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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。これらのメッセ
ージは、エラーのタイプを記述し、そのエラーの発生理由を説明し、考えられる解
決策を提示します。
エラーの全詳細は、 IBM® InfoSphere® DataStage® and QualityStage® ディレクタ
ー・クライアントのログ・ファイルで確認することができます。また、ジョブ・ロ
グ・ファイルを生成する InfoSphere DataStage ディレクター内で、もしくは osh コ
マンド・ラインから、メッセージを印刷することもできます。
メッセージの言語は、エンジン層のコンピューター・システムの言語設定によって
決定されます。メッセージを英語で表示するには、APT_ENGLISH_MESSAGES 環境変数
を 1 に設定してください。

パラレル・エンジン・メッセージのメッセージ ID
任意のメッセージについて、その固有のメッセージ ID を使用して、トラブルシュ
ーティングおよびシステム分析を行うことができます。
すべてのメッセージには、規則 DSEE-XXXX-NNNNN-T に従った固有のメッセージ
ID が含まれています。
DSEE 製品 DataStage Enterprise Edition (DSEE) の標準接頭部。
XXXX メッセージを生成した、製品の特定のコンポーネント。例えば、TCBO は変
換処理コンパイラー・メッセージを表します。
NNNNN
固有の 5 桁の数値 ID
T

ほとんどのメッセージの場合、このインジケーターは存在しません。例えば
「E」はエラーまたは致命的、「W」は警告、「I」は情報など、メッセージ
のタイプまたは重大度を表します。

エラー・メッセージの表記
エラー・メッセージには、メッセージ ID、メッセージ変数、タイム・スタンプ、そ
の他のコンポーネント情報など、システムのトラブルシューティングに役立つ特定
の表記が使用されています。
このメッセージ・リファレンスにおいて、メッセージ変数は、数値を中括弧で囲ん
だもの (例えば {0}) で表されます。これらの変数は、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。
次のサンプル・エラー・メッセージには、2 つのメッセージ変数が含まれていま
す。
IIS-DSEE-TOIX-00049 "{0} を開くことができません: {1}。"
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このメッセージ・リファレンスでは、このエラー・メッセージ表記を使用してエラ
ー・メッセージを示します。ログ・ファイルまたは osh コマンド・ラインにより、
メッセージ変数は値またはプロパティーに置換されます。以下に例を示します。
{0}

ファイル・パスを含め、指定されるファイル名の値。

{1}

オペレーティング・システムから提供される、システム・レベルのエラー・
メッセージ。

このメッセージは、以下の詳細情報と共にジョブ・ログ・ファイルに表示されま
す。
項目 #: 12
イベント ID: 11
タイム・スタンプ: 2014-03-04 11:19:05
タイプ: 致命的
ユーザー名: dsadm
メッセージ ID: IIS-DSEE-TOIX-00049
メッセージ: Sequential_File_0,0: /tmp/dummy.txt を開くことができません。
そのようなファイルまたはディレクトリーはありません。

このメッセージから、{0} はファイル名とファイル・パス /tmp/dummy.txt で置換
され、{1} はシステム・レベルのエラー・メッセージ「そのようなファイルまたは
ディレクトリーはありません。」で置換されました。
このメッセージは、以下の詳細情報と共に osh コマンド・ラインから表示されま
す。
##E IIS-DSEE-TOIX-00049 13:24:15(000) <Sequential_File_0,0> /tmp/dummy.txt を開くことができません。
そのようなファイルまたはディレクトリーはありません。

ここでもまた、{0} はファイル名とファイル・パス /tmp/dummy.txt で置換され、
{1} は「そのようなファイルまたはディレクトリーはありません。」で置換されて
います。
さらに、タイム・スタンプも提供されています。このタイム・ゾーンはサーバーの
タイム・ゾーンで、クライアント・システムのタイム・ゾーンではありません。
{0} または {1} 変数の挿入メッセージは、各メッセージ ID および実行される各ジ
ョブによって異なります。すべてのメッセージでこれらの変数またはシステム・レ
ベルのエラー・メッセージが提供されるわけではありません。
最後に、ステージ名が付加され、その後にパーティション番号が続き、それらがコ
ンマで区切られることに注意してください。このサンプル・エラー・メッセージで
は、付加されたステージ名とパーティション番号は Sequential_File_0,0 です。
一部のメッセージでは、以下のメッセージのように <main_program> も表示される
場合があります。この接頭部は、メイン・コンダクター・ノードまたはセクショ
ン・リーダーがメッセージをレポートしているため、表示されるものです。
##W IIS-DSEE-TCOS-00036 13:24:15(006) <main_program> ジョブ・モニターの初期化に失敗しました。
モニター情報は生成されません。

ジョブが失敗すると、エラー・メッセージに続いて一連のメッセージが表示される
場合があります。これらの追加メッセージは、分析の際に役立ちます。例えば、多
くの場合、IIS-DSEE-TOIX-00049 メッセージの後には以下のメッセージが表示され
ます。
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##E IIS-DSEE-TFOR-00089 13:24:15(001) <Sequential_File_0,0> オペレーターの runLocally() が失敗しました。
##E IIS-DSEE-TFPM-00040 13:24:15(003) <Sequential_File_0,0> オペレーターは異常終了しました:
runLocally() は APT_StatusOk を返しませんでした
##E IIS-DSEE-TFOR-00001 13:24:16(000) <Copy_3,2> オペレーター・ロジックの実行中に障害が発生しました。

OSH プログラム
Orchestrate® Shell (別名 OSH) は、テキスト・ベースのコマンド言語 (これも別名
OSH) を実装する、UNIX シェルでパターン化されたプログラムです。また、この
プログラムは、ジョブを実装するパラレル処理を制御します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントまたは
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター・クライアントでジョブを実行
すると、以下の 2 つのイベントが発生します。
1. クライアントにより複数の内部テキスト・ファイルが生成され、パラレル・エン
ジンに送信されます。
2. テキスト・ファイルの送信後、クライアントは OSH というプログラムを開始す
るようサーバーに信号を送ります。
OSH プログラムは、プロセス同期、メッセージング、パフォーマンス・ロギング、
モニターなど、パラレル・エンジンのすべての機能を実装します。
OSH プログラムは、必要な環境変数がすべて設定済みであれば、コマンド・ライン
から開始できます。OSH コマンド・ラインは、ジョブの開発およびデバッグに使用
できます。また、他のコマンド・ライン・ツールを使用してパラレル・エンジンを
制御したい場合にも使用できます。
OSH コマンド・ラインでは、構文エラーのメッセージが表示されます。コマンド・
ラインを直接使用しない限り、これらの OSH メッセージは通常は表示されませ
ん。
パラレル・エンジンからの多くのメッセージでは、OSH 構文またはパラメーター値
に関するエラーが説明されます。ジョブのコンパイルでは通常、正しい OSH コー
ドが生成されるため、このようなタイプのエラー・メッセージは表示されません。
ただし、以下の場合に、OSH 関連のメッセージが表示されることがあります。
v OSH コードを直接作成するか、またはジョブのコンパイル時に Designer Clientで
生成された .osh ファイルを変更できます。OSH コードの変更でエラーが生じた
場合、パラレル・エンジンによってこれらのメッセージが生成されます。OSH コ
ードで行った変更または .osh ファイルの変更を修正してこれらのエラーを解決
できる場合があります。
v ジョブ・パラメーターを使用して、ジョブが実行されるまで検証できない値を
Designer Clientに挿入できます。例えば、ステージ・プロパティー・ページで値が
整数であることが求められるとします。テキスト・ストリングが指定されたジョ
ブ・パラメーターを使用した場合、Designer Clientで通常は表示されないエラーが
パラレル・エンジンによって生成されます。
v 処理ステージである Generic ステージを使用して、ステージ内から Orchestrate
オペレーターを呼び出し、必要に応じてオプションを渡すことができます。
Orchestrate オペレーターを使用してオプションを渡すことができるため、オプシ
ョン名またはオプション値、あるいはその両方が正しく指定されていない場合、
第 1 章 パラレル・エンジンのメッセージ

3

エラーが発生する可能性があります。OSH コードで行った変更を修正すること
で、これらのエラーを解決することが可能です。
v Designer Clientの Modify ステージの「仕様」プロパティーを使用して、直接
OSH コードを実装できます。 Generic ステージと同じように、独自の OSH コー
ドを実装すると、正しいオプションおよび値が指定されていない場合、エラーが
発生する可能性があります。OSH コードで行った変更を修正することで、これら
のエラーを解決することが可能です。
OSH 関連のメッセージを受け取ったが、Designer Clientで生成された OSH コード
をジョブで変更していないことが確かな場合、内部プログラム・エラーを IBM ソ
フトウェア・サポートにレポートするための手順に従ってください。
関連情報:
カスタム・オペレーター・リファレンス
InfoSphere DataStage ジョブを制御するためのコマンド
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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第 2 章 PIVT: Pivot
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-PIVT メッセージについて説明します。
DSEE-PIVT-00001

重複した入力フィールド: ({0}) はターゲット・フィールド : ({1}) では無視されました

説明: 示されたターゲット列名は、示された入力列と同じ名前です。示された入力列は、示されたターゲット列によっ
て無視されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: OSH コマンド・ラインで、ターゲット列に対して一意の入力列名を指定してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-PIVT-00004
説明:

入力フィールド: ({0}) が入力スキーマに見つかりません

示された入力列が、入力スキーマの中で見つかりませんでした。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

入力スキーマを調べて、示された入力列が存在することを確認してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-PIVT-00005
説明:

渡されたデフォルト値を変換できないため処理できません。

デフォルト値をターゲット列のデータ・タイプに変換できないため、ジョブを処理できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

OSH コマンド・ラインで、有効なデフォルト値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
Pivot: 構文規則とオプション
DSEE-PIVT-00006
説明:

フィールド ({1}) の 値 ({0}) の変換でエラーが発生しました

示されたターゲット列の示された値は、有効なデータ・タイプではないため、変換できません。

ユーザーの処置:

変換できる有効なデータ・タイプの入力値を指定してください。

関連情報:
Pivot: 構文規則とオプション
DSEE-PIVT-00008
説明:

入力名 ({1}) の変換関数 ({0}) が見つかりません

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
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DSEE-PIVT-00009 • DSEE-PIVT-00011
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された入力名の、示された変換関数が見つかりま
せん。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00009
説明:

無効なパラメーターが渡されました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_PivotOpRep::Conversion::convert() に、空または無効なソース・データ・パラメーターが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00010
説明:

ソース ({0}) から宛先 ({1}) への変換が見つかりません

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されたソース列とターゲット列の変換ルールが見
つからないか無効です。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00011
説明:

({0}) のタイプ記述子を取得できません

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された関数のデータ・タイプが一致しないか、取
得できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
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DSEE-PIVT-00012 • DSEE-PIVT-00015
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00012
説明:

入力フィールド・タイプから指定された変換ソース・タイプへの変換に失敗しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 namedConv 内部クラスの入力列のデータ・タイプ
を、ソース列のデータ・タイプに変換できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00013
説明:

指定された変換に失敗しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 namedConv 内部クラスにエラーが発生しました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00014
説明:

指定された変換宛先タイプから出力タイプへの変換に失敗しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 namedConv 内部クラスの出力列のデータ・タイプ
を、ターゲット列のデータ・タイプに変換できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00015
説明:

指定された変換 ({0}) で変換が失敗しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
第 2 章 PIVT: Pivot
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DSEE-PIVT-00016 • DSEE-PIVT-00019
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された namedConv 内部クラスを変換できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00016
説明:

ソース ({0}) から宛先 ({1}) へのデフォルトの変換が失敗しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されたソース列とターゲット列のデフォルト値を
変換できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00018
説明:

ソース ({0}) から宛先 ({1}) へのデフォルトの変換は使用できません

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されたソース列とターゲット列のデフォルト構成
ルールが存在しないか無効です。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00019
説明:

({0}) から ({1}) への変換の検証で警告: {2}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された元の列のデータ・タイプから示された新し
い列のデータ・タイプへの変換の検証中に、示された警告が発行されました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
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DSEE-PIVT-00020 • DSEE-PIVT-00022
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00020
説明:

({0}) から ({1}) への変換の検証でエラー: {2}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された元の列のデータ・タイプから示された新し
い列のデータ・タイプへの変換の検証中に、示されたエラーが発生しました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00021
説明:

({0}) から ({1}) へのデフォルトの変換の検証で警告: {2}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された元の列のデータ・タイプから示された新し
い列のデータ・タイプへのデフォルトの変換の検証中に、示された警告が発行されました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00022
説明:

({0}) から ({1}) へ指定された変換の検証で警告: {2}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された元の列のデータ・タイプから示された新し
第 2 章 PIVT: Pivot
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DSEE-PIVT-00023 • DSEE-PIVT-00024
い列のデータ・タイプへの指定された変換の検証中に、示された警告が発行されました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00023
説明:

({0}) から ({1}) へのデフォルトの変換の検証でエラー: {2}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された元の列のデータ・タイプから示された新し
い列のデータ・タイプへのデフォルトの変換の検証中に、示されたエラーが発生しました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00024
説明:

({0}) から ({1}) へ指定された変換の検証でエラー: {2}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示された元の列のデータ・タイプから示された新し
い列のデータ・タイプへの指定された変換の検証中に、示されたエラーが発生しました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-PIVT-00025 • DSEE-PIVT-00030
DSEE-PIVT-00025
説明:

変換の検証に失敗しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。一般的な変換の検証に失敗しました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00028
説明:

入力フィールド ({0}) は非サポート・アグリゲート・タイプです

示された入力列は、アグリゲート関数によってサポートされていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示された入力列から、アグリゲート関数を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-PIVT-00029
説明:

入力インターフェース・スキーマのセットアップでエラーが発生しました

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。入力インターフェース・スキーマのセットアップ
で、エラーが発生しました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-PIVT-00030
説明:

入力フィールド ({0}) : ベクトルはサポートされていません

示された入力列に対して、ベクトルの接頭部は使用できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示された入力列から、ベクトルの接頭部を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-PIVT-00053 • DSEE-PIVT-00069
DSEE-PIVT-00053
説明:

アグリゲート機能 - {0}、はデータ・タイプ {1} に対してサポートされていません

示されたアグリゲート関数は、示されたデータ・タイプに対してサポートされていません。

ユーザーの処置: 出力仕様を確認し、アグリゲート関数を、示されたデータ・タイプをサポートする関数に変更してく
ださい。
DSEE-PIVT-00062
説明:

重複した出力仕様 '{0}' が見つかりました

示された出力仕様は重複していました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

出力仕様を確認し、重複を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-PIVT-00069
説明:

平均計算でサポートされないデータ・タイプです

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。平均アグリゲート関数でサポートされていないデー
タ・タイプが検出されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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第 3 章 TBLD: Buildop
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TBLD メッセージについて説明します。
DSEE-TBLD-00003

この dfloat タイプに対して無効値です: {0}。

説明: OSH コードの mantissa_from_dfloat 関数である MantissaFromDFloat 関数の、示された値は、有効な dfloat
データ・タイプではありません。
ユーザーの処置:

関数に対して有効なデータ・タイプを指定してください。

関連情報:
数値関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00004

要件に合いません。NULL date 引数。

説明: OSH コードの timestamp_from_date_time 関数である TimestampFromDateTime 関数の date 引数に、空の値が
含まれています。
ユーザーの処置:

関数の date 引数に有効な値を指定してください。

関連情報:
日時関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00005

この date タイプに対して無効値です: {0}。

説明: OSH コードの timestamp_from_date_time 関数である TimestampFromDateTime 関数の date 引数の、示された
値は無効です。
ユーザーの処置:

関数の date 引数に有効な値を指定してください。

関連情報:
日時関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00006

要件に合いません。NULL time 引数。

説明: OSH コードの timestamp_from_date_time 関数である TimestampFromDateTime 関数の time 引数に、空の値が
含まれています。
ユーザーの処置:

関数の time 引数に有効な値を指定してください。

関連情報:
日時関数
組み込み関数
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DSEE-TBLD-00007 • DSEE-TBLD-00011
DSEE-TBLD-00007

この time タイプに対して無効値です: {0}。

説明: OSH コードの timestamp_from_date_time 関数である TimestampFromDateTime 関数の time 引数の、示された
値は無効です。
ユーザーの処置:

関数の time 引数に有効な値を指定してください。

関連情報:
日時関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00009
す。
説明:

示された入力ストリングは数値ストリングではありません。示された値がデフォルト値として使用されました。

ユーザーの処置:

データを調べ、入力ストリングを数値ストリングに変更してください。

DSEE-TBLD-00010
説明:
た。

数値ストリングが予測されましたが、"{0}" を取得しました。デフォルト値の {1} を使用しま

データ・タイプ {1} に対して "{0}" は範囲外です。デフォルト値が使用されます。

指定された値は、示されたデータ・タイプの許容範囲内にありません。代わりに、デフォルト値が使用されまし

ユーザーの処置:

示されたデータ・タイプの許容範囲内にある値を指定してください。

関連情報:
データ・タイプ
DSEE-TBLD-00011
説明:

オペレーター・パラメーター "{0}" の値を取得するときにエラーがありました。

示されたパラメーターの値を読み取ることができません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合に、パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生し
ました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成した場合は、OSH コードを見直し、示されたパラメーターの値を修正し
てください。
v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合は、ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集し、IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクス
ポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TBLD-00012
説明:

ジョブ・パラメーター "{0}" の値を取得するときにエラーがありました。

示されたジョブ・パラメーターの値を読み取ることができません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合に、パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生し
ました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成した場合は、OSH コードを見直し、示されたジョブ・パラメーターの値
を修正してください。
v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合は、ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集し、IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクス
ポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00013
説明:

ジョブ・パラメーター "{0}" の値がありません。

示されたジョブ・パラメーターに必要な値がありません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合に、パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生し
ました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成した場合は、OSH コードを見直し、示されたジョブ・パラメーターの値
を指定してください。
v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合は、ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集し、IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクス
ポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00014

ゼロでの除算。

説明: OSH コードの quotient_from_dfloat 関数である Div 関数の divisor 引数の値が 0 です。divisor 引数は、
0 より大か、0 より小でなければなりません。
ユーザーの処置:

関数に対して有効な divisor引数を指定してください。
第 3 章 TBLD: Buildop
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DSEE-TBLD-00015 • DSEE-TBLD-00017
関連情報:
数学関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00015

NULL または空の string 引数。

説明: OSH コードの is_numeric 関数である Num 関数に指定された string 引数が、空または NULL です。string
引数は、数字で構成する必要があり、小数点文字と数字符号文字も数字として含めることができます。
ユーザーの処置:

関数に対して有効な string 引数を指定してください。

関連情報:
ストリング関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00016

無効なバイナリー・データ "{0}"。デフォルト値 "0" を戻します。

説明: bit_compress 関数である BitCompress 関数に提供された、示されたバイナリー・データは、無効です。示され
たデフォルト値が返されました。バイナリー・データは、1 と 0 の 2 進数表現が含まれた、有効な string 引数でな
ければなりません。
ユーザーの処置:

関数に対して有効なバイナリー・データを指定してください。

関連情報:
論理関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00017

無効なタイプ: {0}。

説明: OSH コードの is_valid 関数である isValid 関数の、示されたデータ・タイプは、無効です。以下のデータ・
タイプが有効です。
v date
v decimal
v dfloat
v sfloat
v int8
v uint8
v int16
v uint16
v int32
v uint32
v int64
v uint64
v raw
v string
v time
v timestamp
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v ustring
.
ユーザーの処置:

関数に対して有効なデータ・タイプを指定してください。

関連情報:
タイプ変換関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00018
説明:

NULL または空の string 引数。

次のどちらかの関数に指定された、入力 string 引数が、空または NULL です。

v AlNum 関数。これは、OSH コードの is_alnum 関数です。この関数の string 引数には、英数字のみを含めなければ
なりません。
v Alpha 関数。これは、OSH コードの is_alpha 関数です。この関数の string 引数には、英字のみを含めなければな
りません。
ユーザーの処置:

上記の関数に対して有効な入力 string 引数を指定してください。

関連情報:
ストリング関数
組み込み関数
DSEE-TBLD-00019

ディレクトリー {0} の中に一時ファイルを作成できませんでした: {1}。

説明: 示されたディレクトリーに、一時ファイルが作成されませんでした。システム・レベルのエラー・メッセージが
出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00020
説明:

enableWrapperFile() と setOshName() は、同じオペレーターで呼び出せません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 APT_BUILDOP_Operator::enableWrapperFile() 関数
が、APT_BUILDOP_Operator::setOshName() 関数を呼び出したのと同じオペレーターによって呼び出されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00021

APT_BUILDOP_Operator: ラッパー・ファイル名 {0} は絶対パスではありません。

説明: APT_BUILDOP_Operator::enableWrapperFile() 関数の呼び出し中に、示されたファイル名に完全ファイル・パス
が含まれていませんでした。
ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスの「ビルド」ページの「詳細」タブで、ファイル・パス
が有効なファイル・パスであるようにしてください。
第 3 章 TBLD: Buildop

17

DSEE-TBLD-00022 • DSEE-TBLD-00026
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00022

APT_BUILDOP_Operator: ヘッダー・ファイル名 {0} は絶対パスではありません。

説明: APT_BUILDOP_Operator::enableHeaderFile() 関数の呼び出し中に、示されたヘッダー・ファイル名に完全ファ
イル・パスが含まれていませんでした。
ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスの「ビルド」ページの「詳細」タブで、ファイル・パス
が有効なファイル・パスであるようにしてください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00023

APT_BUILDOP_Operator: ソース・ファイル名 {0} は絶対パスではありません。

説明: APT_BUILDOP_Operator::enableSourceFile() 関数の呼び出し中に、示されたソース・ファイル名に完全ファイ
ル・パスが含まれていませんでした。
ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスの「ビルド」ページの「詳細」タブで、ファイル・パス
が有効なファイル・パスであるようにしてください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00024

APT_BUILDOP_Operator: オブジェクト・ファイル名 {0} は絶対パスではありません。

説明: APT_BUILDOP_Operator::enableObjectFile() 関数の呼び出し中に、示されたオブジェクト・ファイル名に完全
ファイル・パスが含まれていませんでした。
ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスの「ビルド」ページの「詳細」タブで、ファイル・パス
が有効なファイル・パスであるようにしてください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00025

