({0},{1},{2}). 登録されるパスは {3} で
す。

DSEE-TFPM-00012 APT_PMCleanUp::
deleteFileRegistration: ファイル {0} が登
録されていません。

説明: ファイル {0} がフラグ {1} と {2} で {3} を使
用してファイル・レジストリーに入力されます。フラグ
{1} は、ジョブが正常に終了したときにファイルを保存
するか、または削除するかを示します。フラグ {2}
は、ジョブが失敗した場合にファイルを保存するか、ま
たは削除するかを示します。

説明: エントリーを削除中に、ファイル {0} がファイ
ル・レジストリーで見つかりませんでした。

システムの処置: なし。

DSEE-TFPM-00013 APT_PMCleanUp::
processRegisterMsg: ファイル登録の指示
{0} が無効です。

ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TFPM-00009 関数 APT_PMCleanUp:
:changeFileRegistrationImpl ({0},{1},{2})
が正常に実行されました。
説明: 関数 APT_PMCleanup::changeFileRegistrationImpl
が新規フラグ {1} と {2} を使用してファイル {0} の
登録を変更するために呼び出されました。フラグ {1}
は、ジョブが正常に終了したときにファイルを保存する
か、または削除するかを示します。フラグ {2} は、ジ
ョブが失敗した場合にファイルを保存するか、または削
除するかを示します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TFPM-00010 APT_PMCleanUp::
changeFileRegistration: ファイル {0} が
登録されていません。
説明: エントリーを変更しようとしましたが、ファイル
{0} がファイル・レジストリーで見つかりませんでし
た。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00011 APT_PMCleanUp::
deleteFileRegistrationImpl({0}) 関数が正常
に実行されました。
説明: APT_PMCleanUp:: deleteFileRegistrationImpl 関数
が、レジストリーからファイル {0} を削除するために
APT_PMCleanUp:: deleteFileRegistration 関数を呼び出し
ました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。
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システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。

説明: ファイル登録の指示 {0} が無効です。内部ソフ
トウェア・エラーが発生しました。プロセス・マネージ
ャーは、不明なタイプの登録メッセージを受け取りまし
た。期待されたメッセージ・タイプは、「登録」、「登
録解除」、または「変更」です。このエラーは、おそら
く送信処理でのネットワークの問題またはメモリーの破
損により、何らかの形でメッセージが破損したことを示
している可能性があります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 破損がネットワークの問題によって発
生したものではないことを確認してください。
DSEE-TFPM-00014 ファイル {0} の絶対パス名が戻り
ませんでした。現行作業ディレクトリーは
{1} です。
説明: ファイル登録要求を処理できません。{0} の絶対
パス名が戻りませんでした。内部ソフトウェア・エラー
が発生しました。Windows コンピューターでは、このエ
ラーは、Windows パスから UNIX スタイルのパスに変
換するときの NuTCRACKER の失敗によって発生する
ことがあります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ユーザーのホーム・ディレクトリーに
対するアクセス権を確認してください。Windows コンピ
ューターで、Windows のイベント・ビューアーでアプリ
ケーション・ログを見て、NuTCRACKER サービスによ
ってログに記録されたエラーを検討してください。
DSEE-TFPM-00015 データ・セット値 {0},{1} --> {2},
closeCommunicator ({3},{4}):{5}:
communicator={6} が戻りました。
説明: プロセス間連絡機構がストレート・スルー接続に
対して閉じています。戻り値は、次のように定義されて
います。

DSEE-TFPM-00016
{0}
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セット索引
連絡機構索引
検索方向
連絡機構の説明

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TFPM-00016 データ・セット値 {0},{1} ==> {2},
closeCommunicator({3},{4}):{5}:
communicator={6} が戻りました。
説明: プロセス間連絡機構がストレート・スルー接続に
対して閉じています。戻り値は、次のように定義されて
います。
{0}
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セット索引
連絡機構索引
検索方向
連絡機構の説明

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00017 値 {0},{1} --> {2},
nSockets(input)=1 (of{3}) が戻りました。
説明: 次のリストにある印刷通信値がストレート・スル
ー・パーティション入力データ・セットに戻りました。
{0}
{1}
{2}
{3}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セットの連絡機構総数

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TFPM-00018 値 {0},{1} ==> {2},
nSockets(input)=1 (of{3}) が戻りました。
説明: 次のリストにある印刷通信値がクロス・パーティ
ション入力データ・セットに戻りました。
{0}
{1}
{2}
{3}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セットの連絡機構総数

ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TFPM-00019 値 {0},{1} --> {2},
nSockets(output)=1 (of {3}) が戻りまし
た。
説明: 次のリストにある印刷通信値がストレート・スル
ー・パーティション出力データ・セットに戻りました。
{0}
{1}
{2}
{3}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セットの連絡機構総数

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00020 値 {0},{1} ==> {2},
nSockets(output)=1 (of {3}) が戻りまし
た。
説明: 次のリストにある印刷通信値がクロス・パーティ
ション出力データ・セットに戻りました。
{0}
{1}
{2}
{3}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セットの連絡機構総数

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00021 値 {0},{1} --> {2},
communicator({3} of {4})={5} が戻りまし
た。
説明: 次のリストにある印刷通信値がストレート・スル
ー・パーティション入力データ・セットに戻りました。
{0}
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
連絡機構索引
連絡機構の総数
連絡機構の説明

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TFPM-00022 {0},{1} ==> {2}, communicator({3}
of {4})={5} が戻りました。
説明: 次のリストにある印刷通信値がクロス・パーティ
ション・データ・セットに戻りました。

システムの処置: なし。
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DSEE-TFPM-00152
{0}
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}

データ・セット索引
データ・セットの作成者の PID
データ・セットの利用者の PID
データ・セット連絡機構索引
連絡機構の総数
連絡機構の説明

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00152 受け入れがタイムアウト。再試行
回数 = {0}
説明: コンダクター・プロセスが、ノードからの接続を
まだ受け入れていません。{0} 回再試行します。ネット
ワークのビジー状態がひどい場合、またはジョブの実行
が非常に多くのノードに対して行われている場合は、こ
のメッセージが出ても必ずしも問題というわけではあり
ません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
す。

ありません。これは通知メッセージで

DSEE-TFPM-00153 {0} 上のセクション・リーダーが
停止しました。
説明: ノード {0} の初期プロセス (「セクション・リ
ーダー」プロセス) が開始できなかったか、コンダクタ
ーへの接続を回復せずに終了しました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: このメッセージは通知メッセージで、
この後に追加メッセージがあります。
DSEE-TFPM-00177 ステップがノード {0} で開始しま
した。それは {1} 個のノードを使用しま
す。
説明: 「コンダクター」プロセス (パラレル・ジョブの
初期プロセス) が、{0} という名前のノードで実行され
ています。このジョブでは、{1} 個のノードを使用しよ
うとしています。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
す。

ありません。これは通知メッセージで

DSEE-TFPM-00178 {0} 内の ORCHESTRATE 開始プ
ログラムが使用されています。
説明: パラレル・ジョブの開始では、rsh または ssh を
使用して、ジョブが使用する各ノードに対して初期の
「開始プログラム」を実行します。これは、通常、
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$APT_ORCHHOME/etc/standalone.sh で定義されたファイ
ルです。このファイルが、ジョブの実行に使用されるす
べてのノードでアクセスできる必要があります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: このファイルが、ジョブの実行に使用
されるすべてのノードで必ずアクセスできるようにして
ください。
DSEE-TFPM-00180 スタートアップ・スクリプト ({0}
内) が使用されています。
説明: スタートアップ・スクリプトが使用されている
と、最初のメッセージが表示され、{0} にスクリプトが
あるファイル名が示されます。このファイルが、ジョブ
の実行に使用されるすべてのノードでアクセスできる必
要があります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: このファイルが、ジョブの実行に使用
されるすべてのノードでアクセスできるようにしてくだ
さい。
DSEE-TFPM-00181 スタートアップ・スクリプトは使
用されていません。
説明: スタートアップ・スクリプトが使用されている
と、最初のメッセージが表示され、{0} にスクリプトが
あるファイル名が示されます。このファイルが、ジョブ
の実行に使用されるすべてのノードでアクセスできる必
要があります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: このファイルが、ジョブの実行に使用
されるすべてのノードでアクセスできるようにしてくだ
さい。
DSEE-TFPM-00183 開始に使用されている TCP ポー
トは {0} です。関連するソケット番号は
{1} です。
説明: 各ノードが始動されると、元のコンダクター・プ
ロセスに対する TCP 接続を確立します。このメッセー
ジは、ノードが接続する TCP/IP ポート番号 ({0}) と、
このポートに対してコンダクター・プロセスで使用され
るソケット番号 ({1}) を通知します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ありません。これは通知メッセージで
す。

DSEE-TFPM-00184
DSEE-TFPM-00184

ノード状況:

説明: このメッセージの後に、各ノードに対する 2 つ
のメッセージが続き、それらのメッセージに開始障害時
のそのノードの開始状況が示されます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: このメッセージは通知メッセージで、
この後に追加メッセージがあります。
DSEE-TFPM-00185

{0}

説明: {0} は、ノード名を示しており、この後には以下
の状況通知のいずれかが送付されます。
v TFPM-00186: このノードの開始は正常に行われまし
た。
v TFPM-00187: rsh が実行されましたが、応答を受け取
っていません。
v TFPM-00188: スタートアップ・スクリプトが失敗、ま
たはハングしました。
v TFPM-00189: 環境の送信中にエラー。

い。以下のいずれかのコマンドをジョブの実行に使用さ
れているユーザー ID のシェル・プロンプトから実行す
れば、このことをテストできます。
rsh <target node> date
ssh <target node> date
このコマンドで日付が戻されるはずです。日付が戻され
なければ、パスワードなしの rsh/ssh が正しく構成され
ていないことになります。
DSEE-TFPM-00188 スタートアップ・スクリプトが失
敗、またはハングしました。
説明: この問題が発生するのは、メッセージ
TFPM-00180 が先に発行された場合に限られます。これ
は、スタートアップ・スクリプトが開始されたが、その
後、元のコンダクター・プロセスに対する接続を受信し
なかったことを示しています。このことは、スタートア
ップ・スクリプトのロジックまたは構文に誤りがあるこ
とを示している可能性があります。
システムの処置: なし。

v TFPM-00190: スタートアップ・スクリプトが、エラー
または以前に通知された問題を検出しました。

ユーザーの処置: ログを参照し、エラーがないか確認し
てください。

v TFPM-00191: 内部エラーが発生しました。出力を保存
して、IBM テクニカル・サポートに連絡してくださ
い。

DSEE-TFPM-00189

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 対応方法は、上記にリストされたメッ
セージのトピックに記載されています。

環境の送信中にエラー。

説明: コンダクターが環境変数設定をノードに送信して
いた時に、コンダクターとノードの間の接続に障害が発
生しました。これは、ネットワーク障害を示している可
能性があります。
システムの処置: なし。

DSEE-TFPM-00186 このノードの開始は正常に行われ
ました。
説明:

ユーザーの処置: ありません。これは通知メッセージで
す。

このノードの開始は正常に行われました。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
す。

ありません。これは通知メッセージで

DSEE-TFPM-00187 rsh が実行されましたが、応答を
受け取っていません。
説明: rsh/ssh コマンドがこのノードに対して実行され
ましたが、ノードが元のコンダクターに接続されません
でした。これは、通常、rsh/ssh について、コンダクタ
ー・ノードとターゲット・ノード間の構成が正しく行わ
れていないことを示しています。
システムの処置:

なし。

DSEE-TFPM-00190 スタートアップ・スクリプトが、
エラーまたは以前に通知された問題を検出
しました。
説明: このメッセージが出されるのは、メッセージ
TFPM-00180 が先に発行された場合に限られます。これ
は、スタートアップ・スクリプトが開始されたが、その
スタートアップ・スクリプトがエラーを検出し、ジョブ
を異常終了とするように明示的に要求したことを示して
います。スクリプトでは、さらに異常終了の理由を示す
メッセージを発行します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: スクリプトが生成したメッセージを参
照し、このエラーの理由を確認してください。