APT_BUILDOP_Operator::setInput: データ・セット番号は 0 以上でなければなりません。

説明: APT_BUILDOP_Operator::setInput() C 関数の呼び出しで、入力データ・セットが指定されませんでした。少な
くとも 1 つの入力データ・セットを指定する必要があります。
このエラーは通常、C コードの中でユーザーが定義したリンクの数が、C 関数内のリンクの数と一致しない場合に発
生します。
ユーザーの処置:

C 関数内と同じ数のリンクを定義するように、C コードを更新してください。

関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
DSEE-TBLD-00026

APT_BUILDOP_Operator::setOutput: データ・セット番号は 0 以上でなければなりません。

説明: APT_BUILDOP_Operator::setOutput() C 関数の呼び出しで、出力データ・セットが指定されませんでした。少
なくとも 1 つの出力データ・セットを指定する必要があります。
このエラーは通常、C コードの中でユーザーが定義したリンクの数が、C 関数内のリンクの数と一致しない場合に発
生します。
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ユーザーの処置:

C 関数内と同じ数のリンクを定義するように、C コードを更新してください。

関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
DSEE-TBLD-00027 APT_BUILDOP_Operator::setTransfer: 入力/出力のデータ・セット番号は 0 以上でなければなり
ません。
説明: APT_BUILDOP_Operator::setTransfer() C 関数の呼び出しで、入力データ・セットと出力データ・セットが指
定されませんでした。少なくとも 1 つの入力データ・セットと 1 つの出力データ・セットを指定する必要がありま
す。
このエラーは通常、C コードの中でユーザーが定義したリンクの数が、C 関数内のリンクの数と一致しない場合に発
生します。
ユーザーの処置:

C 関数内と同じ数のリンクを定義するように、C コードを更新してください。

関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
DSEE-TBLD-00028
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 出力ファイルが要求されませんでした。

このビルド・ステージに、出力ファイルが指定されませんでした。

ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスで、「ビルド」タブを選択し、次に「インターフェー
ス」タブを選択し、「出力」タブを選択します。ステージで出力ファイルを必要とする場合は、「出力」ページで出力
ファイルを指定してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00029
説明:

APT_BUILDOP_Operator: オペレーターにコードが設定されませんでした。

このビルド・ステージに、コードが指定されませんでした。

ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスで、「ビルド」タブを選択し、次に「ロジック」タブを
選択します。「ロジック」ページで、コードを指定してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00030
説明:

APT_BUILDOP_Operator: クラス名を設定する必要があります。

このビルド・ステージに、クラス名が指定されませんでした。

ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスで、「全般」タブを選択します。「全般」ページの「ク
ラス名」フィールドに、ユニークなクラス名を指定してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00031
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 少なくとも 1 つの入力データ・セットを指定する必要があります。

デザイナー・キャンバスで、ビルド・ステージへの入力データ・セットが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

ビルド・ステージの入力リンクに、少なくとも 1 つの入力データ・セットを指定してください。
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DSEE-TBLD-00032 • DSEE-TBLD-00036
DSEE-TBLD-00032
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 入力仕様が重複しているか、存在しません。

ビルド・ステージに、重複する入力仕様が含まれているか、入力仕様が含まれていません。

ユーザーの処置: 入力仕様を見直し、入力仕様が必ず存在するようにします。重複する入力仕様が存在する場合は、重
複するインスタンスを削除してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00033

APT_BUILDOP_Operator: 入力ポート名が重複しています。

説明: 1 つ以上の入力リンクに、重複するポート名があります。すべての入力リンクには、ユニークなポート名がなけ
ればなりません。
ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスで、「ビルド」タブを選択し、次に「インターフェー
ス」を選択し、「入力」タブを選択します。「入力」ページで、それぞれの入力リンクにユニークなポート名を指定し
てください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00034
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 出力仕様が重複しているか、存在しません。

ビルド・ステージに、重複する出力仕様が含まれているか、出力仕様が含まれていません。

ユーザーの処置: 出力仕様を見直し、出力仕様が必ず存在するようにします。重複する出力仕様が存在する場合は、重
複するインスタンスを削除してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00035

APT_BUILDOP_Operator: 出力ポート名が重複しています。

説明: 1 つ以上の出力リンクに、重複するポート名があります。すべての出力リンクには、ユニークなポート名がなけ
ればなりません。
ユーザーの処置: 「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスで、「ビルド」タブを選択し、次に「インターフェー
ス」タブを選択し、「出力」タブを選択します。「出力」ページで、それぞれの出力リンクにユニークなポート名を指
定してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00036 APT_BUILDOP_Operator: 入出力ポートに同じ名前を指定しました。区別のため、接尾部として
`_in' と `_out' が追加されます。
説明: 入力リンクと出力リンクのポート名が同じです。入力リンクと出力リンクを区別するために、プログラムは、入
力ポート名に _in を付加し、出力ポート名に _out を付加しました。
ユーザーの処置: プログラムによって接尾部が付加されないようにするには、「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボッ
クスの「ビルド」ページの「インターフェース」タブで、入力リンクおよび出力リンクに対して、それぞれユニークな
ポート名を指定してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
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DSEE-TBLD-00037
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 転送仕様が重複しているか、存在しません。

ビルド・ステージに、重複する転送仕様が含まれているか、転送仕様が含まれていません。

ユーザーの処置: 転送仕様を見直し、転送仕様が必ず存在するようにします。重複する転送仕様が存在する場合は、重
複するインスタンスを削除してください。
関連情報:
ビルド・ステージの定義
DSEE-TBLD-00038
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 転送 {0} の中の入力索引が無効です。

示された転送リンクに、無効な入力索引が含まれています。

ユーザーの処置:

示された転送リンクに、有効な入力索引を指定してください。

関連情報:
転送マクロ
DSEE-TBLD-00039
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 転送 {0} の中の出力索引が無効です。

示された転送リンクに、無効な出力索引が含まれています。

ユーザーの処置:

示された転送リンクに、有効な出力索引を指定してください。

関連情報:
転送マクロ
DSEE-TBLD-00040

APT_BUILDOP_Operator: スキーマ {0} の中にアグリゲート・フィールドが見つかりました。

説明: 示されたスキーマ定義に、アグリゲート列が含まれています。ビルド・ステージにアグリゲート列は指定できま
せん。
ユーザーの処置:

スキーマ定義を確認して、アグリゲート列を削除してください。

DSEE-TBLD-00041
説明:

サポートされないフィールド・タイプ。

スキーマ定義に、列に対してサポートされないデータ・タイプが含まれています。

ユーザーの処置: スキーマ定義を確認して、すべての列が必ずサポートされているデータ・タイプを使用するようにし
てください。この次のメッセージに、サポートされないデータ・タイプが含まれている列が示されます。
関連情報:
データ・タイプ
『DSEE-TBLD-00042』
DSEE-TBLD-00042 APT_BUILDOP_Operator: 名前が `{0}' のフィールドの間で競合が見つかりました (タイプ、
NULL 可能性、またはスカラー/ベクトル・プロパティー)。これらのフィールドに対してアクセサー変数
が正しく機能しない場合があります。
説明: スキーマには、すべてに、データ・タイプの変更、NULL 可能性の差、スカラー・プロパティー値、またはベ
クトル・プロパティー値などの競合がある、示された列が含まれています。
ユーザーの処置: 示された列を確認し、それぞれの競合を解決してください。
関連情報:
データ・タイプ
第 3 章 TBLD: Buildop
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DSEE-TBLD-00043 • DSEE-TBLD-00045
複合データ・タイプ
21 ページの『DSEE-TBLD-00041』
DSEE-TBLD-00043

入力 {0} はスキーマ変数を持ちます。代わりに、明示指定転送を使用してください。

説明: 示された入力リンクにはスキーマ変数が含まれていますが、ビルド・ステージはデフォルトのスキーマ名を必要
とします。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合に、パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生し
ました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v プログラムを OSH コマンド・ラインで作成していた場合は、示された入力リンクに対して、標準のデフォルト・ス
キーマ名のみを使用します。
v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合は、ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集し、IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクス
ポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00045

出力 {0} はスキーマ変数を持ちます。代わりに、明示指定転送を使用してください。

説明: 示された出力リンクにはスキーマ変数が含まれていますが、ビルド・ステージはデフォルトのスキーマ名を必要
とします。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合に、パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生し
ました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v プログラムを OSH コマンド・ラインで作成していた場合は、示された出力リンクに対して、標準のデフォルト・ス
キーマ名のみを使用します。
v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合は、ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集し、IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクス
ポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TBLD-00046 • DSEE-TBLD-00059
DSEE-TBLD-00046
説明:

APT_BUILDOP_Operator: 転送が明示的に指定された場合、スキーマ変数は使用できません。

明示的な転送に、無効なスキーマ名が指定されました。デフォルト・スキーマ名のみを指定できます。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合に、パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生し
ました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v プログラムを OSH コマンド・ラインで作成していた場合は、デフォルト・スキーマ名のみを使用します。
v OSH コマンド・ラインでプログラムを作成しなかった場合は、ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集し、IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクス
ポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00047
説明:

入力 0 はスキーマ変数を持ちますが、出力 0 は持ちません。

デフォルトの転送で、最初の入力リンクに定義されたスキーマ変数が、最初の出力リンクに存在しません。

ユーザーの処置: 最初の入力リンクに定義されたのと同じスキーマ変数が、最初の出力リンクに必ず存在するようにし
てください。
DSEE-TBLD-00048
説明:

出力 0 はスキーマ変数を持ちますが、入力 0 は持ちません。

デフォルトの転送で、最初の出力リンクに定義されたスキーマ変数が、最初の入力リンクに存在しません。

ユーザーの処置: 最初の出力リンクに定義されたのと同じスキーマ変数が、最初の入力リンクに必ず存在するようにし
てください。
DSEE-TBLD-00057

APT_BUILDOP_Operator: ファイル {0} のオープン・エラー:{1}。

説明: ラッパー・ファイルの作成中に、示されたファイルを開くことができませんでした。システム・レベルのエラ
ー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TBLD-00058

APT_BUILDOP_Operator: ストリームのファイル {0} へのアタッチ・エラー: {1}。

説明: ラッパー・ファイルの作成中に、示されたファイルを名前付きパイプにアタッチできませんでした。システム・
レベルのエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00059

APT_BUILDOP_Operator: ファイル {0} への書き込みエラー: {1}。

説明: ラッパー・ファイルの作成中に、示されたファイルに書き込むことができませんでした。システム・レベルのエ
ラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
第 3 章 TBLD: Buildop
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DSEE-TBLD-00060 • DSEE-TBLD-00065
DSEE-TBLD-00060

APT_BUILDOP_Operator: ファイル {0} のオープン・エラー: {1}。

説明: ヘッダー・ファイルの作成中に、示されたファイルを開くことができませんでした。システム・レベルのエラ
ー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00063

不明なタイプ。

説明: スキーマの中に指定したデータ・タイプは、不明であるかサポートされていないかのどちらかです。サポートさ
れているデータ・タイプは、float、int、string、および ustring です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

スキーマを見直して、指定したデータ・タイプが有効であることを確認してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TBLD-00064
説明:

オペレーター記述テンプレートに認識できない % エスケープがあります: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。コンパイル中にビルド・ステージのテンプレートを
処理するときに、示されたマクロ置換値は定義されませんでした。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00065 C++ のインストールで問題がありました。makeC++SharedLib コマンドが次の場所で見つかりま
せん: {0}。
説明:

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。コンパイル中に、makeC++SharedLib コマンドの場所
が、示されたディレクトリー内で見つかりませんでした。このメッセージは、AIX® システムに固有です。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TBLD-00066
説明:

stderr の名前付きパイプを作成できませんでした。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00067
説明:

システム・コマンドの stderr のパイプを作成できませんでした: {0}。

システム・コマンドの stdout のパイプを作成できませんでした: {0}。

stdout の名前付きパイプを作成できませんでした。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00068

サブプロセスのフォークに失敗しました: {0}。

説明: コンパイル中に、サブプロセスをフォークできませんでした。システム・レベルのエラー・メッセージが出され
ました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TBLD-00069

選択に失敗しました: {0}。

説明: コンパイル中に、select システム・レベル関数への呼び出しを行うことができませんでした。システム・レベ
ルのエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00070

サブプロセスの stdout の読み取りでエラーがありました: {0}。

説明: サブプロセスから stdout の名前付きパイプを読み取ることができませんでした。システム・レベルのエラー・
メッセージが出されました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TBLD-00071

サブプロセスの stderr の読み取りでエラーがありました: {0}。

説明: サブプロセスから stderr の名前付きパイプを読み取ることができませんでした。システム・レベルのエラー・
メッセージが出されました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TBLD-00073

プロセス {0} の待機失敗: {1}。

説明: 示された、フォークされたプロセスを識別できませんでした。システム・レベルのエラー・メッセージが出され
ました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TBLD-00074
説明:

待機中に不明な子 PID が見つかりました: {0}。

子プロセス ID が不明です。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TBLD-00075 サブプロセスからエラー・コード -31 が返されました。ファイル記述子 2 (stderr) の設定でエラ
ーの可能性があります。
説明:

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
第 3 章 TBLD: Buildop
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DSEE-TBLD-00076 • DSEE-TBLD-00080
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。エラー・コード -31 のため、stderr に接続できませ
んでした。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00076
説明:

サブプロセス・コマンドが失敗しました。終了状況 {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。サブプロセス・コマンドが、示された終了状況で失
敗しました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00077
説明:

APT_SourceCompile: include ディレクトリーは NULL 以外でなければなりません。

Buildop ステージの作成に使用する必要のあるファイルが指定されていないため、エラーが発生しました。

ユーザーの処置:

Buildop ステージ・タイプに対して、有効な include ディレクトリーを指定してください。

関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
DSEE-TBLD-00078

APT_SourceCompile: 環境変数 APT_ORCHHOME を定義する必要があります。

説明: APT_ORCHHOME 環境変数が定義されていませんでした。APT_ORCHHOME 環境変数は、パラレル・エンジンのホー
ム・ディレクトリーをポイントするように定義する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

APT_ORCHHOME 環境変数を定義してエクスポートしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TBLD-00080
ん。
説明:

APT_SourceCompile::setBaseCompileCommand に対する引数は NULL 以外でなければなりませ

Buildop ステージの作成に使用する必要のあるファイルが指定されていないため、エラーが発生しました。

ユーザーの処置: Buildop ステージ・タイプの「ビルド」セクションの「詳細」タブで、「ラッパー・ディレクトリ
ー」セクションに、有効なコンパイル・コマンドを指定してください。
関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
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DSEE-TBLD-00081
説明:

APT_SourceCompile::setPICFlag に対する引数は NULL 以外でなければなりません。

Buildop ステージの作成に使用する必要のあるファイルが指定されていないため、エラーが発生しました。

ユーザーの処置: Buildop ステージ・タイプに対して、有効な PIC フラグを指定してください。
関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
DSEE-TBLD-00082

APT_SharedObjectCreate: 環境変数 APT_ORCHHOME を定義する必要があります。

説明: APT_ORCHHOME 環境変数が定義されていませんでした。APT_ORCHHOME 環境変数は、パラレル・エンジンのホー
ム・ディレクトリーをポイントするように定義する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

APT_ORCHHOME 環境変数を定義してエクスポートしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00083

APT_SharedObjectCreate: 環境変数 APT_ORCHHOME を定義する必要があります。

説明: APT_ORCHHOME 環境変数が定義されていませんでした。APT_ORCHHOME 環境変数は、パラレル・エンジンのホー
ム・ディレクトリーをポイントするように定義する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

APT_ORCHHOME 環境変数を定義してエクスポートしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TBLD-00085 APT_SharedObjectCreate::setBaseCreationCommand に対する引数は NULL 以外でなければなり
ません。
説明:

Buildop ステージの作成に使用する必要のあるファイルが指定されていないため、エラーが発生しました。

ユーザーの処置:

Buildop ステージ・タイプに対して、有効な Base Creation コマンドを指定してください。

関連情報:
ビルド・ステージ - 「ビルド」ページ「インターフェース」タブ
DSEE-TBLD-00086

APT_ORCHHOME が定義されていません。

説明: APT_ORCHHOME 環境変数が定義されていませんでした。APT_ORCHHOME 環境変数は、パラレル・エンジンのホー
ム・ディレクトリーをポイントするように定義する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

APT_ORCHHOME 環境変数を定義してエクスポートしてください。

関連概念:
第 3 章 TBLD: Buildop
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DSEE-TBLD-00087 • DSEE-TBLD-00090
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TBLD-00087
説明:

APT_FileAutoDelete: 登録されたファイルは NULL 以外でなければなりません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 APT_FileAutoDelete::registerFile() 関数の呼び
出しで、登録されたファイルの値が、空または NULL のいずれかです。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00088
説明:

APT_FileAutoDelete:getFile: 索引は、登録されたファイル数より小でなければなりません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 APT_FileAutoDelete:getFile 関数の呼び出しで、
索引が、登録されたファイル数より大です。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00089 APT_BUILDOP_Operator: 1 つのインターフェースにつき、多くても 1 つのスキーマ変数しか
サポートされません。スキーマ: {0}。
説明: 示されたスキーマに、各入力インターフェースと各出力インターフェースに対して、複数のスキーマ変数が指定
されました。各インターフェースに対して、1 つのスキーマ変数のみを指定できます。
ユーザーの処置: 示されたスキーマを確認して、各インターフェースに対して、必ず 1 つのスキーマ変数のみが指定
されるようにします。
DSEE-TBLD-00090 {0} は {1} に設定されていますが、これは無効です。受け入れられる範囲は、0 から {2} です。
バージョン {3} が使用されます。
説明:

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 APT_TOFunctions::soundex() 関数の呼び出しで、
示されたバージョン値は、示された許容範囲外であるため、無効です。代わりに、示されたデフォルトのバージョン値
が使用されました。
関連情報:
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IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00091 soundex({0}, {1}): バージョン番号 ({2}) は無効です。現行デフォルト・バージョン ({3}) が使用
されます。
説明:

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。 APT_TOFunctions::soundex() 関数の呼び出しで、
示されたバージョン値は、示された許容範囲外であるため、無効です。代わりに、示されたデフォルトのバージョン値
が使用されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TBLD-00092

'weekday' には認識できない名前です: {0}

説明: 示された、weekday パラメーターの値は無効で、認識されませんでした。使用する必要のある有効な値は、以下
の値です。
v Sunday
v Monday
v Tuesday
v Wednesday
v Thursday
v Friday
v Saturday
ユーザーの処置:

示された値を確認して、有効な値になるようにしてください。

DSEE-TBLD-00094

このタイム・スタンプ・タイプには無効な値です: {0}。

説明: OSH コードの timestamp_offset_by_components 関数である TimestampOffsetByComponentsの、示された値
は、有効な timestamp データ・タイプではありません。
ユーザーの処置:

関数に対して有効なデータ・タイプを指定してください。

関連情報:
日時関数
組み込み関数
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DSEE-TBLD-00095
説明:

xtd 関数の示された値は、16 進数から 10 進数への変換には大きすぎます。最大値は 0xffffffffUL/16 です。

ユーザーの処置:

xtd 関数の示された値を小さくしてください。

DSEE-TBLD-00096
説明:

btd 関数の示された値を小さくしてください。

DSEE-TBLD-00097

dtx 関数の示された値を小さくしてください。

DSEE-TBLD-00098

{0} は大きすぎて、10 進数から 2 進数に変換できません。

dtb 関数の示された値は、10 進数から 2 進数への変換には大きすぎます。最大値は 4294967295 です。

ユーザーの処置:

dtb 関数の示された値を小さくしてください。

DSEE-TBLD-00099
説明:

{0} は大きすぎて、10 進数から 16 進数に変換できません。

dtx 関数の示された値は、10 進数から 16 進数への変換には大きすぎます。最大値は 4294967295 です。

ユーザーの処置:

説明:

{0} は大きすぎて、2 進数から 10 進数に変換できません。

btd 関数の示された値は、2 進数から 10 進数への変換には大きすぎます。最大値は 0xffffffffUL/16 です。

ユーザーの処置:

説明:

{0} は大きすぎて、16 進数から 10 進数に変換できません。

内部エラー: 必要な変換関数にアクセスできませんでした。{0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。関数の呼び出しで、示された関数が見つかりません
でした。現在、MantissaFromDecimal 関数のみを呼び出すことができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TCBO メッセージについて説明します。
注: buildop ステージを使用している場合は、すべての DSEE-TCBO メッセージが
生成されます。これらのメッセージは Transformer ステージからは生成されませ
ん。
DSEE-TCBO-00001 使用法: buildop [-input_charset inputCharset] [-o basename] ¥n ¥t[-H headerDir] [-C
sourceDir] [-W wrapperDir] [-O objectDir] ¥n ¥t[-BC 'base compile string'] [-BL 'base link string']
¥n ¥t[-PC'compileoption ...'] [-PL'libraryoption ...'] ¥n ¥t[-f] [-v] [-b] [-d[HCWO]+ [-F[gON]] [-n] ¥n
¥t<operator description file>.opd
説明:

buildop コマンドで指定した構文は無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

表示されたコマンドの使用法情報を使用して、ステートメントの構文を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00002

=-b は -v -dHCWO のいずれとも非互換です。

説明: -b オプションと -v -dCHWO オプションを同時に指定することはできません。コマンド・ステートメントに、こ
れらのフラグのうち 1 つだけを指定してください。
ユーザーの処置: これらのオプションのうち 1 つだけをコマンド・ライン構文に指定してください。
DSEE-TCBO-00003

現行作業ディレクトリーを読み取ることができません。終了しています。

説明: プログラムは getcwd() 関数を使用して現行作業ディレクトリーを取得することができないため、内部デフォル
ト・ディレクトリーを定義することができません。
ユーザーの処置: システム管理者に連絡して、現行作業ディレクトリーを取得するために getcwd() 関数を使用する許
可を、プログラムに付与するようにしてください。
DSEE-TCBO-00004
説明:

buildop ファイル内に、予期しない $argument タイプがあります。

buildop ファイルの構文内の $argument タイプが無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

buildop ファイルの構文内に有効な $argument タイプを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00006

ファイル {0} のオープンに失敗しました: {1}

説明: 指定された buildop ファイルを開くことができません。失敗の理由は、オペレーティング・システムによって
提供されるエラー・メッセージに明示されています。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2015
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ユーザーの処置: オペレーティング・システムが提供するエラー・メッセージを確認してください。問題を訂正し、操
作を再試行してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00007
説明:

{0} : 認識できないセクションがスキップされました: {1}

指定された行番号で予期しないセクションが検出され、無視されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

コードを修正して、有効なセクションのみが含まれるようにしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00008
説明:

認識できないセクションがスキップされました: {0}

予期しないセクションが検出され、無視されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: コードを修正して、有効なセクションのみが含まれるようにしてください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00009

{0} : セクションが前に出現 : {1}

説明: buildop コード内の指定の行番号で、指定されたセクションが最初のセクションより前に検出されました。この
セクションは、最初のセクションと最後のセクションの間になければなりません。
ユーザーの処置: buildop コード内のセクションの順序を修正してください。
DSEE-TCBO-00010

セクションが前に出現 : {0}

説明: buildop コード内で、指定されたセクションが最初のセクションより前に検出されました。このセクションは、
最初のセクションと最後のセクションの間になければなりません。
ユーザーの処置: buildop コード内のセクションの順序を修正してください。
DSEE-TCBO-00011

{0} : セクションがあとに出現 : {1}

説明: buildop コード内の指定の行番号で、指定されたセクションが最後のセクションより後に検出されました。この
セクションは、最初のセクションと最後のセクションの間になければなりません。
ユーザーの処置: buildop コード内のセクションの順序を修正してください。
DSEE-TCBO-00012

セクションがあとに出現 : {0}

説明: buildop コード内で、指定されたセクションが最後のセクションより後に検出されました。このセクションは、
最初のセクションと最後のセクションの間になければなりません。
ユーザーの処置: buildop コード内のセクションの順序を修正してください。
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DSEE-TCBO-00013

{0} : セクション {1} が 2 回以上現れます。

説明: buildop コード内の指定の行番号で、指定されたセクション名が 2 回以上検出されました。各セクションに
は、コード内で固有の名前が付与されていなければなりません。
ユーザーの処置: buildop コード内の該当セクションの 1 つに別の名前を付けてください。
DSEE-TCBO-00014

セクション {0} が 2 回以上現れます。

説明: buildop コード内で、指定されたセクション名が 2 回以上検出されました。各セクションには、コード内で固
有の名前が付与されていなければなりません。
ユーザーの処置:

buildop コード内の該当セクションの 1 つに別の名前を付けてください。

DSEE-TCBO-00015

{0}: {1} ディレクティブが見つかりません。おそらく、行の最初で開始していません。

説明: buildop コード内の指定の行番号で、指定されたセクションが検出されませんでした。セクションは行の最初で
開始しなければなりません。
ユーザーの処置:

セクションが buildop コード内に適切に含まれるようにしてください。

DSEE-TCBO-00016

{0} ディレクティブが見つかりません。おそらく、行の最初で開始していません。

説明: buildop コード内で、指定されたセクションが検出されませんでした。セクションは行の最初で開始しなければ
なりません。
ユーザーの処置:

セクションが buildop コード内に適切に含まれるようにしてください。

DSEE-TCBO-00017

{0}: $kind に指定された値が "sequential"、"parallel"、または "unspecified" ではありません。

説明: 指定された値が予期されたストリングと一致していません。この値は sequential、parallel、または
unspecified でなければなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

buildop コード内の $kind フィールドに示された名前に有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00018

$kind に指定された値が "sequential"、"parallel"、または "unspecified" ではありません。

説明: 指定された値が予期されたストリングと一致していません。この値は sequential、parallel、または
unspecified でなければなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

buildop コード内の $kind フィールドに示された名前に有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00019
説明:

{0}: ソート・キーの指定がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、ソート・キーの詳細が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ソート・フラグでキー・フィールドを指定してください。

関連概念:
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3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00020
説明:

ソート・キーの指定がありません。

buildop コード内で、ソート・キーの詳細が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ソート・フラグでキー・フィールドを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00021
説明:

{0}: 指定されたデータ・セット名が存在しません: {1}

buildop コード内の指定の行番号で、既存のデータ・セットのデータ・セット名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 既存のデータ・セットに有効な名前を指定してください。buildop コードを実行するユーザーがデー
タ・セット・ディレクトリーに対する適切なアクセス権を持っていることを確認してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00022
説明:

指定されたデータ・セット名が存在しません: {1}

buildop コード内に、既存のデータ・セットのデータ・セット名が存在しません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 既存のデータ・セットに有効な名前を指定してください。buildop コードを実行するユーザーがデー
タ・セット・ディレクトリーに対する適切なアクセス権を持っていることを確認してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00023
説明:

{0}: $sortkey ポート名のあとにはキーが予測されます。

$sortkey オプションの後にフィールド名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

$sortkey オプションに有効なフィールド名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00024
説明:

$sortkey ポート名のあとにはキーが予測されます。

$sortkey オプションの後にフィールド名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

$sortkey オプションに有効なフィールド名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』

34

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

DSEE-TCBO-00025 • DSEE-TCBO-00030
DSEE-TCBO-00025

{0}: 'nulls' のあとには 'first' または 'last' が予測されます。

説明: ソート順序のどこに NULL 値を配置するかを指定する NULL 順序オプションで、first または last のいず
れかを指定する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

NULL 順序オプションの値を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00026

'nulls' のあとには 'first' または 'last' が予測されます。

説明: ソート順序のどこに NULL 値を配置するかを指定する NULL 順序オプションで、first または last のいず
れかを指定する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

NULL 順序オプションの値を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00027
説明:

{0}: 'param(s)' のあとにはキー・パラメーターが予測されます

buildop コード内の指定の行番号で、必須パラメーターが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

必須パラメーターを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00028
説明:

'param(s)' のあとにはキー・パラメーターが予測されます

buildop コード内で、必須パラメーターが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

必須パラメーターを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00029
説明:

{0}: パーティション・キーの指定がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、パーティション・キーが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

buildop コード内にパーティション・キーを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00030
説明:

パーティション・キーの指定がありません。

buildop コード内で、パーティション・キーが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
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ユーザーの処置:

buildop コード内にパーティション・キーを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00031
説明:

{0}: 指定されたデータ・セット名が存在しません: {1}

buildop コード内の指定の行番号に、指定されたデータ・セット名が存在しません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

コード内のアップストリームにデータ・セット名が存在するようにしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00032
説明:

{0}: $partkey ポート名のあとにはキーが予測されます。

$partkey オプションの後にフィールド名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

$partkey オプションに有効なフィールド名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00033
説明:

$partkey ポート名のあとにはキーが予測されます。

$partkey オプションの後にフィールド名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

$partkey オプションに有効なフィールド名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00034
説明:

{0}: ポート別名がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、ポートの別名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ポートの別名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00035
説明:

ポート別名がありません。

buildop コード内で、ポートの別名が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ポートの別名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCBO-00036 • DSEE-TCBO-00041
DSEE-TCBO-00036
説明:

{0}: 入力スキーマの指定がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、入力スキーマが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

入力スキーマを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00037
説明:

入力スキーマの指定がありません。

buildop コード内で、入力スキーマが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

入力スキーマを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00038

{0}: 別名に 7 ビット US ASCII 以外の文字が含まれます

説明: 別名に含めることができるのは、文字 0 - 127 の ASCII 文字 (ASCII 7 ビット形式) のみです。この名前の国
際化対応は、現時点では利用不可です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ASCII 7 ビット形式で別名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00039
説明:

{0}: 出力スキーマの指定がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、出力スキーマ定義が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

出力スキーマを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00040
説明:

出力スキーマの指定がありません。

buildop コード内で、出力スキーマ定義が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

出力スキーマを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00041
説明:

{0}: 転送の入力索引がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、転送スキーマの入力索引が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマの入力索引を指定してください。
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DSEE-TCBO-00042 • DSEE-TCBO-00046
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00042
説明:

転送の入力索引がありません。

buildop コード内で、転送スキーマの入力索引が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマの入力索引を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00043
説明:

{0}: 転送入力ポート '{1}' が定義されていません。

buildop コード内の指定の行番号で、転送スキーマの入力ポート名が有効なポート名ではありません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な入力ポート名を指定することで、転送スキーマ・コードを修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00044
説明:

転送入力ポート '{0}' が定義されていません。

buildop コード内で、転送スキーマの入力ポート名が有効なポート名ではありません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマ・コード内で有効な入力ポート名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00045
説明:

{0}: 転送の出力索引がありません。

buildop コード内の指定の行番号で、転送スキーマの出力索引が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマの出力索引を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00046
説明:

転送の出力索引がありません。

buildop コード内で、転送スキーマの出力索引が指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマの出力索引を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCBO-00047 • DSEE-TCBO-00052
DSEE-TCBO-00047
説明:

{0}: 転送出力ポート '{1}' が定義されていません。

buildop コード内の指定の行番号で、転送スキーマの出力ポート名が有効なポート名ではありません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマ・コード内で有効な出力ポート名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00048
説明:

転送出力ポート '{0}' が定義されていません。

buildop コード内で、転送スキーマの出力ポート名が有効なポート名ではありません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマ・コード内で有効な出力ポート名を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00049

{0}: 転送内に無関係なキーワード '{1}' があります。

説明: buildop コード内の指定の行番号で、指定されたキーワードが転送スキーマ内で無効です。有効なキーワード
は、auto、noauto、separate、combine および combined です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマ・コード内で有効なキーワードを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00050

転送内に無関係なキーワード '{0}' があります。

説明: buildop コード内で、指定されたキーワードが転送スキーマ内で無効です。有効なキーワードは、auto、
noauto、separate、combine および combined です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

転送スキーマ・コード内で有効なキーワードを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00051
説明:

コマンド・ライン・ステートメントの指定の行番号で、このオプションの名前が指定されていません。

ユーザーの処置:

コマンド・ライン・ステートメントを修正して、このオプションの名前を指定してください。

DSEE-TCBO-00052
説明:

{0}: コマンド・ライン・オプションの名前がありません

コマンド・ライン・オプションの名前がありません

コマンド・ライン・ステートメントで、このオプションの名前が指定されていません。

ユーザーの処置:

コマンド・ライン・ステートメントを修正して、このオプションの名前を指定してください。
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DSEE-TCBO-00053 • DSEE-TCBO-00060
DSEE-TCBO-00053
説明:

コマンド・ライン・ステートメントの指定の行番号で、このオプションのタイプ値が指定されていません。

ユーザーの処置:

コマンド・ライン・ステートメントでこのオプションのタイプを指定してください。

DSEE-TCBO-00054
説明:

{0}: コマンド・ライン・オプションのタイプがありません

コマンド・ライン・オプションのタイプがありません

コマンド・ライン・ステートメントで、このオプションのタイプ値が指定されていません。

ユーザーの処置:

コマンド・ライン・ステートメントでこのオプションのタイプを指定してください。

DSEE-TCBO-00055 {0}: '{1}' は、コマンド・ライン・オプションとして認識できないタイプです。認識されるタイプ
: boolean、integer、float、string、ustring、pathname
説明: コマンド・ライン・オプションの指定されたデータ・タイプが無効です。サポートされるデータ・タイプは、
boolean、integer、float、string、ustring、pathname です。
ユーザーの処置:

コマンド・ライン・オプションに有効なデータ・タイプを指定してください。

DSEE-TCBO-00056 '{1}' は、コマンド・ライン・オプションとして認識できないタイプです。認識されるタイプ:
boolean、integer、float、string、ustring、pathname
説明: コマンド・ライン・オプションのデータ・タイプが無効です。サポートされるデータ・タイプは、boolean、
integer、float、string、ustring、pathname です。
ユーザーの処置: コマンド・ライン・オプションに有効なデータ・タイプを指定してください。
DSEE-TCBO-00057
説明:

コマンド・ライン・ステートメントの指定の行番号で、余分な値または重複値が指定されています。

ユーザーの処置:

コマンド・ライン・ステートメントを修正して、余分な値または重複値を除去してください。

DSEE-TCBO-00058
説明:

{0}: コマンド・ライン・オプション仕様内に無関係な値があります: {1}

コマンド・ライン・オプション仕様内に無関係な値があります: {1}

コマンド・ライン・ステートメントで、余分な値または重複値が指定されています。

ユーザーの処置:

コマンド・ライン・ステートメントを修正して、余分な値または重複値を除去してください。

DSEE-TCBO-00059

定義ファイルの変換中にエラーがありました

説明: 定義ファイル (.opd ファイル) を読み取る際、変換プロセス中に何も返されませんでした。コード・ページの
変換プロセスの前に正確な原因が表示される場合があります。おそらく、定義ファイルが正常に変換できないコード・
ページでエンコードされたことが原因です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから osh を実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

別のコード・ページを選択してください。

DSEE-TCBO-00060
説明:

{0}: {1} の構文解析中に間違ったテキストが見つかりました: {2}

指定のセクションを構文解析する際、指定された行番号のテキストが無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のセクションの内容を検討し、修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCBO-00061 • DSEE-TCBO-00065
DSEE-TCBO-00061
説明:

{0} の構文解析中に間違ったテキストが見つかりました: {1}

指定のセクションを構文解析する際、指定された行番号のテキストが無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のセクションの内容を検討し、修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00062
説明:

{0}: {1} の構文解析中に、名前のあとに認識できないテキストがあります: {2}

プログラムが指定のセクションを構文解析したときに、テキストが認識されませんでした。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 指定のセクションの内容を検討し、修正してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00063

{0}: スキーマの構文解析中にエラーがありました: {1}

説明: プログラムが指定の行の指定されたスキーマを構文解析したときに、エラーが発生しました。システム・レベル
のエラー・メッセージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のスキーマの内容を検討し、修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00064

スキーマの構文解析中にエラーがありました: {0}

説明: プログラムが指定されたスキーマを構文解析したときに、エラーが発生しました。システム・レベルのエラー・
メッセージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のスキーマの内容を検討し、修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00065

{0}: {1} の構文解析中にコメント以外のテキストが見つかりました: {2}

説明: プログラムが指定のセクションを構文解析したときに、指定された行番号のテキストが正しくコメントされてい
ませんでした。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 指定のセクションの内容を検討し、修正してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCBO-00066 • DSEE-TCBO-00068
DSEE-TCBO-00066
説明:

{0} の構文解析中にコメント以外のテキストが見つかりました: {1}

プログラムが指定のセクションを構文解析したときに、テキストが正しくコメントされていませんでした。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のセクションの内容を検討し、修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00067
説明:

{0}: {1} の構文解析で複数行が見つかりました

プログラムが指定のセクションを構文解析したときに、指定された行番号で改行文字が見つかりました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のセクションのステートメントから改行文字を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCBO-00068
説明:

{0} の構文解析で複数行が見つかりました

プログラムが指定のセクションを構文解析したときに、改行文字が見つかりました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定のセクションのステートメントから改行文字を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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第 5 章 TCGE: ジェネレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TCGE メッセージについて説明します。
DSEE-TCGE-00001
説明:

init の正しくない値: '{0}'。

指定された値は有効な値ではありません。有効な init 値は符号付き int32 整数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00002

incr の正しくない値: '{0}'。

説明: 示されている値は、開始値から後続の値を増分するために使用されます。示されている値は無効です。有効な値
は符号付き int32 整数です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00003

limit の正しくない値: '{0}'。

説明: 示されている値は、範囲しきい値を生成するために使用されます。この値は無効です。有効な値は符号付き
int32 整数です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00004

random パラメーターはリストであるか、空でなければなりません。'{0}' は無効です。

説明: random オプションでは、ユーザーは、値のリストを使用するか、random オプションをブランクのままにする必
要があります。random オプションを単純なストリングにすることはできません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:
い。

random オプションで値のリストを指定するか、randomオプションをブランクのままにしてくださ

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00005
説明:
す。

signed キーワードの引数 '{0}' は無視されます。

signed キーワードに指定されている値がいずれの値にも一致しないため、指定された値はすべて無視されま

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2015
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ユーザーの処置:

signed キーワードの値を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00006
説明:

符号なしデータ・タイプの場合、signed プロパティーは無視されます。

signed オプションでは、符号なしデータ・タイプを指定できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

signed キーワードを削除するか、符号付きデータ・タイプを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00007
説明:

random limit の正しくない値: '{0}'。

random limit に指定された、示されている値は無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00008
説明:

random seed の正しくない値: '{0}'。

random seed に指定された、示されている値は無効です。random seed は正整数でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00009

random seed の正しくない値。値は 1 以上かつ {0} 以下でなければなりません。

説明: 指定されている値は、random seed で許可される範囲外の値です。有効な値は、1 から示されている値までの
int32 整数です。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00010

cycle パラメーターはリストでなければなりません。'{0}' は無効です。

説明: cycle オプション値はリスト形式でなければなりません。cycle オプション値を単純なストリングにすることは
できません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値リストを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCGE-00011 • DSEE-TCGE-00016
DSEE-TCGE-00011
説明:

cycle パラメーターおよび random パラメーターは、同時には使用できません。

cycle オプションと random オプションを同時に使用することはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

cycle オプションまたは random オプションのいずれか (両方ではない) に値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00012
説明:

APT_GFGenerator: generator タイプが不明です。

設定されているオプションは不明なオプションです。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ジェネレーターの OSH コードを確認し、有効なオプション・タイプを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00013
説明:

示されているプロパティーに指定された値が、示されている有効な範囲内にありません。

ユーザーの処置:

指定値を示されている範囲内の値に修正してください。

DSEE-TCGE-00014
説明:

{0} 値が範囲外です。値は 0 以上かつ {1} 以下でなければなりません。

示されているプロパティーに指定された値が、示されている有効な範囲内にありません。

ユーザーの処置:

指定値を示されている範囲内の値に修正してください。

DSEE-TCGE-00015
説明:

{0} 値が範囲外です。値は {1} 以上かつ {2} 以下でなければなりません。

random seed の正しくない値、'{0}'。1 以上でなければなりません。

random seed の値は正整数でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定されている random seed 値を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00016
説明:

1 つのプロパティーのみ指定できます。最初のプロパティーのみ認識されます。

ドメインで複数のオプションを定義することはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ドメインでオプションを 1 つだけ指定し、他のすべてのオプションを削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCGE-00017 • DSEE-TCGE-00021
DSEE-TCGE-00017
説明:

alphabet パラメーターはストリングでなければなりません。'{0}' は無効です。

alphabet オプションは、Unicode の英字ストリングでなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 有効な値を指定してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00018
す。
説明:

cycle パラメーターには少なくとも 1 つの値が含まれていなければなりません。'{0}' は無効で

cycle オプションには少なくとも 1 つの有効な値が含まれている必要があります。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00019

cycle パラメーターは 'value=<string>' 項目のリストでなければなりません。'{0}' は無効です。

説明: cycle オプションには、ストリング value= に実際の ustring 値を付加した値が含まれている必要があります。
例えば、value= 'string1', value='string2'。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示されている値を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00020
説明:

alphabet パラメーターはストリングでなければなりません。'{0}' は無効です。

alphabet オプションは、Unicode のストリングでなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 有効な値を指定してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00021

cycle パラメーターは '<ustring>' 項目のリストでなければなりません。'{0}' は無効です。

説明: cycle オプションには、ストリング value= に実際の ustring 値を付加した値が含まれている必要があります。
例えば、value= 'string1', value='string2'。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 示されている値を修正してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCGE-00022 • DSEE-TCGE-00025
DSEE-TCGE-00022

最初の zeros= プロパティーのみ処理されます。

説明: decimal 列では zeros オプションを複数回定義することはできません。最初に指定した zeros オプションのみ
が処理されます。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:
さい。

decimal 列では、zeros オプションを 1 つだけ指定し、それ以外の zeroオプションを削除してくだ

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00023
説明:

'zeros={0}' プロパティーが無効です。0 から 100 までの整数でなければなりません。

zeros オプションの指定値が無効です。有効な値は、0 から 100 までの整数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

zeros オプションに有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00024

最初の invalids= プロパティーのみ処理されます。

説明: decimal 列、date 列、time 列、または timestamp 列では、 invalids オプションを複数回定義することはで
きません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:
してください。

decimal 列、date 列、time 列、または timestamp 列では、invalids オプションを 1 つだけ指定

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00025
説明:

'invalids={0}' プロパティーが無効です。0 から 100 までの整数でなければなりません。

invalids オプションの指定値が無効です。有効な値は、0 から 100 までの整数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
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DSEE-TCGE-00026 • DSEE-TCGE-00029
DSEE-TCGE-00026
説明:

最初の epoch= プロパティーのみ処理されます。

date 列では epoch オプションを複数回定義することはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

date 列では epoch オプションを 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00027
説明:

'epoch={0}' が無効です。yyyy-mm-dd 形式の日付でなければなりません。

epochオプションの指定値の日付形式は YYYY-MM-DD でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

必須の日付形式の有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00028
説明:

date フィールドに指定された generator 値が、無効な日付を生成しました。

epochオプションの指定値の日付形式は YYYY-MM-DD でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

必須の日付形式の有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00029
説明:

最初の scale= プロパティーのみ処理されます。

time 列、または timestamp 列では scale オプションを複数回定義することはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

time 列、または timestamp 列では scale オプションを 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
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DSEE-TCGE-00030 • DSEE-TCGE-00034
DSEE-TCGE-00030
説明:

'scale={0}' プロパティーが無効です。正数でなければなりません。

scale オプションの指定値が無効です。有効な値は正数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

scale オプションに有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00031
説明:

'epoch={0}' プロパティーが無効です。yyyy-mm-dd 形式の日付でなければなりません。

epochオプションの指定値の日付形式は YYYY-MM-DD でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

必須の日付形式の有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00032
説明:

フィールド {0} は複数の function プロパティーを持ちます。

示されているフィールドに定義できる function オプションは 1 つのみです。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示されているフィールドに function オプションを 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00033
説明:

フィールド {0}: function プロパティーがストリングではありません。

示されているフィールドの function オプションの値はストリングでなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示されているフィールドの値としてストリングを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00034
説明:

フィールド {0}: function '{1}' が登録されていません。

示されているフィールドの示されている function は不明な関数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: function の名前を確認して修正してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCGE-00035 • DSEE-TCGE-00039
DSEE-TCGE-00035 タイプ {1} のフィールド {0}: このタイプに対するデフォルトの generator はありません。この
フィールドの内容が定義されていません。
説明:

示されているフィールドの示されているデータ・タイプにデフォルト値が定義されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

当該フィールドの示されているデータ・タイプにデフォルト値を定義してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00036
説明:

タイプ {1} のフィールド {0}: 複数の nulls= 値。最初のもの以外はすべて無視されます。

示されているフィールドの示されているデータ・タイプに定義できる NULL 値は 1 つのみです。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示されているデータ・タイプには NULL 値を 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00037 タイプ {1} のフィールド {0}: 'nulls={2}' が NULL 可能ではないフィールドに指定されました。
NULL の代わりにデフォルト値が指定されます。
説明: 示されているフィールドの示されているデータ・タイプは NULL 可能ではありません。示されているフィール
ドにはデフォルト値が指定されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