ユーザーの処置: コンダクター・ノードとターゲット・
ノード間で rsh/ssh を実行できることを確認してくださ
第 8 章 TFPM: プロセス・マネージャー
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DSEE-TFPM-00191
DSEE-TFPM-00191 内部エラーが発生しました。出力
を保存して、IBM テクニカル・サポート
に連絡してください。
説明: これは、予期しない開始状況が検出されたことを
示します。これは発生してはならない状況です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 出力を保存して、IBM テクニカル・
サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00279 ORCHESTRATE 例外をキャッチ
しました {0}{1}
説明: 処理の実行中に、メインプログラムかパラレル・
プロセス ({0} で示されている) 内に、未処理の例外を
キャッチしました。例外の説明は、その後の {1} に記
載されます。
注: エラーの場所は、正確には突き止められていませ
ん。
システムの処置:

なし

ユーザーの処置: 通常、このメッセージの前に、このエ
ラーの原因となった状態を示すメッセージがあります。
DSEE-TFPM-00338 APT_PMsectionLeader({0}, {1})、
プレイヤー {2} - 予期しない出口状況
{3}。
説明: ステージ実行プロセス (プレイヤー・プロセス)
の失敗が、ノード・コーディネーター・プロセス (セク
ション・リーダー・プロセス) によって検出されまし
た。セクション・リーダーの ID 番号は {0} で、リー
ダーは、構成ファイルの中の {1} というノードで実行
されます。プレイヤー・プロセスの終了コードは {3}
でした。
システムの処置:

ジョブは異常終了します。

ユーザーの処置: たいていの場合、このメッセージの前
か後ろに、失敗の原因を説明した別のメッセージが出さ
れます。それらのメッセージの「ユーザー応答」を参照
してください。
DSEE-TFPM-00339 APT_PMsectionLeader({0}, {1})、
プレイヤー {2} - UNIX シグナル {3}({4})
による予期しない終了。
説明: ステージ実行プロセス (プレイヤー・プロセス)
の失敗が、ノード・コーディネーター・プロセス (セク
ション・リーダー・プロセス) によって検出されまし
た。セクション・リーダーの ID 番号は {0} で、リー
ダーは、構成ファイルの中の {1} というノードで実行
されます。プレイヤー・プロセスはシグナル {3} で失
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敗しました。それに対応するシグナル名は {4} です。
システムの処置:

ジョブは異常終了します。

ユーザーの処置: たいていの場合、このメッセージの前
か後ろに、失敗の原因を説明した別のメッセージが出さ
れます。それらのメッセージの「ユーザー応答」を参照
してください。
DSEE-TFPM-00356 **** パラレルの開始が失敗 ****
これは、たいていの場合、次のような構成
エラーが原因です。(1) 必ずしもすべての
ノードで Orchestrate インストール・デ
ィレクトリーが正しくマウントされていな
い。(2) rsh 許可が正しく設定されていな
い (/etc/hosts.equiv または .rhosts を介し
て)。(3) 必ずしもすべてのノードにマウン
トされていないディレクトリーから実行し
ている。これより前の出力の中で、エラ
ー・メッセージを探してください。
説明: パラレル・ジョブの開始が失敗しました。この場
合、失敗になった時点の各ノードにおけるジョブの状況
を記述する一連のメッセージが先に出されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ソフトウェアが、構成ファイルのすべ
てのノードに対して適切にインストールされていること
を確認します。また、ジョブの実行に使用されているユ
ーザー ID が、すべてのノードに対して操作権限がある
こと、パスワードのない rsh または ssh が全ノードで
正しく機能していることを確認してください。

第 9 章 TFRS: レコード・ストリームのインポートとエクスポー
ト
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFRS メッセージについて説明します。
DSEE-TFRS-00002 record_length 引数は
record_format 引数と同時には使用できま
せん。{0} が戻り値です。

DSEE-TFRS-00006 record_prefix 引数には 1、2、また
は 4 のいずれかの値が含まれていなけれ
ばなりません。{0} が戻り値です。

説明: record_format 引数を使用するときに、
record_length 引数を使用することはできません。

説明: record_prefix 引数を使用して、1 バイト、2 バイ
ト、または 4 バイトの長さの接頭部を可変長レコード
に付けることができます。長さ接頭部の付いたレコード
は、バイナリー・データとして保管されます。接頭部は
1、2、または 4 です。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

record_length 引数を削除します。

DSEE-TFRS-00003 record_length 引数には正整数が含
まれていなければなりません。{0} が戻り
値です。
説明: record_length 引数は、レコードの固定長を定義
します。 record_length 引数には正整数が含まれていな
ければなりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: record_length 引数に正整数値を割り
当ててください。
DSEE-TFRS-00004 レコードでは prefixed と
delimited を同時に使用できません。{0}
が戻り値です。
説明: レコードには prefixed 引数と delimited 引数の
両方が含まれています。このタイプの引数は、1 つのレ
コード内で同時に使用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: prefixed 引数または delimited 引数を
削除してください。1 つのレコードで使用できるのは、
この引数のどちらか一方だけです。
DSEE-TFRS-00005 record_prefix 引数は、
record_format 引数と同時には使用できま
せん。{0} が戻り値です。
説明: record_format 引数を使用する場合、record_prefix
引数を使用することはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: record_prefix 引数または
record_format 引数を削除してください。
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システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 1、2、または 4 を指定してくださ
い。record_prefix 引数に値を指定しないと、デフォルト
値の 1 が使用されます。
DSEE-TFRS-00007 record_delim 引数は、
record_delim_string 引数と同時には使用
できません。 {0} が戻り値です。
説明: record_delim_string 引数を使用する場合、
record_delim 引数を使用することはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: record_delim 引数または
record_delim_string 引数を削除してください。
DSEE-TFRS-00008 record_delim 引数は record_format
引数と同時には使用できません。{0} が戻
り値です。
説明: record_format 引数を使用する場合、record_delim
引数を使用することはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: record_delim 引数または
record_format 引数を削除してください。
DSEE-TFRS-00009 record_delim_string 引数は
record_format 引数と同時には使用できま
せん。 {0} が戻り値です。
説明: record_format 引数を使用する場合、
record_delim_string 引数を使用することはできません。
システムの処置: なし。
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DSEE-TFRS-00010
ユーザーの処置: record_delim_string 引数または
record_format 引数を削除してください。
DSEE-TFRS-00010 record_delim_string 引数を空スト
リングにはできません。{0} が戻り値で
す。
説明: record_delim_string 引数は、レコードの区切りに
ASCII またはマルチバイト Unicode ストリングを指定
します。この値は空ストリングにはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 有効な ASCII またはマルチバイト
Unicode ストリングを使用してレコードを区切ってくだ
さい。有効な Unicode 値は、0 から 65535 までの値で
す。シングル・スペースやピリオドなどの ASCII 文字
は、通常使用される文字セット全般に移植可能であるた
め、有効です。
DSEE-TFRS-00011 record_delim_string 引数はストリ
ング値でなければなりません。{0} が戻り
値です。
説明: record_delim_string 引数は、レコードの区切りに
ASCII またはマルチバイト Unicode ストリングを指定
します。この値は有効なストリング値でなければなりま
せん。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 有効な ASCII またはマルチバイト
Unicode ストリングを使用してレコードを区切ってくだ
さい。有効な Unicode 値は、0 から 65535 までの値で
す。シングル・スペースやピリオドなどの ASCII 文字
は、通常使用される文字セット全般に移植可能であるた
め、有効です。
DSEE-TFRS-00013 record_format 変数にはサブプロパ
ティー・タイプが必要です。{0} が戻り値
です。
説明: record_format 変数がサブプロパティーなしで使
用されました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: record_format 変数を使用するときに
は、暗黙または可変サブプロパティーを使用してくださ
い。「可変」サブプロパティーを使用すると、V、
VB、VS、VBS のいずれかのブロック化フォーマットま
たはスパン・フォーマットを指定できます。データは選
択したフォーマットによってインポートされます。「暗
黙」サブプロパティーを使用すると、データは明示的な
レコード境界を持たないストリームとしてインポートま
たはエクスポートされます。
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DSEE-TFRS-00014 record_format 引数のサブプロパテ
ィー・タイプはストリング値でなければな
りません。{0} が戻り値です。
説明: サブプロパティー・タイプはストリング値でなけ
ればなりません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: サブプロパティー・タイプを使用する
ときには、ストリング値を使用してください。このタイ
プでは、暗黙または可変サブプロパティーが有効です。
「可変」サブプロパティーを使用すると、V、
VB、VS、VBS のいずれかのブロック化フォーマットま
たはスパン・フォーマットを指定できます。データは選
択したフォーマットによってインポートされます。「暗
黙」サブプロパティーを使用すると、データは明示的な
レコード境界を持たないストリームとしてインポートま
たはエクスポートされます。
DSEE-TFRS-00028 record_length 変数は固定長でなけ
ればなりません。長さが定義されていませ
ん。最初の可変長フィールドの戻り値は
{0} です。
説明: record_length 変数は固定長レコードを指定しま
す。レコード・スキーマには Orchestrate® がレコード長
を算出することができるように固定長エレメントしか入
りません。長さ nbytes は、レコードに可変長エレメン
トが入っている場合、レコード長をバイト単位で明示的
に指定します。エクスポート時に、export オペレーター
は、レコードを指定された長さまで、ゼロ (または充て
ん文字が指定されているときはその文字) で埋めます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: インポートまたはエクスポートするレ
コードの固定長を指定してください。
DSEE-TFRS-00029 フォーマット済みのフィールドおよ
びレコード ({0}) の長さは、宣言されてい
る長さ ({1}) より小さいです。
説明: データをインポートまたはエクスポートする場
合、レコードに固定長を指定できます。このメッセージ
は、指定された長さが、レコード内のすべてのフィール
ドの長さの計算合計値より短い場合に発行されます。ユ
ーザー指定の固定レコード長は {0}、計算後のレコード
長は {1} で示されます。
システムの処置:

なし

ユーザーの処置: 固定長レコードの一部だけがインポー
トされる場合は、この警告は無視してください。しかし
ながら、レコード内のフィールドの記述が、レコード長
と一致する必要がある場合は、この問題は、レコード記

DSEE-TFRS-00033
record_delim_string 引数を使用します。

述に関する問題となります。
DSEE-TFRS-00033
す。

入力ソースが既に定義されていま

説明: 1 つのスキーマには入力ソースを 1 つしか定義
できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 1 つのスキーマに入力ソースを複数定
義することはできません。入力ソースを 1 つだけ使用
してください。
DSEE-TFRS-00035

出力宛先が既に定義されています。

説明: 1 つのスキーマには出力宛先を 1 つしか定義で
きません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 1 つのスキーマに出力ソースを複数定
義することはできません。出力ソースを 1 つだけ使用
してください。
DSEE-TFRS-00051 レコード区切り文字 {0} がありま
せん。代わりに EOF がありました。
説明: レコード区切り文字 {0} で終了することが想定
されているレコードの読み取り時に、ファイルの終わり
(EOF) を検出しました。
システムの処置:

DSEE-TFRS-00058 record_delim_string 引数は
record_format 引数と同時には使用できま
せん。 {0} が戻り値です。
説明: record_format 引数を使用する場合、
record_delim_string 引数を使用することはできません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: record_delim_string 引数または
record_format 引数を削除してください。
DSEE-TFRS-00060 文字セット・プロパティーを空スト
リングにはできません。{0} が戻り値で
す。
説明: 文字セット・プロパティーは有効な文字セット名
を使用しなければなりません。フィールド・レベルで
は、このプロパティーは ustring に適用されます。レコ
ード・レベルでは、このプロパティーは、文字セットを
指定しないフィールドと、マルチバイト Unicode 文字
データをサポートするプロパティーに適用されます。
Unicode 文字データには、 delim、 delim_string、
record_delim、 record_delim_string、 final_delim、
final_delim_string、 quote、 default、 padchar、
null_field、 date_format、 time_format、
timestamp_format などがあります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 最終レコードのレコード区切り文字が
ないデータ・ファイルの場合は、この警告は無視してく
ださい。しかし、データ・ファイルに問題がある場合、
または、レコードが不完全な場合は、このメッセージの
後に追加メッセージが発行され、ジョブが失敗になる
か、最終レコードがリジェクトされます。
ユーザーの処置: この状況は、レコード区切り文字の記
述に誤りがあることが原因となっている可能性もありま
す。正しい区切り文字を指定してください。
DSEE-TFRS-00057 record_delim 引数は 1 つの文字ス
トリングまたは NULL 値でなければなり
ません。{0} が戻り値です。

なし。

ユーザーの処置: UTF-8 などの有効な文字セット名を
使用してください。
DSEE-TFRS-00062 ebcdic または ascii 引数を
record_format と同時に使用することはで
きません。{0} が戻り値です。
説明: record_format 引数を使用する場合、EBCDIC ま
たは ASCII 引数を使用することはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: EBCDIC 引数または record_format 引
数を削除してください。

説明: 1 つの文字ストリングまたは NULL 値が必要で
す。複数の区切り文字は使用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: record_delim 引数を定義するときに
は、改行文字、NULL、1 文字の ASCII 文字またはマル
チバイト Unicode 文字などの 1 つの文字ストリングを
使用してください。値を指定しない場合、デフォルトは
改行文字です。複数の区切り文字には
第 9 章 TFRS: レコード・ストリームのインポートとエクスポート
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第 10 章 TFRT: RAW タイプ
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFRT メッセージについて説明します。
DSEE-TFRT-00001 RAW フィールド記述子が固定長
でありません。
説明: fixedLength() メソッドが、固定長でない RAW
フィールド記述子で呼び出されました。カスタム・コー
ドを使用している場合、構文エラーが原因でこのエラー
が発生します。カスタム・コードを使用していない場
合、内部ソフトウェア・エラーが発生します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子が固定長であるかどうか確認して
ください。フィールド記述子が固定長でない場合には、
変更します。
DSEE-TFRT-00002 RAW フィールド記述子の長さに
制限がありません。
説明: boundedLength() メソッドが、長さ制限のない
RAW フィールド記述子で呼び出されました。カスタ
ム・コードを使用している場合、構文エラーが原因でこ
のエラーが発生します。カスタム・コードを使用してい
ない場合、内部ソフトウェア・エラーが発生します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子に長さの制限があるかどうか確認
してください。フィールド記述子に長さの制限がない場
合は、変更します。
DSEE-TFRT-00003 RAW フィールド記述子オブジェ
クトには、既に定義済みスキーマが含まれ
ています。可変長を設定できません。
説明: setVariableLength() メソッドが、スキーマが定義
されている RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び
出されました。カスタム・コードを使用している場合、
構文エラーが原因でこのエラーが発生します。カスタ
ム・コードを使用していない場合、内部ソフトウェア・
エラーが発生します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子で setVariableLength() メソッドが
呼び出されていないことを確認してください。
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setVariableLength() メソッドが呼び出されている場合、
これを削除してください。
DSEE-TFRT-00004 size 引数は正の値でなければなり
ません。
説明: setFixedLength() または setBoundedLength() メソ
ッドが 0 以下の値を指定して RAW フィールド記述子
オブジェクトで呼び出されました。カスタム・コードを
使用している場合、構文エラーが原因でこのエラーが発
生します。カスタム・コードを使用していない場合、内
部ソフトウェア・エラーが発生します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、setFixedLength() または setBoundedLength() メソッ
ドが、0 以下の値を指定して RAW フィールド記述子オ
ブジェクトで呼び出されていないことを確認してくださ
い。これらのメソッドのいずれかが呼び出されていた場
合、これを削除します。
DSEE-TFRT-00005 RAW フィールド記述子オブジェ
クトには、既にスキーマが設定されていま
す。固定長を設定できません。
説明: setFixedLength() メソッドが、スキーマが設定さ
れている RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び出
されました。カスタム・コードを使用している場合、構
文エラーが原因でこのエラーが発生します。カスタム・
コードを使用していない場合、内部ソフトウェア・エラ
ーが発生します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子で setFixedLength() メソッドが呼
び出されていないことを確認してください。
setFixedLength() メソッドが呼び出されている場合、こ
れを削除します。
DSEE-TFRT-00006 RAW フィールド記述子オブジェ
クトには、既にスキーマが設定されていま
す。長さ制限を設定できません。
説明: setBoundedLength() メソッドが、スキーマが設定
されている RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び
出されました。カスタム・コードを使用している場合、
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DSEE-TFRT-00007
構文エラーが原因でこのエラーが発生します。カスタ
ム・コードを使用していない場合、内部ソフトウェア・
エラーが発生します。

ている場合、構文エラーが原因でこのエラーが発生しま
す。カスタム・コードを使用していない場合、内部ソフ
トウェア・エラーが発生します。

システムの処置:

システムの処置:

なし。

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子で setBoundedLength() メソッドが
呼び出されていないことを確認してください。
setBoundedLength() メソッドが呼び出されている場合、
これを削除します。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子で schema() または intfSchema()
メソッドが呼び出されていないことを確認してくださ
い。schema() または intfSchema() メソッドが呼び出さ
れている場合、これを削除します。

DSEE-TFRT-00007 align 引数が 2 の累乗になってい
ません。

DSEE-TFRT-00010 RAW フィールド記述子オブジェ
クトには、明確なスキーマが含まれていな
ければなりません。

説明: setAlignment() メソッドが、2 の累乗 (n2) でな
い値を指定して、RAW フィールド記述子オブジェクト
で呼び出されました。カスタム・コードを使用している
場合、構文エラーが原因でこのエラーが発生します。カ
スタム・コードを使用していない場合、内部ソフトウェ
ア・エラーが発生します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、setAlignment() メソッドが n2 以外の値を指定して
RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び出されてい
ないことを確認してください。 setAlignment() メソッド
は、RAW フィールド記述子オブジェクトの値が n2 で
ある場合にのみ使用します。

説明: setSchema() メソッドが、明確なスキーマが含ま
れない RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び出さ
れました。明確ではないスキーマには、スキーマ変数ま
たはタイプなしフィールドが含まれます。カスタム・コ
ードを使用している場合、構文エラーが原因でこのエラ
ーが発生します。カスタム・コードを使用していない場
合、内部ソフトウェア・エラーが発生します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子で setSchema() メソッドが呼び出
されていないことを確認してください。 setSchema() メ
ソッドが呼び出されている場合、これを削除します。

DSEE-TFRT-00008 RAW フィールド記述子オブジェ
クトには、既にスキーマが設定されていま
す。配置を設定できません。

DSEE-TFRT-00011 RAW フィールド記述子オブジェ
クトは、インタクト・スキーマであっては
なりません。

説明: setAlignment() メソッドが、スキーマが設定され
ている RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び出さ
れました。カスタム・コードを使用している場合、構文
エラーが原因でこのエラーが発生します。カスタム・コ
ードを使用していない場合、内部ソフトウェア・エラー
が発生します。

説明: setSchema() メソッドが、インタクト・スキーマ
が含まれる RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び
出されました。インタクト・スキーマには、インタクト
RAW フィールドまたはインタクト・プロパティーが含
まれます。カスタム・コードを使用している場合、構文
エラーが原因でこのエラーが発生します。カスタム・コ
ードを使用していない場合、内部ソフトウェア・エラー
が発生します。

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、フィールド記述子で setAlignment() メソッドが呼び
出されていないことを確認してください。setAlignment()
メソッドが呼び出されている場合、これを削除します。
DSEE-TFRT-00009 RAW フィールド記述子オブジェ
クトには、スキーマが設定されていませ
ん。
説明: schema() または intfSchema() メソッドが、スキ
ーマが設定されていない RAW フィールド記述子オブジ
ェクトで呼び出されました。カスタム・コードを使用し
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システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、setSchema() メソッドがインタクト・スキーマが含
まれる RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び出さ
れていないことを確認してください。 setSchema() メソ
ッドが呼び出されている場合、これを削除します。

DSEE-TFRT-00012
DSEE-TFRT-00012 インタクト・レコードは、ネスト
できません。

DSEE-TFRT-00015 インタクト・スキーマの処理でエ
ラーが発生しました。

説明: setSchema() メソッドが、インタクト RAW フィ
ールドが含まれる RAW フィールド記述子オブジェクト
で呼び出されました。カスタム・コードを使用している
場合、構文エラーが原因でこのエラーが発生します。カ
スタム・コードを使用していない場合、内部ソフトウェ
ア・エラーが発生します。

説明: setSchema() メソッドで使用されるスキーマが処
理されたときにエラーが発生しました。

システムの処置:

DSEE-TFRT-00016 戻り値には = が必要です。戻り値
は {0} です。

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、setSchema() メソッドがインタクト RAW フィール
ドが含まれるスキーマのある RAW フィールド記述子オ
ブジェクトで呼び出されていないことを確認してくださ
い。 setSchema() メソッドが呼び出されている場合、こ
れを削除します。
DSEE-TFRT-00013 レコード・タイプが暗黙であって
はなりません。
説明: setSchema() メソッドが、暗黙のレコード・スキ
ーマが含まれる RAW フィールド記述子オブジェクトで
呼び出されました。このメソッドは、明示的レコード・
スキーマでのみ呼び出されます。カスタム・コードを使
用している場合、構文エラーが原因でこのエラーが発生
します。カスタム・コードを使用していない場合、内部
ソフトウェア・エラーが発生します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、setSchema() メソッドが暗黙のレコード・スキーマ
が含まれる RAW フィールド記述子オブジェクトで呼び
出されていないことを確認してください。 setSchema()
メソッドが呼び出されている場合、これを削除します。
DSEE-TFRT-00014 レコード・タイプがストリームで
あってはなりません。

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。

説明: メッセージで示されている値ではなく、等価演算
子が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 構文解析される RAW フィールド記
述子ストリングの構文を確認してください。等価演算子
がコードに含まれていなければなりません。
DSEE-TFRT-00017 整数の戻り値が必要です。戻り値
は {0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、等価演算
子に続いて整数が必要です。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 構文解析される RAW フィールド記
述子ストリングの構文を確認してください。等価演算子
に続いて整数がコードに含まれていなければなりませ
ん。
DSEE-TFRT-00018 戻り値は正の値でなければなりま
せん。戻り値は {0} の負の値です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、等価演算
子に続いてゼロ以外の正整数が必要な RAW フィールド
記述子ストリングを構文解析しているときにエラーが発
生しました。

説明: setSchema() メソッドが、ストリーム・レコー
ド・スキーマが含まれる RAW フィールド記述子オブジ
ェクトで呼び出されました。カスタム・コードを使用し
ている場合、構文エラーが原因でこのエラーが発生しま
す。カスタム・コードを使用していない場合、内部ソフ
トウェア・エラーが発生します。

システムの処置: なし。

システムの処置:

DSEE-TFRT-00019 RAW フィールド記述子ストリン
グの構文解析でエラーが発生しました。
{0} が戻りました。

なし。

ユーザーの処置: カスタム・コードを使用している場
合、setSchema() メソッドがストリーム・レコード・ス
キーマが含まれる RAW フィールド記述子オブジェクト
で呼び出されていないことを確認してください。
setSchema() メソッドが呼び出されている場合、これを
削除します。

ユーザーの処置: 構文解析される RAW フィールド記
述子ストリングの構文を確認してください。等価演算子
に続いてゼロ以外の正整数がコードに含まれていなけれ
ばなりません。

説明: フィールド記述子ストリングの構文解析でエラー
が発生しました。
システムの処置:

なし。
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DSEE-TFRT-00020
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFRT-00020 end-of-file 文字が必要です。戻り値
は {0} です。
説明: RAW フィールド記述子ストリングの構文解析中
に、スキーマのあとに予期しない文字が検出されまし
た。メッセージで示されている値ではなく、end-of-file
文字が必要です。
システムの処置:

説明: メッセージで示されている値ではなく、2 の累乗
(n2) 値が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: n2 の値が、コード内の正しい位置で
使用されていることを確認してください。

なし。

ユーザーの処置: 識別子の直後に、ストリングに
end-of-file 文字があることを確認してください。
DSEE-TFRT-00021 スキーマの設定でエラーが発生し
ました。
説明:

DSEE-TFRT-00025 2 の累乗が必要です。戻り値は {0}
です。

setSchema() メソッドでエラーが発生しました。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFRT-00022 length は正の値でなければなりま
せん。戻り値は {0} です。
説明: 構文で指定されている length はゼロ以下になっ
ています。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
てください。

コード内の length を正の値に変更し

DSEE-TFRT-00023 end-of-file 文字が必要です。戻り値
は {0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、
end-of-file 文字が必要です。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: end-of-file 文字が、コード内の適切な
位置で使用されていることを確認してください。

DSEE-TFRT-00026 align、 length、 max が必要で
す。戻り値は {0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、 align、
length、 max 値が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: align、 length、 max 値が、コード内
の正しい位置で使用されていることを確認してくださ
い。
DSEE-TFRT-00027 end-of-file が必要です。戻り値は
{0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、
end-of-file 文字が必要です。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: end-of-file 文字が、コード内の正しい
位置で使用されていることを確認してください。
DSEE-TFRT-00028 integer、 align、 length、 max、
end-of-file 値が必要です。戻り値は {0}
です。
説明: このメッセージは、演算子がスキーマ内の RAW
フィールドを構文解析した場合に生成されます。構文解
析のこの時点で、演算子は、以下の項目のいずれかを検
索します。
v 固定長 RAW フィールドの長さを示す integer
v キーワード align、 length、 max のいずれか

DSEE-TFRT-00024 align が必要です。戻り値は {0}
です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、align 値
が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: align 値が、コード内の正しい位置で
使用されていることを確認してください。
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v フィールド定義の終わり (EOF)
説明: メッセージで示されている値ではなく、
integer、 align、 length、 max が必要です。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: integer、 align、 length、 max 値が、
コード内の正しい位置で使用されていることを確認して
ください。

DSEE-TFRT-00034
DSEE-TFRT-00034 align、 length、 max または
variable_max 値が必要です。戻り値は
{0} です。
説明: メッセージで示されている値ではなく、align、
length、 max または variable_max 値が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: align、 length、 max または
variable_max 値が、コード内の正しい位置で使用されて
いることを確認してください。

第 10 章 TFRT: RAW タイプ
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第 11 章 TFST: ストリング・タイプ
以下のトピックでは、DSEE-TFST メッセージについて説明します。
DSEE-TFST-00001 ストリング・フィールドが固定長で
はありません。
説明: ストリング・フィールド記述子が、固定長でない
ストリング・フィールドにアタッチされています。関数
を呼び出すアプリケーションでは、ストリング・フィー
ルドが固定長であることが必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 固定長ストリング・フィールドを使用
するか、この関数を呼び出さないでください。
DSEE-TFST-00002 ストリング・フィールドは制限長で
はありません。
説明: ストリング・フィールド記述子が、制限長ではな
いストリング・フィールドにアタッチされています。制
限長 (bounded length) とは、長さが指定された制限を超
えないことを意味します。関数を呼び出すアプリケーシ
ョンでは、フィールドが制限長であることが必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 制限長ストリング・フィールドを使用
するか、この関数を呼び出さないでください。
DSEE-TFST-00003 size 引数は正の値でなければなりま
せん。
説明:

size 引数で指定されたサイズがゼロ以下です。

説明: ストリング・フィールドのパラメーター・リスト
に構文エラーがあります。メッセージで示されている値
ではなく、 = (等号) 文字が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: エラーがないか構文をチェックしてく
ださい。割り当てられた値が必要なプロパティー名が指
定されました。プロパティー名に、{ length=30 } のよ
うに、割り当てられた値が含まれているかどうか確認し
てください。
DSEE-TFST-00006 埋め込み文字属性は 1 文字の
uchar ストリングでなければなりません。
戻り値は {value} です。
説明: 埋め込み文字属性にはシングル Unicode 文字が
使用されなければなりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 埋め込み文字属性を変更して、シング
ル Unicode 文字を使用するようにしてください。
DSEE-TFST-00007 埋め込み文字は 0 から 65535 まで
の値でなければなりません。戻り値は
{integer} です。
説明: 指定された埋め込み文字属性は、有効な Unicode
値の範囲外です。数値割り当ては、識別された Unicode
範囲内でのみ使用できます。

システムの処置:

なし。

システムの処置: なし。

ユーザーの処置:

サイズを正の値に変更してください。

ユーザーの処置: 埋め込み文字属性を変更して、0 から
65535 までにしてください。

DSEE-TFST-00004 size 引数は {integer} より小さくな
ければなりません。
説明: size 引数で指定されたサイズが、指定された量
より大きくなっています。サイズを {integer} より大き
くすることはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: サイズの値を {integer} より小さい値
に変更してください。
DSEE-TFST-00005 戻り値には '=' が必要です。戻り
値は {value} です。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

DSEE-TFST-00008 埋め込み文字は 1 文字のストリン
グでなければなりません。戻り値は
{value} です。
説明: 埋め込み文字属性には 1 つのネイティブ文字が
使用されなければなりません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 埋め込み文字属性を変更して、1 つの
ネイティブ文字を使用するようにしてください。ネイテ
ィブ文字セットは Orchestrate OS 文字セットにおける
文字です。シングル・スペースやピリオドなどの ASCII
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DSEE-TFST-00009
文字は、通常使用される文字セット全般に移植可能であ
るため、推奨されます。
DSEE-TFST-00009 埋め込み文字は 0 から 255 までの
値でなければなりません。戻り値は
{integer} です。
説明: 指定された埋め込み文字属性は、有効なネイティ
ブ文字値の範囲外です。ネイティブ文字セットは
Orchestrate OS 文字セットにおける文字です。シング
ル・スペースやピリオドなどの ASCII 文字は、通常使
用される文字セット全般に移植可能であるため、推奨さ
れます。数値割り当ては、識別できる 0 から 255 まで
の範囲でのみ使用できます。

DSEE-TFST-00013 max、 padchar、または integer リ
テラルが必要です。戻り値は {value} で
す。
説明: ストリング・フィールド・パラメーター・リスト
で構文エラーが発生しました。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: エラーがないか構文をチェックしてく
ださい。
DSEE-TFST-00014 コンマ文字または EOF が必要で
す。戻り値は {value} です。

システムの処置: なし。

説明: プロパティー割り当てが、コンマまたはファイル
終了文字で終了していません。

ユーザーの処置: 埋め込み文字値を変更して、0 から
255 までにしてください。

システムの処置:

DSEE-TFST-00010 length は正の値でなければなりま
せん。戻り値は {integer} です。
説明: ストリング・フィールドに指定された長さはゼロ
以下です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

長さを正の値に変更してください。

DSEE-TFST-00011 整数の値が必要です。戻り値は
{integer} です。
説明: ストリング・パラメーター・リストで構文エラー
が発生しました。メッセージで示されている値ではな
く、整数が必要です。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: エラーがないか構文をチェックしてく
ださい。構文には、割り当てられた整数値が必要なプロ
パティー名が含まれます。例えば、 max キーワードに
は { max=30} のように整数を指定しなければならない
ため、{ max=thirty } は無効です。
DSEE-TFST-00012 最大長は正の値でなければなりませ
ん。戻り値は {integer} です。
説明: ストリング・フィールドに割り当てられた最大長
は、負の値またはゼロにはできません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ストリング・フィールドの最大長を正
の値に変更してください。
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なし。

ユーザーの処置: コンマまたはファイル終了文字を指定
して、プロパティー割り当てを終了させてください。
DSEE-TFST-00015 max、variable_max、padchar、ま
たは integer リテラルが必要です。戻り値
は {value} です。
説明: ストリング・フィールド・パラメーター・リスト
で構文エラーが発生しました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
ださい。

エラーがないか構文をチェックしてく

第 12 章 TFSU: Subprocess オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFSU メッセージについて説明します。
DSEE-TFSU-000153 {0}: 警告: 環境変数 {1} は、現在
{2} に設定されていますが、{3} でオーバ
ーレイされます。
説明: オペレーター {0} は、ラップ・サブプロセス・
オペレーターです。このオペレーターは、環境変数 {1}
を値 {2} に設定してから、サブプロセスを呼び出すよ
うに構成されていますが、既に値 {2} のこの変数が環
境に存在しています。この場合、構成された値が直前の
値をオーバーレイします。この状態は、一般に以下の環
境変数で見られます。
v PATH
v LD_LIBRARY_PATH
v LIBPATH
v SHLIBPATH
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ラップ・サブプロセスが、その環境変
数の値を適切にオーバーレイすることを確認してくださ
い。
DSEE-TFSU-00154

fork が失敗しました、{0}{1}

説明: ラップ・サブプロセス・オペレーターが使用する
サブプロセスの作成中に fork のシステム呼び出しが失
敗しました。fork から戻された errno のエラー・ストリ
ングは {0}、オペレーターの ID が {1} で示されま
す。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 実メモリーやスワップ・スペースが不
十分になっているなど、リソース不足が生じている、ま
たはカーネル・パラメーター maxuproc の値が小さすぎ
ることが考えられます。

システムの処置:

なし

ユーザーの処置: これは、ラップされたコマンドの記述
でエラーが発生したか、コマンドのランタイム・エラー
を示しています。正常終了と判断されるコードのリスト
に終了コードを追加してください。
注: この状態は、ジョブの失敗の原因となるエラー条件
が発生したことを正しく通知している可能性もありま
す。
DSEE-TFSU-00191 サブプロセスが、失敗しました。
UNIX シグナルは {0}({1}){2} です。
説明: ラップ・サブプロセス・オペレーターによって呼
び出されたコマンドが、予期しない終了コード
(TFSU0190) またはシグナル (TFSU0191) を受信して強
制終了しました。終了コード ({0}) またはシグナル番号
({0}) と名前 ({1})、およびオペレーターの ID が表示さ
れます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: これは、ラップされたコマンドの記述
でエラーが発生したか、コマンドのランタイム・エラー
を示しています。
注: この状態は、ジョブの失敗の原因となるエラー条件
が発生したことを正しく通知している可能性もありま
す。
DSEE-TFSU-00277 オペレーター "{0}" はウェーブを
認識しません。複数のウェーブがある場
合、オペレーターは各ウェーブでリセット
され再実行されます。これによって不正確
な結果になる可能性があり、また、メモリ
ーの問題が発生することもあります。

DSEE-TFSU-00190 サブプロセスが、失敗しました。終
了コードは {0}、{1} です。

説明: このメッセージが生成される場合、ウェーブを認
識しないオペレーターが使用されています。

説明: ラップ・サブプロセス・オペレーターによって呼
び出されたコマンドが、予期しない終了コード
(TFSU0190) またはシグナル (TFSU0191) を受信して強
制終了しました。終了コード ({0}) またはシグナル番号
({0}) と名前 ({1})、およびオペレーターの ID が表示さ
れます。

たいていの場合、オペレーターは、入力データ・セット
上のウェーブの終わりマーカーを処理することができま
す。カスタム・オペレーターが明示的にウェーブの終わ
りマーカーを処理するようにコーディングされていない
場合、パラレル実行フレームワークでは、ウェーブごと
にオペレーターを終了し、再実行します。その結果、メ
モリー・リークなどの好ましくない動作を引き起こす可
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能性があります。同様に、コネクター・ステージはウェ
ーブの終わりマーカーを生成するように構成できるた
め、このエラーが発生する可能性があります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ほとんどのオペレーターは、ウェーブ
の終わりを正しく処理するように変更されています。オ
ペレーターを更新してウェーブを認識するようにし、
describeOperator() 内で setWaveAware() を呼び出して、
フレームワークにこのオペレーターがウェーブを処理で
きることを知らせるようにしてください。ジョブが不適
切な動作を示す場合は、このオペレーターを使用しない
ようにフローを変更してください。
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第 13 章 TOCC: Change Capture
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOCC メッセージについて説明します。
DSEE-TOCC-00005 フィールドは、キーと値の両方に
はできません。
説明: changecapture オペレーターは、1 つ以上のキ
ー・フィールドに対して変更前と変更後のデータ・セッ
トのマッチングを行い、2 つのデータ・セット間の変更
を記録します。このオペレーターは、レコードのマッチ
ングに使用されるキーがどのフィールド (「キー」フィ
ールド) で、変更を調べるフィールド (「値」フィール
ド) がどのフィールドかを識別できます。同一のフィー
ルドを、キー・フィールドと値フィールドの両方に指定
することはできません。
システムの処置:

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 自動ソート挿入を再度有効にするか、
手動で必要なソート処理を挿入します。

なし。

ユーザーの処置: キー・フィールドと値フィールドが異
なる集合のフィールドになるようにしてください。
DSEE-TOCC-00007 before データ・セットのキーで、
ソートの間違いがあります。
説明: changecapture の入力データ・セットは、キー・
フィールドを基準にソートする必要があります。通常、
このオペレーターでは、各入力に対して自動的にソート
処理が挿入され、必ずソートが実行されるようになって
います。しかしながら、ユーザーは、この自動ソート挿
入をオフにするように要求することができ、その場合、
必要なソート処理を手動で挿入するのは、ユーザー側の
責任となります。このソートの挿入が正しく行われない
と、このメッセージが生成されます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 自動ソート挿入を再度有効にするか、
手動で必要なソート処理を挿入します。
DSEE-TOCC-00008 after データ・セットのキーで、ソ
ートの間違いがあります。
説明: changecapture の入力データ・セットは、キー・
フィールドを基準にソートする必要があります。通常、
このオペレーターでは、各入力に対して自動的にソート
処理が挿入され、必ずソートが実行されるようになって
います。しかしながら、ユーザーは、この自動ソート挿
入をオフにするように要求することができ、その場合、
必要なソート処理を手動で挿入するのは、ユーザー側の
責任となります。このソートの挿入が正しく行われない
と、このメッセージが生成されます。
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第 14 章 TOCM: Compare オペレーター
以下のトピックでは、DSEE-TOCM メッセージについて説明します。
DSEE-TOCM-00006 最初のデータ・セットにフィール
ド "{0}" がありません。
説明: compare オペレーターでは、ユーザーが比較に使
用するフィールドを指定できます。フィールド {0} が
比較フィールドとして指定されたにもかかわらず、この
フィールドが最初の入力データ・セットにないと、この
メッセージが生成されます。
注: 指定されたフィールドが最初の入力データ・セット
にあるが、2 番目のデータ・セットにはない場合、次の
ようなメッセージが生成されます。
TFIP0034
オペレーターの確認中にエラーが発生しました。
入力データ・セット 1 上:
入力フィールド "{0}" を
見つけることができませんでした。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 比較フィールドとして指定したすべて
のフィールドが、両方の入力データ・セットにあること
を確認してください。
DSEE-TOCM-00007 入力データ・セットにトップレベ
ルの共通フィールドがありません。
説明: ユーザーが比較フィールドとして使用されるフィ
ールドを指定しないと、両方のデータ・セットにある同
名のすべてのフィールドが比較フィールドとして使用さ
れます。そのようなフィールドがない場合、このメッセ
ージが生成されます。
システムの処置:

起点はゼロで、最初のレコードはレコード 0 になりま
すので注意してください。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ありません。このままで適切な動作に
なると思われます。
DSEE-TOCM-00010 パーティション [{0}] で、最初の
データ・セットに {1} レコードがあり、2
番目のデータ・セットには {2} レコード
がありました。
説明: ユーザーが -warnRecordCountMismatch オプショ
ンを指定すると、compare オペレーターは、2 つの入力
データ・セットのレコード数が異なる場合にこのメッセ
ージを生成します。レコード・カウントが異なっている
パーティションが {0}、そのパーティションの各デー
タ・セット内のレコード数が、それぞれ {1} と {2} で
示されます。
注: このメッセージは、レコード・カウントが異なるパ
ーティションが検出されるたびに発行されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
す。

ありません。これは通知メッセージで

なし。

ユーザーの処置: いずれかの入力データ・セット内の比
較フィールドとして適切なフィールドの名前を変更し、
比較フィールドとして適格なフィールドができるように
してください。
DSEE-TOCM-00009 パーティション [{0}] で、レコー
ド {1} が異なっています。
説明: ユーザーが -abortOnDifference オプションを指定
すると、compare オペレーターは、該当する比較フィー
ルドがないレコードを検出した場合にこのメッセージを
生成します。{0} は比較の失敗が発生したパーティショ
ンを、{1} はレコード番号を示します。レコード番号の
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第 15 章 TODF: Diff オペレーター
以下のトピックでは、DSEE-TODF メッセージについて説明します。

v 挿入

ーターでは、各入力に対して自動的にソート処理が挿入
され、必ずソートが実行されるようになっています。し
かしながら、ユーザーがこの自動ソート挿入をオフにす
るように要求することができ、その場合、必要なソート
処理を手動で挿入するのは、ユーザー側の責任となりま
す。このソートの挿入が正しく行われないと、このメッ
セージが生成されます。

v 削除

システムの処置: なし。

v 編集 (キー・フィールドは一致するが、値フィールド
が異なるレコード)

ユーザーの処置: 自動ソート挿入を再度有効にするか、
手動で必要なソート処理を挿入します。

DSEE-TODF-00001 すべての結果タイプはドロップさ
れます。
説明: diff オペレーターは、2 つの入力データ・セット
を比較して、入力間に次のような違いがあるたびに出力
レコードを生成することができます。

v コピー (すべての値フィールドが同一のレコード)
デフォルトでは、このオペレーターは上記の 4 つすべ
てのケースについて出力を生成しますが、ユーザーは特
定のケースについてだけ出力レコードを残すように要求
することができます。ユーザーが 4 つすべてのケース
をドロップするように要求すると、このメッセージが生
成されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 少なくとも 1 種類の相違ケースにつ
いてレコードを残すようにしてください。
DSEE-TODF-00002 前処理入力はレコード {0} でソー
トされません。
説明: diff の入力データ・セットは、キー・フィールド
を基準にソートする必要があります。通常、このオペレ
ーターでは、各入力に対して自動的にソート処理が挿入
され、必ずソートが実行されるようになっています。し
かしながら、ユーザーがこの自動ソート挿入をオフにす
るように要求することができ、その場合、必要なソート
処理を手動で挿入するのは、ユーザー側の責任となりま
す。このソートの挿入が正しく行われないと、このメッ
セージが生成されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 自動ソート挿入を再度有効にするか、
手動で必要なソート処理を挿入します。
DSEE-TODF-00003 後処理入力はレコード {0} でソー
トされません。
説明: diff の入力データ・セットは、キー・フィールド
を基準にソートする必要があります。通常、このオペレ
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

53

54

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

第 16 章 TOIX: インポートとエクスポート
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOIX メッセージについて説明します。
DSEE-TOIX-00007 エクスポートされるスキーマに
inRec フィールドが含まれています。これ
は、このオペレーターの入力スキーマ変数
の名前と一致しません。
説明: エクスポートされるフィールド名が、入力スキー
マ変数の名前と一致しません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: スキーマを編集して、入力スキーマ変
数の名前が inRec フィールドにエクスポートされるスキ
ーマ名と一致するようにしてください。
DSEE-TOIX-00008 {integer} レコード番号がエクスポ
ートされませんでした。エクスポート・プ
ロセスは続行します。
説明: {integer} レコード番号をエクスポートできませ
んでした。結果をレコードに書き込むことができませ
ん。データをファイルにエクスポートしようとしていた
場合、レコード全体がファイルから除外されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: データが、エクスポート・スキーマで
指定されたフォーマットに一致していない可能性があり
ます。エクスポートするデータの値とエクスポート・ス
キーマとに不整合がないかどうか確認してください。例
えば、NULL フィールドに null_value 仕様が含まれて
いない場合、エクスポート値の仕様と、エクスポート・
プロセスは失敗します。

ユーザーの処置: リジェクトされたレコードがない場
合、これ以上のアクションは不要です。リジェクトされ
たレコードがある場合、リジェクトされたレコードに関
する情報について、レコードのログを確認してくださ
い。
DSEE-TOIX-00012 インポート・フィールド "{0}"
は、入力データ・セット・スキーマの中で
見つかりませんでした。
説明: フィールド {0} は、フィールド・インポートの
データ・ソースとして指定されていましたが、このフィ
ールドが入力データ・セットにありません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 入力データ・セットに存在しているフ
ィールドを指定してください。
DSEE-TOIX-00013 インポート・フィールド {0} は、
ストリングまたは RAW タイプでなけれ
ばなりません。
説明: スキーマ内のインポート・フィールド {0} が正
しいタイプではありません。タイプはストリングまたは
RAW でなければなりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: スキーマ内のインポート・フィールド
がストリングまたは RAW タイプであるかどうか確認し
てください。

DSEE-TOIX-00009 このフィールドからこれ以上のレポ
ートは生成されません。

DSEE-TOIX-00015 インポート・フィールド "{0}": イ
ンポートの検証が失敗しました。

説明:

説明: フィールド {0} からのインポートに指定された
インポート・スキーマが無効です。このメッセージの後
に、問題の詳細を記述する追加メッセージが出されま
す。

このメッセージは通知専用です。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

不要です。

システムの処置:
DSEE-TOIX-00011 フィールド・エクスポートが完了し
ました。{0} 件のレコードが正常に変換さ
れました。{1} 件のレコードがリジェクト
されました。
説明:

エクスポート・プロセスが完了しました。

システムの処置:

なし。
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なし。

ユーザーの処置: この後のメッセージを使用して、イン
ポート・スキーマを修正してください。
DSEE-TOIX-00017 インポート・スキーマに outRec と
いうフィールドが含まれています。この名
前は、既にこのオペレーターの出力スキー
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DSEE-TOIX-00018
マ変数に使用されています。
説明: インポート・スキーマのフィールドは、ユニーク
な名前を使用しなければなりません。
システムの処置:

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ありません。このメッセージは、通知
メッセージです。

なし。

ユーザーの処置: インポート・スキーマで使用するフィ
ールド名を出力スキーマ変数名と別の名前に変更してく
ださい。
DSEE-TOIX-00018 インポートはレコード {0} で不成
功でした。
説明: ファイルの import オペレーター (Sequential File
ステージ) が入力ファイルのレコード {0} を処理してい
る間に、ファイルのインポート処理が失敗しました。こ
のメッセージの前に失敗の説明が出されます。
システムの処置: システムは、インポート・ステージで
指定されたアクションを行います。アクションは、おそ
らく次のいずれかです。

DSEE-TOIX-00036 < APT_RealFileExportOperator in
export,0> write() が失敗しました。 パイ
プの損傷
説明: ファイル・セット出力にフィルターを使用する場
合、1 パーティションにつき 1 ファイルのみを必要と
しますが、ファイル・セット {0} のパーティションに
は、{1} ファイルあります。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: パーティションごとに 1 つのファイ
ルになっていることを確認してください。
DSEE-TOIX-00048

{0} ファイルは既に存在します。

v レコードをドロップして、続行する

説明: {0} ファイルは既に存在します。ファイルは上書
きできません。

v レコードをリジェクト・リンクに送信して、続行する

システムの処置:

v ジョブを異常終了する
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TOIX-00019 {0} 件のレコードがインポートされ
ませんでした。インポート・プロセスは続
行します。
説明: {0} レコードのインポート中にエラーが発生しま
した。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: データが、インポート・スキーマで指
定されたフォーマットに一致していない可能性がありま
す。インポートするデータの値とインポート・スキーマ
とに不整合がないかどうか確認してください。例えば、
NULL フィールドに null_value 仕様が含まれていない
場合、エクスポート値の仕様と、インポート・プロセス
は失敗します。このエラー・メッセージの後に、モニタ
ー上に表示されるエラー・メッセージには、正常にイン
ポートされなかったレコードの追加情報が含まれていま
す。
DSEE-TOIX-00022 フィールドのインポートが完了しま
した。正常に変換されたレコードは {0}
件、リジェクトされたレコードは {1} 件
です。
説明: パーティションに対して一定数のレコードがイン
ポートされましたが、正常にインポートされたレコード
が {0} 件、失敗した件数が {1} 件です。
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なし。

ユーザーの処置: 結果を別のファイルに書き込むには、
ユニークなファイル名を使用してください。
DSEE-TOIX-00078 フィルターを出力宛先と同時に指定
できません。
説明:

フィルターが出力宛先と同時に指定されました。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: フィルターを使用する際には、出力宛
先を指定しないでください。代わりに filter オペレータ
ー・プロパティーを使用して出力データ・セットを指定
します。
DSEE-TOIX-00079 ファイル、ファイル・セット、
stdout のみが指定できます。
説明: ファイル、ファイル・セット、stdout が同時に指
定されました。これらの変数は同時に使用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: スキーマを編集して、スキーマ、ファ
イル・セット、stdout を同時に指定しないようにしてく
ださい。
DSEE-TOIX-00080 フィルターをファイル・セットと同
時に指定できません。
説明: フィルターがファイル・セットと同時に指定され
ました。

DSEE-TOIX-00082
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: フィルターを使用する際には、ファイ
ル・セットを指定しないでください。-fileset オプション
と lookup オペレーターを同時に使用して、参照表を作
成し、これを使用して入力データ・セットを変更しま
す。

DSEE-TOIX-00085 -file オプションは -destination オ
プションと同時に使用できません。
説明: -file オプションが -destination オプションと同時
に指定されました。これらのオプションは同時に使用で
きません。
システムの処置:

なし。

DSEE-TOIX-00082 -failRejects オプションと
-saveRejects オプションを同時に使用する
ことはできません。

ユーザーの処置:
い。

-file オプションを削除してくださ

説明: -failRejects オプションと -saveRejects オプショ
ンの両方がスキーマで使用されています。-Rejects は、
continue、fail、save パラメーターのいずれかと同時に使
用できる import オペレーターのオプションです。
continue がデフォルト・パラメーターです。一度に使用
できるパラメーターは 1 つのみです。

DSEE-TOIX-00086 -destination オプションは -file オ
プションと同時に使用できません。

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: -failRejects オプションまたは
-saveRejects オプションを削除してください。-failRejects
を使用して、アプリケーションを失敗させ、終了するよ
うにオペレーターを構成することができま
す。-saveRejects を使用して、リジェクトされたレコー
ドを保持するように出力データ・セット 1 を保存する
ことができます。
DSEE-TOIX-00083 フィルターを出力宛先と同時に使用
できません。
説明:

フィルターが出力宛先と同時に指定されました。

システムの処置:

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
ださい。

-destination オプションを削除してく

DSEE-TOIX-00087 -destination オプションは -fileset
オプションと同時に使用できません。
説明: -destination オプションが -fileset オプションと同
時に指定されました。これらのオプションは同時に使用
できません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: -destination オプションを削除してく
ださい。

なし。

ユーザーの処置: フィルターを使用する際には、出力宛
先を指定しないでください。
DSEE-TOIX-00084 ファイル・セットをファイルと同時
に使用できません。
説明: ファイルとファイル・セットの両方をスキーマで
指定しました。ファイル・セットは、インポートするソ
ース・ファイルのリストが含まれるテキスト・ファイル
です。ファイル・セットには 1 行に 1 つのファイル名
が含まれていなければなりません。ファイルの名前は、
file_name.fs という形式になっています。.fs は、ファイ
ル・セットとしてファイルを特定します。
システムの処置:

説明: -destination オプションが -file オプションと同時
に指定されました。これらのオプションは同時に使用で
きません。

なし。

ユーザーの処置: スキーマにファイルまたはファイル・
セットのいずれかを指定してください。ファイルとファ
イル・セットの両方を同じスキーマに指定することはで
きません。

DSEE-TOIX-00088 -destinationlist オプションは -file
オプションと同時に使用できません。
説明: -destinationlist オプションが -file オプションと
同時に指定されました。これらのオプションは同時に使
用できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
ください。

-destinationlist オプションを削除して

DSEE-TOIX-00089 -destinationlist オプションは
-fileset オプションと同時に使用できませ
ん。
説明: -destinationlist オプションが -fileset オプション
を使用しているときに指定されました。これらのオプシ
ョンは同時に使用できません。
システムの処置: なし。
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DSEE-TOIX-00091
ユーザーの処置:
ください。

-destinationlist オプションを削除して

DSEE-TOIX-00091 -fileset オプションは -destination
オプションと同時に使用できません。
説明: -fileset オプションが -destination オプションと同
時に指定されました。これらのオプションは同時に使用
できません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
い。

-fileset オプションを削除してくださ

システムの処置: なし。

DSEE-TOIX-00093 -append オプションは、次のいずれ
かのオプションと同時には使用できませ
ん。 -create、-replace、discard_records、
-discard_schema_and_records および
-overwrite
説明: -append オプションが、-create、 -replace、
-discard_records、-discard_schema_and_records または
-overwrite オプションを使用しているときに使用されま
した。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
い。

-append オプションを削除してくださ

DSEE-TOIX-00096 ファイル・セットを作成または置換
するときと、前のスキーマとレコードを廃
棄するときには、スキーマを指定しなけれ
ばなりません。
説明: ファイル・セットを作成または置換するとき、ま
たは前のスキーマとレコードを廃棄するときに、スキー
マを指定しませんでした。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ファイル・セットを作成または置換す
るとき、または前のスキーマとレコードを廃棄するとき
に使用するスキーマを指定してください。
DSEE-TOIX-00097 -replace、-discard_records、
-discard_schema_and_records、-append オ
プションのいずれかが指定されていない
と、既存のファイル・セット {0} には何
もインポートできません。
説明: インポート処理は、変数 -replace、
-discard_records、-discard_schema_and_records、-append
オプションのいずれかが指定されていないと、正常に終
了しません。 -replace を使用すると、既存のファイル・
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セットを削除し、ファイル・セットを新規に作成しま
す。 -discard_records を使用すると、filesetName.fs にリ
ストされている既存のファイルとスキーマは保存されま
すが、ファイル・セットが存在しない場合には、レコー
ドを廃棄し、ファイル・セットを新規に作成しま
す。-discard_schema_and_records を使用すると、
filesetName.fs にリストされている既存のファイルは保存
されますが、ファイル・セットが存在しない場合には、
スキーマとレコードを廃棄し、ファイル・セットを新規
に作成します。-append を使用すると、エクスポートさ
れたデータを既存のファイルに追加します。
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ユーザーの処置: -replace、-discard_records、
-discard_schema_and_records、-append オプションのいず
れかを指定してください。
DSEE-TOIX-00100 ファイル・セット {0} が存在しま
せん。スキーマを指定しなければなりませ
ん。
説明: 指定されたファイル・セットが存在しません。フ
ァイル・セットを作成するときには、スキーマを指定し
なければなりません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ファイル・セットを作成するときに
は、スキーマを指定してください。
DSEE-TOIX-00106 ファイル・セット {0} は既に存在
します。-replace、-discard_records、append、-discard_schema_and_records オ
プションのいずれかを指定する必要があり
ます。
説明: -replace を指定すると、既存のファイル・セット
を削除し、新規ファイル・セットに置き換えます。
-discard_records を指定すると、filesetName.fs にリスト
されている既存のファイルとスキーマは保存されます
が、ファイル・セットが存在しない場合には、レコード
を廃棄し、ファイル・セットを新規に作成しま
す。-discard_schema_and_records を指定すると、
filesetName.fs にリストされている既存のファイルは保存
されますが、ファイル・セットが存在しない場合には、
スキーマとレコードを廃棄し、ファイル・セットを新規
に作成します。-append を指定すると、エクスポートさ
れたデータを既存のファイルに追加します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: エクスポート・スキーマに
-replace、-discard_records、-append、discard_schema_and_records オプションのいずれかを指定
してください。

DSEE-TOIX-00108
DSEE-TOIX-00108 ファイル・セットが指定されている
場合、addInputFile 関数を呼び出すこと
はできません。
説明: ファイル・セットが指定されたときに
addInputFile 関数が呼び出されました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: addInputFile 関数を削除してくださ
い。ファイル・セットが指定されると、addInputFile 関
数を呼び出すことはできません。
DSEE-TOIX-00109 データ・ソースが指定されている場
合、addInputFile 関数を呼び出すことは
できません。
説明: データ・ソースが指定されたときに addInputFile
関数が呼び出されました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: addInputFile 関数を削除してくださ
い。データ・ソースが指定されると、addInputFile 関数
を呼び出すことはできません。
DSEE-TOIX-00100 ファイル・セット {0} が存在しま
せん。スキーマを指定しなければなりませ
ん。
説明: 指定されたファイル・セットが存在しません。フ
ァイル・セットを作成するときには、スキーマを指定し
なければなりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ファイル・セットを作成するときに
は、スキーマを指定してください。
DSEE-TOIX-00111 ファイルが指定されている場合、
addInputSource 関数を呼び出すことはで
きません。
説明: ファイルが指定されたときに addInputSource 関
数が呼び出されました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: addInputSource 関数を削除してくださ
い。ファイルが指定されると、addInputSource 関数を呼
び出すことはできません。
DSEE-TOIX-00146 インポート・セグメント・サイズが
セグメントのないステップで指定されまし
た。
説明: インポート・セグメント・サイズはセグメントの
ないステップには指定できません。このインポート・セ

グメント・サイズは無視されます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TOIX-00154 レコード {0} でインポート警告が
ありました。
説明: ファイルの import オペレーター (Sequential File
ステージ) が入力ファイルのレコード {0} を処理してい
る間に、ファイルのインポート処理が異常な状態を検出
しました。このメッセージの前に失敗の説明が出されま
す。
システムの処置: システムは、インポート・ステージで
指定されたアクションを行います。アクションは、おそ
らく次のいずれかです。
v レコードをドロップして、続行する
v レコードをリジェクト・リンクに送信して、続行する
v ジョブを異常終了する
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TOIX-00155 進行状況: このセグメントの {0}
パーセントが完了しました。
説明: このメッセージは、正常に完了したオペレーショ
ンのパーセントを示します。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TOIX-00156

進行状況: {0} パーセント

説明: このメッセージは、正常に完了したオペレーショ
ンのパーセントを示します。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
DSEE-TOIX-00159 インポートで短い読み取りがありま
した。これは、おそらく、次のいずれかの
可能性があることを示しています。\n1)
指定したインポート・スキーマが正しくな
い \n2) 無効データ (スキーマは正しい
が、データにエラーがある)。
説明: 可変長レコードのインポートが行われましたが、
レコードが短いため、インポート対象のすべてのフィー
ルドを入れることができません。これは、レコード記述
または実際のデータに問題がある可能性を示していま
す。また、最終レコードに区切り文字がないことを示し
ている場合もあります。
システムの処置:

なし。
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DSEE-TOIX-00163
ユーザーの処置: レコード記述を修正するか、データが
正しいことを確認してください。
DSEE-TOIX-00163 インポートが完了しました。正常に
インポートされたレコードは {0} 件、リ
ジェクトされたレコードは {1} 件です。
説明: このメッセージは、パーティションに対してイン
ポートされたレコード数を報告しており、正常にインポ
ートされたレコードが {0} 件、失敗した件数が {1} 件
であることを示しています。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: なし。このメッセージは、通知メッセ
ージです。
DSEE-TOIX-00170 import オペレーターは、ノード・
マップと一緒に使用できません。
説明: import オペレーターに、明示的なノード・マッ
プが指定されていますが、これは許可されていません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ノード・マップを削除してください。
複数のノードにファイルをインポートしたい場合は、複
数の入力ファイルを指定し、ファイル指定の一部として
ノード名を指定してください。
DSEE-TOIX-00179 レコード {0} でインポート・エラ
ーがありました。
説明: 入力データ・セットのレコード {0} のフィール
ドからのインポートで問題が発生し、-failRejects オプシ
ョンが指定されていました。このメッセージの前には、
TFIG0201 が出され、これに問題の追加情報が記載され
ています。
システムの処置: ジョブは異常終了します。
ユーザーの処置: 無効なデータが検出された場合に、ジ
ョブを異常終了させるつもりであった場合は対応は不要
です。そうでない場合は、次のいずれかの対応を行って
ください。
v -failRejects オプションを削除する。この場合、無
効なデータを含むレコードがドロップされます。
v -saveRejects オプションを指定し、リジェクト・デ
ータ・セットを設定する。
DSEE-TOIX-00189 -firstLineColumnNames オプション
は固定長レコードではサポートされていま
せん。
説明: -firstLineColumnNames オプションが選択されま
したが、インポート・スキーマで指定されたレコード・
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タイプが固定幅です。-firstLineColumnNames オプション
を使用するときは、インポート・スキーマのレコード・
タイプが、データの最初の行にレコード区切り文字を使
用していなければなりません。インポート・ファイルの
最初の行は、使い捨てのヘッダー行として使用されま
す。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 区切り文字で区切られているレコー
ド・タイプを使用するか、列名が含まれる最初の行を入
力ソースから削除してください。

第 17 章 TOSO: Sort ステージ
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOSO メッセージについて説明します。
DSEE-TOSO-00003 APT_CombinedOperatorController
(14),7: 致命的エラー: fork が失敗しまし
た。十分なスペースがありません
説明: ソートに必要なサブプロセスの作成中に fork の
システム呼び出しが失敗しました。
システムの処置: DataStage ジョブは失敗します。他の
メッセージが出されます。
ユーザーの処置: ジョブによって使用される合計メモリ
ー量を削減するか、ジョブに対してより多くのメモリー
を使用可能にします。
DSEE-TOSO-00006

fork が失敗しました。{0}

DSEE-TOSO-00033

書き込みが失敗しました。{0}

説明: 出力バッファーが NULL であるため、何も書き
込めません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 出力バッファーを NULL でない値に
変更してください。
DSEE-TOSO-00066 引数には少なくとも 1 つのソー
ト・キーがなければなりません。
説明: 引数にソート・キーがありません。
システムの処置: なし。

説明: ソートに必要なサブプロセスの作成中に fork の
システム呼び出しが失敗しました。fork から戻された
errno のエラー・ストリングが {0} で示されます。

ユーザーの処置: 1 つ以上のソート・キーを引数に指定
してください。

システムの処置:

DSEE-TOSO-00071
ん。

なし。

ユーザーの処置: 実メモリーやスワップ・スペースが不
十分になっているなど、リソース不足が生じている、ま
たはカーネル・パラメーター maxuproc の値が小さすぎ
ることが考えられます。
DSEE-TOSO-00031
す。

予期しない空の入力ファイルで

説明: 検出された入力ファイルが空です。入力ファイル
から最初のレコードが読み取られましたが、入力が空で
す。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 入力ファイルからレコードを読み取り
中に、EOF が検出されました。入力ファイルを確認し
てください。
DSEE-TOSO-00032 スクラッチ readRecord が失敗し
ました。{0}
説明: 入力からレコードを読み取り中にエラーがありま
した。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: エラーがないか入力ファイルをチェッ
クしてください。
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ソート・キーが指定されていませ

説明: ステージにソート・キーが指定されておらず、ソ
ート対象がありません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ソート・キーを指定するジョブ・パラ
メーターを設定してください。
DSEE-TOSO-00072 ソート・キー・フィールドが見つ
かりません: {0}
説明: ユーザーがソート・キーとして指定したフィール
ド {0} が、入力スキーマに見つかりません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 入力スキーマを確認し、必ずソート・
キーが含まれるようにしてください。
DSEE-TOSO-00073 ソート・キー・フィールドはベク
トルであってはなりません: {0}
説明: ベクトルのキー・フィールドでソートすることは
できません。おそらく、{0} はベクトルになっていま
す。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 入力スキーマを確認してください。ス
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DSEE-TOSO-00074
キーマ変数フィールドは、eScalar でなければなりませ
ん。
DSEE-TOSO-00074 同じキー・フィールドが 2 回以上
指定されました。{0}
説明: 同じキー・フィールド {0} を 2 回以上指定する
ことはできません。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 同じキー・フィールドを 2 回以上指
定することがないように確認してください。
DSEE-TOSO-00075 hash パーティショナーの設定中に
エラーが発生しました。
説明: hash パーティショナーの設定時にエラーが発生
しました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: hash パーティショナーが正しく設定
されていることを確認してください。
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第 18 章 TOSH: Orchestrate 構文
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOSH メッセージについて説明します。
DSEE-TOSH-00000 "db2read" のオペレーター定義、
ラッパー、または UNIX コマンドを見つ
けることができませんでした。
説明: "db2read" のオペレーター定義、ラッパー、また
は UNIX コマンドを見つけることができませんでし
た。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 必要なすべてのライブラリーがプリロ
ードされていること、およびラッパーの PATH を確認
してください。
DSEE-TOSH-00049 パラメーターが指定されました
が、フローの中で使用されません: {0}
説明: {0} は、ジョブ・パラメーター・セットの中で定
義されているけれども、ジョブの中で参照されないジョ
ブ・パラメーターの名前です。

システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ライブラリーが LD_LIBRARY_PATH
または LIBPATH 環境変数に欠落しているか、実行可能
プログラムを含むディレクトリーが PATH 環境変数に
ありません。
DSEE-TOSH-00384 "oraread" のオペレーター定義、
ラッパー、または UNIX コマンドを見つ
けることができませんでした。
説明: システムが "oraread" のオペレーター定義、ラッ
パー、または UNIX コマンドを見つけることができま
せんでした。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 必要なすべてのライブラリーがプリロ
ードされていること、およびラッパーの PATH を確認
してください。

このメッセージは、ある名前でジョブ・パラメーターが
定義されているけれども、それが間違って別の名前で参
照されている可能性があること示唆しています。この状
態がそうではない場合、このメッセージは無視してかま
いません。
一部のジョブ・パラメーターは自動的にすべてのジョブ
に提供されます。多くのジョブがこれらのパラメーター
を使用しないため、以下のパラメーターでこのメッセー
ジがしばしば表示されます。DSHostName、
DSInstallTag、 DSJobController、 DSJobInvocationId、
DSJobName、 DSJobNumberAndInvocationId、
DSJobNumber、 DSJobStartDate、
DSJobStartTimestamp、 DSJobWaveNo、
DSProjectDirectory、 DSProjectMapName、
DSProjectName、 DSTCPPort
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: このメッセージがパラメーター定義と
その参照の間の不一致を示している場合は、不一致を修
正してください。
DSEE-TOSH-00205

PATH 検索失敗

説明: 不明なオペレーターが要求されました。このメッ
セージの後に、要求されたオペレーター名、およびエラ
ーの追加情報を含む詳細メッセージが出されます。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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第 19 章 DSEE - その他のメッセージ
以下のトピックでは、DSEE タイプの各種メッセージについて説明します。
DSEE-TFCC-00003 U_TRUNCATED_CHAR_FOUND
を検出しました。
説明: UTF-16 としてエンコードされた Unicode スト
リングを 8 ビット・コード・ページの文字に変換しよ
うとした時に、エラーが発生しました。ストリングは、
2 バイト UTF-16 コード・ポイントの途中で強制終了し
ました。マルチバイト・エンコードからのストリングの
変換中に、切り捨てられた文字のバイト単位の一部のみ
が見つかりました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: データについて、互換性があり、かつ
サポートされている文字セットが使用されていることを
確認してください。または、エンコードされるデータが
破損していないこと、あるいはその反対に、8 ビットか
ら 16 ビットへの変換に互換性のないことを確認してく
ださい。
DSEE-TFCC-00016 Unicode ストリング (コード・ポイ
ント: {1}) をコード・ページ {2} に変換
しているときに無効文字 ({0}) が見つかり
ました。置き換えています。
説明: ストリングを UTF-16 から指定されたコード・
ページに変換しているときに、コード・ページ {2} で
は無効な Unicode 文字 {0} が検出されました。代わり
に、適切な置換文字と置き換えられました。{1} は変換
されるストリングです。このストリングを手掛かりにし
て、問題の原因を突きとめることができます。
システムの処置: 無効文字は、ターゲット・ストリング
の中で置換文字と置き換えられます。
ユーザーの処置: UTF-16 文字が別のコード・ページに
変換されるとき、それらの文字が変換先のコード・ペー
ジに存在することを確認してください。
DSEE-TFCC-00017 ストリング (コード・ポイント:
{1}) をコード・ページ {2} から Unicode
に変換しているときに無効文字 ({0}) が見
つかりました。置き換えています。
説明: 文字 {0} は、コード・ページ {2} では無効な文
字です。ストリングを指定されたコード・ページから
UTF-16 に変換しているときに、その文字が検出され、
代わりに適切な置換文字と置き換えられました。{1} は
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

変換されるストリングです。このストリングを手掛かり
にして、問題の原因を特定することができます。
システムの処置: 無効文字は、ターゲット・ストリング
の中で置換文字と置き換えられます。
ユーザーの処置: 指定されたコード・ページから
UTF-16 に変換される文字が、そのコード・ページで有
効であることを確認してください。
DSEE-TFCF-00014 構成に起動ノード {0} が含まれて
いません。
説明: 構成ファイルにジョブが開始されるノードが含ま
れていません。{0} は、そのノードの名前を示していま
す。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 構成ファイルにジョブが開始されるノ
ードのノード定義を追加します。
DSEE-TFDE-00031 APT_Decimal::assignFromString:
精度が {1} の decimal に対して、ソー
ス・ストリング ({0}) が範囲外です。
説明: ストリングを 10 進数に変換している時にエラー
が発生しました。ストリング ({0}) の小数点の左側の桁
数が、指定された精度 ({1}) よりも多くなっています。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 無効なストリングを修正するか、無効
なストリングに対して適切なエラー処理を指定します
(このエラーがインポート処理中に発生している場合)。
DSEE-TFDE-00030 APT_Decimal::assignFromString:
ソース・ストリングのフォーマットが無効
です。
説明: ストリングを 10 進数に変換中にエラーが発生し
ました。このストリングの構成は、以下のようになって
いなければなりません。
v 先行空白文字 (ブランクまたはタブ、任意指定)
v + または - 記号 (任意指定。ない場合、数値は + 記
号と見なされます)
v 0 個以上の小数点の左側桁の数字 (0 - 9)
v 小数点 (ロケール依存、任意指定)
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v 0 個以上の小数点の右側桁の数字 (0 - 9)
v 後続の空白文字 (任意指定)
システムの処置:

なし

ユーザーの処置: 無効なストリングを修正するか、無効
なストリングに対して適切なエラー処理を指定します
(このエラーがインポート処理中に発生している場合)。
DSEE-TFON-00004 名前の登録が重複しています。
{0}、{1}。
説明: 同一のオペレーターが同名に対して複数回定義さ
れています。オペレーター名、および 2 回目のオペレ
ーターの C++ クラス名が {0} と {1} に示されます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: Orchestrate ライブラリーが重複して
リストされないようにしてください。
DSEE-TFOR-00073 順次オペレーターは、入力ポート
{0} 上のパラレル・データ・セットのパー
ティションを保持できません。
説明: パラレル・ステージと、順次ステージの入力ポー
ト {0} との間のリンクに、パーティションの保持のフ
ラグが設定されています。パラレル・ステージと順次ス
テージとの間のリンクでは、パラレル・ステージ出力の
パーティションの保持は本質的に不可能です。このメッ
セージは、パラレル・ステージが単一パーティションし
か持っていない場合でも発行されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: このメッセージは通知メッセージです
が、リンク上のパーティションの保持フラグをクリアす
ることによって除去できます。
DSEE-TFOR-00089 オペレーターの runLocally() が失
敗しました。
説明: ジョブを実行した結果、オペレーターが次のいず
れかの状況になりました。
1. APT_StatusFailed の状況を戻す
2. 重大度が「警告」より高いメッセージをログに書き
込み、ジョブ全体が失敗になる。
このため、ジョブ全体が失敗となります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ログを参照して、問題を説明する追加
メッセージを確認してください。

DSEE-TFPA-00012 警告: PWD 環境変数が定義されて
いません。その結果、リモート・プロセス
の開始が成功しない可能性があります。
ORCHESTRATE ジョブが正しく開始し
ないときは、使用しているシステムのすべ
てのノードで機能する値に PWD 変数を
設定してください。
説明: 環境変数 PWD は、通常、システム・シェルに
よって保守され、現行作業ディレクトリーの絶対パスが
格納されています (PWD は、「Print Working Directory
(作業ディレクトリーの表示)」の略語です)。ジョブの開
始には、ジョブの実行に使用されるすべてのノードでこ
のディレクトリーが使用可能であることが必要で、PWD
変数は、開始時にすべてのノードがそのディレクトリー
内にあることを確認するために使用されます。PWD が
設定されていない場合も、並列開始は試行されますが、
失敗する可能性があります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: PWD が明示的に設定解除になってい
ないことを確認してから、ジョブを実行してください。
そのような設定解除は、シェル・スタートアップ・スク
リプト (.profile、.cshrc、.kshrc、.bashrc、あるいはいず
れかのシステム全体のスタートアップ・スクリプトなど)
で発生する場合があります。
DSEE-TFPA-00015

警告: chdir({0}) ができません: {1}

説明: ジョブの開始で、chdir システム呼び出しを使用
して、現行作業ディレクトリーを {0} で指定されたデ
ィレクトリーに設定しようとしましたが、chdir が失敗
し、{1} で示されたエラー・ストリングを戻しました。
説明: デフォルトでは、各ノードの作業ディレクトリー
は、ジョブ開始時の PWD 環境変数の値に設定されま
す。このデフォルトを変更するには、環境変数
APT_WORKING_DIRECTORY を以下のいずれかに設定
します。
v CURRENT - 現行作業ディレクトリーを使用します
(デフォルト)
v PROGRAM - osh 実行可能プログラムを含むディレク
トリーを使用します。このディレクトリーは、通常、
$APT_ORCHHOME/bin によって定義されます。
v 任意のパス
作業ディレクトリーは、絶対パスではないパス名の解決
に使用されるため、このような場合、ジョブが失敗する
可能性があります。
システムの処置: なし
ユーザーの処置: 指定されたディレクトリーが、ジョブ
の実行で使用されるすべてのノードでアクセス可能 (デ
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DSEE-TFPA-00017 • DSEE-TFRS-00029
ィレクトリーが存在し、作業ディレクトリーとして設定
できる許可があること) であることを確認してくださ
い。そのためには、そのディレクトリーの NFS マウン
トが必要な場合があります。
DSEE-TFPA-00017 警告: PWD 環境変数の値 ({0}) が
現行作業ディレクトリー ({1}) の同義語の
ようではありません。現行作業ディレクト
リーが使用されますが、ORCHESTRATE
ジョブが正しく開始しないときは、使用し
ているシステムのすべてのノードで機能す
る値に PWD 環境変数を設定する必要が
あります。
説明: PWD 環境変数の値 {0} が、ジョブ開始時の各
ノードの作業ディレクトリーの設定に使用されます。し
かし、getcwd により判別された作業ディレクトリー
{1} が、これと異なります。
システムの処置:

なし

ユーザーの処置: PWD によって記述されたジョブ開始
時の作業ディレクトリーのパスが、getcwd によって戻
されたパスと異なっています。これは、cd の引数とし
て相対パス (../../home/myid など) を使用していることに
よるか、NFS 自動マウント機能の動作が原因となって
いることが考えられます。必要に応じ、PWD の設定
を、ジョブの実行に使用されるすべてのノードに対して
同じ絶対パスで設定してください。
DSEE-TFPM-00279 ORCHESTRATE 例外をキャッチ
しました {0}{1}
説明: 処理の実行中に、メインプログラムかパラレル・
プロセス ({0} で示されている) 内に、未処理の例外を
キャッチしました。例外の説明は、その後の {1} に記
載されます。
注: エラーの場所は、正確には突き止められていませ
ん。
システムの処置:

なし

ユーザーの処置: 通常、このメッセージの前に、このエ
ラーの原因となった状態を示すメッセージがあります。

DSEE-TFPM-00356 **** パラレルの開始が失敗 ****
これは、たいていの場合、次のような構成
エラーが原因です。(1) 必ずしもすべての
ノードで Orchestrate インストール・デ
ィレクトリーが正しくマウントされていな
い。(2) rsh 許可が正しく設定されていな
い (/etc/hosts.equiv または .rhosts を介し
て)。(3) 必ずしもすべてのノードにマウン
トされていないディレクトリーから実行し
ている。これより前の出力の中で、エラ
ー・メッセージを探してください。
説明: パラレル・ジョブの開始が失敗しました。この場
合、失敗になった時点の各ノードにおけるジョブの状況
を記述する一連のメッセージが先に出されます。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: ソフトウェアが、構成ファイルのすべ
てのノードに対して適切にインストールされていること
を確認します。また、ジョブの実行に使用されているユ
ーザー ID が、すべてのノードに対して操作権限がある
こと、パスワードのない rsh または ssh が全ノードで
正しく機能していることを確認してください。
DSEE-TFPX-00002

NULL アーカイブ

説明: 内部ソフトウェア・エラーです。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: 障害を起こしているジョブを、
DS_PXDEBUG および APT_TRACE_PERSISTENCE を
設定して再実行し、ジョブ・ログを分析してください。
DSEE-TFRS-00029 フォーマット済みのフィールドおよ
びレコード ({0}) の長さは、宣言されてい
る長さ ({1}) より小さいです。
説明: データをインポートまたはエクスポートする場
合、レコードに固定長を指定できます。このメッセージ
は、指定された長さが、レコード内のすべてのフィール
ドの長さの計算合計値より短い場合に発行されます。ユ
ーザー指定の固定レコード長は {0}、計算後のレコード
長は {1} で示されます。
システムの処置: なし
ユーザーの処置: 固定長レコードの一部だけがインポー
トされる場合は、この警告は無視してください。しかし
ながら、レコード内のフィールドの記述が、レコード長
と一致する必要がある場合は、この問題は、レコード記
述に関する問題となります。
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DSEE-TFRS-00051 レコード区切り文字 {0} がありま
せん。代わりに EOF がありました。
説明: レコード区切り文字 {0} で終了することが想定
されているレコードの読み取り時に、ファイルの終わり
(EOF) を検出しました。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 最終レコードのレコード区切り文字が
ないデータ・ファイルの場合は、この警告は無視してく
ださい。しかし、データ・ファイルに問題がある場合、
または、レコードが不完全な場合は、このメッセージの
後に追加メッセージが発行され、ジョブが失敗になる
か、最終レコードがリジェクトされます。
ユーザーの処置: この状況は、レコード区切り文字の記
述に誤りがあることが原因となっている可能性もありま
す。正しい区切り文字を指定してください。
DSEE-TLCL-00007 {0} に対する照合シーケンスが見つ
かりません。デフォルトのロケール {1}
を使用します。
説明: 要求されたロケール {0} の照合シーケンスが見
つからなかったため、デフォルト・ロケール {1} の照
合シーケンスが使用されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ロケール設定が正しくありません。ロ
ケールの設定方法は、システムによって異なりますが、
ほとんどの UNIX システムの場合、LANG 環境変数が
使用されます。

システムの処置: 与えられたマージ・キー・セットを持
つ最初のマスター・レコードのみが、更新レコードとマ
ージされます。そのマージ・キー・セットを持つその後
のマスター・レコードのアクションは、ステージに対す
るその他のオプションによって決まります。
ユーザーの処置: マージされていないマスター・レコー
ドに対して行われるアクションを指定します。マージさ
れていないマスター・レコードをドロップするか、また
はマージされていないマスター・レコードをサイレント
で許可するようにステージを構成できます。
DSEE-TOSH-00205

PATH 検索失敗

説明: 不明なオペレーターが要求されました。このメッ
セージの後に、要求されたオペレーター名、およびエラ
ーの追加情報を含む詳細メッセージが出されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: ライブラリーが LD_LIBRARY_PATH
または LIBPATH 環境変数に欠落しているか、実行可能
プログラムを含むディレクトリーが PATH 環境変数に
ありません。
DSEE-TUTL-00031 開くファイルの数の制限は {0} で
す。{1} に増やします。
説明: 開くことができるファイル数のソフト・リミット
は {0} ですが、ジョブの開始時に {1} に増やされてい
ます。このような処置がなされるのは、パラレル・ジョ
ブでは、多数のファイルを同時に開く必要があることが
多いためです。
システムの処置: なし。

DSEE-TLIC-00003 DataStage で、システム上に現行の
ライセンスで許可されている数より多い
CPU が検出されました。
説明: 構成ファイル内のすべてのノードの実行可能な
CPU の数は、ジョブ開始時に判別され、ソフトウェア
でライセンス供与されている CPU の数と比較されま
す。この CPU の数がライセンスされている数を超える
と、この警告が出されます。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置: 構成ファイルからノードを削除して使
用可能な CPU の数を減らすか、高い容量のライセンス
を取得してください。
DSEE-TOMG-00029 マスター・レコード ({0}) は重複
しています
説明: Merge ステージのマスター入力リンクの中で、
複数のマスター・レコードが、同じマージ・キーを持っ
ています。
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ユーザーの処置: なし。このメッセージは、通知メッセ
ージです。
DSEE-TUTL-00057 環境変数
APT_DEBUG_MODULE_NAMES の中の
認識できないモジュール名 "{0}"
説明: モジュール {0} は、デバッグ対象の有効なモジ
ュール名として認識されませんでした。このメッセージ
はプログラム開始処理時に生成されます。これは、ほと
んどのオペレーター・ライブラリーが動的にロードされ
る前で、そのため、必ずしもモジュール名が間違ってい
ることを示しているわけではありません。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TUTL-00058
DSEE-TUTL-00058 {0} のモジュール・デバッグ・メッ
セージがオンです
説明: {0} モジュールのデバッグが使用可能です。この
メッセージは、APT_DEBUG_MODULE_NAMES 環境変
数でモジュール名を指定した結果です。この変数は、ス
ペースで区切った 1 つ以上のモジュール名に設定でき
ます。デバッグを使用可能に設定するのは、IBM ソフ
トウェア・サポートから要求された場合にのみにしてく
ださい。
システムの処置: 指定されたモジュールに対して、デバ
ッグ・アクションが行われます。
ユーザーの処置: IBM ソフトウェア・サポートによっ
て、デバッグを使用可能にした後で実行する適切なアク
ションが提供されます。

第 19 章 DSEE - その他のメッセージ
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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 1. 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/software/sw-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。

フィードバックの提供
次の表は、製品についてのフィードバックを行う方法を示しています。
表 2. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、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。インフォメーション・センターは、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。

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
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。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
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でも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。
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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、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
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 www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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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。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
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 をご覧ください。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 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。インフォメーション・センターでは、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。XHTML により、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 のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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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。

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。
〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14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。
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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。
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
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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。サンプル・プログラムは特定物として現存するまま提供し、法律上の瑕疵担保
責任を含むいかなる保証責任も負いません。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。
© (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。

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 Corp. 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、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、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。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium 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商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
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。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
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。
特記事項および商標
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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。
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