示されているフィールドで、オプションを削除するか、NULL 可能値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00038 タイプ {1} のフィールド {0}: 'nulls={2}' は無効です。これは、0 から 100 までの整数でなけれ
ばなりません。
説明:

「NULL の割合」オプションの値が無効です。有効な値は、0 から 100 までの整数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00039
説明:

タイプ {1} のフィールド {0}: 複数の nullseed= 値。最初のもの以外はすべて無視されます。

示されているフィールドの示されているデータ・タイプに定義できる nullseed オプションは 1 つのみです。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

当該フィールドに nullseed オプションを 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
Null フィールド
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DSEE-TCGE-00040 • DSEE-TCGE-00045
DSEE-TCGE-00040
説明:

タイプ {1} のフィールド {0}: 'nullseed={2}' は無効です。1 以上の整数でなければなりません。

「データ・タイプ」オプションの値が無効です。有効な値は 1 以上の整数です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 有効な値を指定してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
Null フィールド
DSEE-TCGE-00041

タイプ {1} のフィールド {0}: 認識できない generator パラメーターは無視されます。

説明: 示されているデータ・タイプの示されているフィールドに設定されているオプションは不明なオプションです。
不明なオプションは無視されます。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: コードを確認し、示されているフィールドのすべてのオプションが有効で認識されるようにしてくだ
さい。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00043
説明:

入力データ・セットが使用されるときは、レコード・カウント ({0}) は無視されます。

generator オペレーターへの入力リンクが存在する場合、「レコード・カウント」オプションは無視されます。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

「レコード・カウント」オプションを使用する場合、入力リンクを削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00044

レコード・カウントをデフォルトの 10 に設定します。

説明: 「レコード・カウント」オプションの値が指定されていません。デフォルトのレコード・カウントである 10 レ
コードが使用されます。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

「レコード・カウント」オプションに有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00045
説明:

フィールド {0} に複数の props= が指定されています。

当該フィールドに定義できる props オプションは 1 つのみです。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

当該フィールドにオプションを 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCGE-00046 • DSEE-TCGE-00051
DSEE-TCGE-00046
説明:

フィールド {0}: props= の指定がリストではありません。

props オプションの値はリストでなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値リストを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00047
説明:

スキーマ・ファイル "{0}" を開くことができませんでした。

示されているスキーマ・ファイルは無効であるか、パスまたはファイル名が正しくないため見つかりません。

ユーザーの処置: 示されているスキーマ・ファイルで、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
DSEE-TCGE-00048
説明:

スキーマ・ファイル {0} の内容を変換しようとして変換上の問題が発生しました。

示されているスキーマ・ファイルの内容で変換の問題が発生しました。

ユーザーの処置:

スキーマ・ファイルが有効であるかを確認してください。

関連情報:
インポート/エクスポート・プロパティー
DSEE-TCGE-00049
説明:

認識できないプロパティー: {0}。

示されているプロパティーは、generator オペレーターの有効なオプションとして認識されません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効なプロパティーを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00050
説明:

レコード・カウントは負でない整数でなければなりません。{0} は無効です。

「レコード・カウント」オプションの指定値は正整数でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00051
説明:

スキーマには少なくとも 1 つのフィールドが含まれていなければなりません。

指定したスキーマには少なくとも 1 つのフィールドが含まれていなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

スキーマに少なくとも 1 つのフィールドを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TCGE-00052
説明:

入力データ・セットは 1 つだけアタッチできます。

generator オペレーターに複数の入力データ・セットが定義されています。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

generator オペレーターに入力データ・セットを 1 つだけ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00053
説明:

NULL のデータ・セット・ポインターは無効です。

入力リンクまたは出力リンクごとに 1 つのデータ・セットを定義する必要があります。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

すべての入力リンクおよび出力リンクに対してデータ・セットを定義してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00054
説明:

percentage が NULL です。これは 0 から 100 の範囲でなければなりません。

percentage オプションが空です。これは、0 から 100 までの整数値でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

percentage オプションに有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00055
説明:

seed は、0 より大でなければなりません。{0} は無効です。

指定された seed オプションは無効です。seed オプションには正の整数値が含まれていなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00056
説明:

nullSeed() 関数は、hasNullSeed() が false の場合に呼び出されます。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TCGE-00058 • DSEE-TCGE-00062
DSEE-TCGE-00058
説明:

init 式 {0} の構文解析が失敗しました。デフォルト値の 0 が使用されます。

示されている式を構文解析できませんでした。デフォルト値の 0 が使用されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

式を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00059
説明:

init 式 {0} の構文解析が失敗しました。デフォルト値の 0 が使用されます。

示されている式を構文解析できませんでした。デフォルト値の 0 が使用されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

式を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TCGE-00060
説明:

init の正しくない値: {0}。

init オプションの指定値が無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00061
説明:

incr の正しくない値: {0}。

incr オプションの指定値が無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00062
説明:

limit の正しくない値: {0}。

limit オプションの指定値が無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
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DSEE-TCGE-00063
ジェネレーター
DSEE-TCGE-00063
説明:

signed キーワードの引数 `{0}' は無視されます。

signed キーワードに値を定義することはできません。指定された値は無視されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

signed キーワードに指定した値を削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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第 6 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:

指示に従って NLS 文字マップを設定します。

DSEE-TDOR-00172
説明:

{0} へのアクセスが必要ですが使用できません。

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, 2015
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第 7 章 TFAD: アダプター API
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFAD メッセージについて説明します。
DSEE-TFAD-00001
説明:

ストリング引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。空の値が指定された関数が呼び出されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00002
説明:

引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。空の値が指定された関数が呼び出されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00003
説明:

stringmap の構文解析エラー: case_sensitive オプションは値を持つことはできません: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。case_sensitive オプションには値が不要であるた
め、示されている値を case_sensitive オプションに設定することはできません。stringmap を構文解析できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFAD-00004
説明:

stringmap の構文解析エラー: default_value は整数値を持つ必要があります: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は整数値ではないため、
default_value オプションに設定できません。stringmap を構文解析できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00005
説明:

stringmap の構文解析エラー: default_string は値を持つ必要があります: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、default_string オプションには
無効です。stringmap を構文解析できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00006
説明:

stringmap の構文解析エラー: サポートされないオプション: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されているオプションは、stringmap ではサポート
されません。stringmap を構文解析できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00007
説明:

stringmap の構文解析エラー: 予測されない ')'

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。このエラーにより、特定のオペレーターが modify オ
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ペレーターを途中で終了してしまう可能性があります。それ以外の場合、modify オペレーターに指定されたルールが
不完全です。stringmap を構文解析できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00014
説明:

負の引数: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。内部関数により、予期しない値が返されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00015
説明:

引数が numValues()-1 より大です: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。アダプター・コード内の内部データ構造の示されて
いる索引値は、大きすぎます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00016
説明:

eNumericString ではありません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。Modify ステージの数値変換関数の引数が数値ストリ
ングではありません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
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ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00017
説明:

eStringMap ではありません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。Modify ステージのストリング変換関数の引数がスト
リングではありません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00018
説明:

eSubString ではありません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。Modify ステージのサブストリング変換関数の引数が
ストリングではありません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00022

宛先フィールド・セレクターの構文解析でエラー: {0}

説明: 示されている宛先フィールド・セレクターを構文解析できません。Modify ステージの 「仕様」 プロパティー
に指定されているフィールド・セレクターが宛先スキーマに一致していません。
ユーザーの処置: 示されている宛先フィールド・セレクターを確認し、「仕様」 プロパティーの指定を修正してくだ
さい。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00024

フィールド・タイプの構文解析でエラー: {0}

説明: 示されている宛先フィールド・タイプを構文解析できません。 Modify ステージの 「仕様」 プロパティーに指
定されているフィールド・タイプが、宛先スキーマに一致していません。
ユーザーの処置: 示されている宛先フィールド・タイプを確認し、「仕様」 プロパティーの指定を修正してくださ
い。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
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DSEE-TFAD-00025

タイプを検出できませんでした: {0}

説明: 示されているデータ・タイプは、宛先スキーマに一致していないため、Modify ステージの 「仕様」 プロパテ
ィーで見つかりません。
ユーザーの処置:

示されているデータ・タイプを確認し、「仕様」 プロパティーの指定を修正してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00028

複数の 'handle_null' または 'make_null' を検出しました

説明: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、複数の handle_null 引数または make_null 引数が指定されま
した。「仕様」 プロパティーで指定できるのは、これらの引数のどちらか一方だけです。
ユーザーの処置:
い。

「仕様」 プロパティーで、 handle_null 引数または make_null 引数を 1 つだけ指定してくださ

関連情報:
modify オペレーターと NULL
DSEE-TFAD-00033

複数の明示指定変換を検出しました。

説明: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで複数の明示変換データ・タイプが指定されています。各引数に指
定できる明示変換データ・タイプは 1 つのみです。
ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、余分な明示変換データ・タイプを削除してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00034
説明:

不明な変換: {0}

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーに指定されている変換データ・タイプが不明です。

ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、有効な変換データ・タイプを指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00037

ソース・フィールド・セレクターの構文解析でエラー: {0}

説明: 示されているソース・フィールド・セレクターは有効なストリングではないため、構文解析できません。Modify
ステージの 「仕様」 プロパティーに指定されているソース・フィールド・セレクターがソース・スキーマに一致して
いません。
ユーザーの処置:
ください。

示されているソース・フィールド・セレクターを確認し、「仕様」 プロパティーの指定を修正して

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
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DSEE-TFAD-00039 • DSEE-TFAD-00043
DSEE-TFAD-00039

既に 'handle_null' または 'make_null' を検出しました

説明: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、複数の handle_null 引数または make_null 引数が指定されま
した。「仕様」 プロパティーで指定できるのは、これらの引数のどちらか一方だけです。
ユーザーの処置:
い。

「仕様」 プロパティーで、 handle_null 引数または make_null 引数を 1 つだけ指定してくださ

関連情報:
modify オペレーターと NULL
DSEE-TFAD-00040

宛先 "{0}" は既にバインドされています。

説明: 示されている宛先列は、Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで既存の KEEP ステートメントによってバ
インドされています。各 KEEP ステートメントで指定できる宛先列は 1 つのみです。
ユーザーの処置:

他の KEEP ステートメントで重複している宛先列を削除してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00041

ソース "{0}" はドロップされています。

説明: 示されているソース列は、「仕様」 プロパティーの既存の DROP ステートメントによってドロップされていま
す。DROP ステートメントを使用してソース列をドロップできるのは 1 回のみです。
ユーザーの処置: 各 DROP ステートメントにソース列を 1 つだけ指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00042

ソース "{0}" はバインドされています。ドロップできません

説明: 示されているソース列は既存の KEEP ステートメントによって保持されているため、DROP ステートメントでド
ロップできません。
ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、ソース列を保持するのかドロップするのかを選択し、それに従って KEEP
ステートメントまたは DROP ステートメントを更新してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00043

ソース "{0}" は既にドロップされています。

説明: 示されているソース列は、「仕様」 プロパティーの既存の DROP ステートメントによってドロップされていま
す。ソース列は、各 DROP ステートメントで一度だけ指定できます。
ユーザーの処置:

他の DROP ステートメントで重複しているソース列を削除してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
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DSEE-TFAD-00044
説明:

drop と keep は、同時には使用できません。

同じ列に対して KEEP ステートメントと DROP ステートメントの両方を指定することはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 1 つの列に対しては、KEEP ステートメントと DROP ステートメントの両方ではなく、いずれか一方
を指定してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00045

ソース "{0}" は既に保持されています。

説明: 示されているソース列は、KEEP ステートメントで保持されています。同じ列に対して複数回 KEEP ステートメ
ントを使用することはできません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

各 KEEP ステートメントで各ソース列が 1 回だけ指定されている状態にしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00048

フィールド・セレクターでエラーが発生しました: {0}

説明: 示されているフィールド・セレクターを使用して、Modify ステージの 「仕様」 プロパティーをスキャンでき
ません。 Modify ステージの 「仕様」 プロパティーがソース・スキーマに一致していません。
ユーザーの処置:
い。

示されているフィールド・セレクターを確認し、「仕様」 プロパティーの指定を修正してくださ

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00052

バインディングでエラーが発生しました: {0}

説明: プログラムで有効な出力列にバインドできません。 Modify ステージの 「仕様」 プロパティーが宛先スキーマ
に一致していません。追加のエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを確認し、「仕様」 プロパティーの問題を修正してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00058
説明:

ソース引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
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DSEE-TFAD-00059 • DSEE-TFAD-00060
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_AdapterBase::UlookupBinding
の source オプションに空ストリングが含まれています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00059
説明:

宛先引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT-AdapterBase::UlookupBinding
の dest オプションに空ストリングが含まれています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00060
説明:

両方のフィールド引数が空ではありません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_AdapterBase::UlookupBinding
の、source オプションと dest オプションの両方に値が含まれています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFAD-00061
説明:

両方のフィールド引数が空です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_AdapterBase::UlookupBinding
の、source オプションと dest オプションのいずれにも値が指定されていません。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00062
説明:

非ゼロの which 引数にはソース・ベースのルックアップが必要です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_AdapterBase::UlookupBinding
の source オプションに値が指定されていませんが、which 引数に値が含まれています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00063
説明:

索引引数が範囲外です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_AdapterBase::quietBinding の
索引値が有効な範囲内にありません。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
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DSEE-TFAD-00065 • DSEE-TFAD-00081
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00065 APT_ViewAdapter::bindAggregate(const APT_FieldSelector&, const APT_FieldSelector&) 代わり
に addBinding() を使用
説明:

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。APT_ViewAdapter::bindAggregate は非推奨の関数であ
り、機能しなくなっています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00072

タイプ・パラメーターの構文解析でエラー: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、指定されたオプションを識別できませんでした。追加のエラー・メッセージが
出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFAD-00073

タイプが見つかりません: {0}

説明: プログラムでステートメントを構文解析したときに、データ・タイプが無効か不明でした。追加のエラー・メッ
セージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラーを確認し、問題を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFAD-00081
説明:

追加されるフィールドの var のモードは eSpecific でなければなりません。var: {0}。

コードでフィールドを追加する場合、モードは eSpecific でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 示された変数を確認し、問題を修正してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TFAD-00082
説明:

ドロップされるフィールドの var のモードは eAll でなければなりません。var: {0}。

コードでフィールドをドロップする場合、モードは eAll でなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
OSH コマンド・ラインでプログラミングしていなかった場合、このメッセージは内部エラーです。パラレル・エンジ
ンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v プログラムを OSH コマンド・ラインで作成していた場合は、示された変数を確認し、問題を修正してください。
v OSH コマンド・ラインでプログラミングしていなかった場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してくださ
い。ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デ
ザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00083

名前の中に複数のコンポーネントがあります: {0}。

説明: プロパティーの名前に複数のコンポーネントが指定されましたが、指定できるコンポーネントは 1 つだけで
す。追加のエラー・メッセージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 示された名前を確認し、重複しているコンポーネントをすべて削除してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFAD-00084
説明:

添え字付きの名前: {0}。

このコンポーネント名は既に定義されています。追加のエラー・メッセージが出されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 示された名前を確認し、重複する名前を除去してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFAD-00085 ドロップされたフィールドを伴うインターフェース変数にフィールドを追加できません。var:
{0}。
説明: ドロップされたフィールドがあります。このフィールドを Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで再度使
用することはできません。追加のエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

エラーを確認し、問題を修正してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
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DSEE-TFAD-00086 • DSEE-TFAD-00089
DSEE-TFAD-00086 フィールドをドロップするにはインターフェース変数はモード eAll でなければなりません。var:
{0}。
説明: コードでフィールドをドロップする場合、モードは eAll に設定する必要があります。追加のエラー・メッセー
ジが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラーを確認し、問題を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFAD-00087 追加されたフィールドを伴うインターフェース変数からフィールドをドロップできません。var:
{0}。
説明: 同時にフィールドが追加されている場合、フィールドをドロップするようにコードを設定できません。追加のエ
ラー・メッセージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラーを確認し、問題を修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFAD-00088
説明:

古い名前の引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::renameFiledInVar のフィールド変数に値が含まれていません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00089
説明:

古い名前の中に複数のコンポーネントがあります: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::renameFieldInVar のフィールドに複数のコンポーネントが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFAD-00090 • DSEE-TFAD-00093
DSEE-TFAD-00090
説明:

添え字付きの古い名前: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。APT_TransferAdapter::renameFieldInVar 関数に、既に
添え字付きのオプションが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00091
説明:

新しい名前の引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TranferAdapter::renameFieldInVar にターゲット・フィールドが含まれていません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00092
説明:

新しい名前の中に複数のコンポーネントがあります: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::renameFieldInVar に、複数のコンポーネントを持つ newName オプションが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00093
説明:

添え字付きの新しい名前: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
第 7 章 TFAD: アダプター API
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DSEE-TFAD-00094 • DSEE-TFAD-00096
APT_TransferAdapter::renameFieldInVar に、既に添え字付きの newName オプションが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00094
説明:

フィールドはドロップされました: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::renameFieldInVar のフィールドは既にドロップされています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00095
説明:

フィールドは既に名前変更されました: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::renameFieldInVar のフィールドは既に名前変更されています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00096
説明:

新しい名前は既に名前変更されました: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::renameFieldInVar に、既に名前変更されている newName オプションが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
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DSEE-TFAD-00099 • DSEE-TFAD-00109
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00099
説明:

転送アダプターの構文解析エラー: フィールド・セレクターでエラー: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。転送アダプターを作成しようとしているときに、エ
ラーが発生しました。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00108
説明:

負の索引引数: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::getVar の索
引値に、負の整数が含まれています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00109
説明:

索引引数が numVars()-1 より大です: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::getVar の索
引値は、使用可能な変数より大でなければなりません。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TFAD-00110 • DSEE-TFAD-00112
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00110
説明:

このアダプターでは、引数はスキーマ変数として使用されません: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::varMode の
インターフェース変数値が変数として存在していません。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00111
説明:

名前引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::addedToVar
の列に NULL 値が含まれています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00112
説明:

索引引数が numAddedToVar() より大です: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
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DSEE-TFAD-00113 • DSEE-TFAD-00114
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::addedToVar
の索引値が、既存の変数の数を超えています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00113
説明:

索引引数が numDroppedFromVar() より大です: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::UdroppedVarField の索引値が、ドロップ済みの変数の数を超えています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00114
説明:

索引引数が numVarRenames() より大です: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::varRename
の索引値が、名前変更済みの変数の数を超えています。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFAD-00115 • DSEE-TFAD-00118
DSEE-TFAD-00115
説明:

インターフェース名は添え字付きです: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数 APT_TransferAdapter::validateVar
のインターフェース名は既に添え字付きです。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00116

フィールド・リストの構文解析エラー。識別子が必要ですが、現在の値は {0} です。

説明: 指定された列のリストを構文解析できません。Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで指定されている列
のリストが、正しい形式ではありません。
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、列のリストを正しい形式で指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00117
説明:
す。

フィールド・リストの構文解析エラー。コンマが必要ですが、現在の値は {0} です。

指定された列のリストを構文解析できません。指定された列のリストは、コンマで区切られている必要がありま

ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、列のリストでコンマを指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00118
説明:

stringmap の構文解析エラー: ')' が必要です。現在の値: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、stringmap オプションには無効で
す。 stringmap を構文解析できません。小括弧を指定してください。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFAD-00119 • DSEE-TFAD-00122
DSEE-TFAD-00119
説明:

stringmap の構文解析エラー: ストリングが必要です。現在の値: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、stringmap オプションには無効で
す。 stringmap を構文解析できません。ストリングを指定してください。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00120
説明:

stringmap の構文解析エラー: ',' または '=' が必要です。現在の値: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、stringmap オプションには無効で
す。 stringmap を構文解析できません。コンマまたは等号を指定してください。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00121
説明:

stringmap の構文解析エラー: 整数が必要です。現在の値: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、stringmap オプションには無効で
す。 stringmap を構文解析できません。整数を指定してください。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00122
説明:

stringmap の構文解析エラー: ';' または ')' が必要です。現在の値: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、stringmap オプションには無効で
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DSEE-TFAD-00123 • DSEE-TFAD-00126
す。 stringmap を構文解析できません。コンマまたは小括弧を指定してください。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00123
説明:

stringmap の構文解析エラー: ';' が必要です。現在の値: {0}

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている値は、stringmap オプションには無効で
す。 stringmap を構文解析できません。コンマを指定してください。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00124 旧式の変換の構文解析エラー: "default"、"nowarn"、"substring"、または "stringmap" が必要
です。現在の値: {0}。
説明:

指定された値は有効なストリングではありません。有効なストリングは以下のとおりです。

v default
v nowarn
v substring
v stringmap
ユーザーの処置: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、有効なストリング値を指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00125
説明:

旧式の変換の構文解析エラー: サブストリング変換の整数が必要です。現在の値: {0}。

示されている値は整数ではありません。サブストリング内の特定のポイントを示すには、整数が必要です。

ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、整数を指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00126
説明:

宛先フィールド・セレクターが必要です。現在の値: {0}。

プログラムは宛先列セレクターを予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、宛先列セレクターを指定してください。

関連情報:
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Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00127
説明:

'=' が必要です。現在の値: {0}。

ステートメントの構文解析時に、プログラムは等号を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、等号を指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00128

ソース・フィールド・セレクターまたは変換名が必要です。現在の値: {0}。

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはソース列名または変換名を予期しましたが、いずれも指定されて
いませんでした。
ユーザーの処置: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、ソース列名または変換名を指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00129

'(' が必要です。現在の値: {0}。

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムは値のリスト内に括弧を予期しましたが、これが指定されていませ
んでした。
ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、値のリスト内に括弧を指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00130

',' または ')' が必要です。現在の値: {0}。

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムは、値の後にコンマまたは右括弧を予期しましたが、いずれも指定
されていませんでした。
ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、コンマまたは右括弧を指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00131

数値またはストリングが必要です。現在の値: {0}。

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムは数値またはストリングを予期しましたが、いずれも指定されてい
ませんでした。
ユーザーの処置: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、数値またはストリングを指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00132
説明:

')' が必要です。現在の値: {0}。

ステートメントの構文解析時に、プログラムは右括弧を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、右括弧を指定してください。

関連情報:
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Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00133
説明:

']' が必要です。現在の値: {0}

ステートメントの構文解析時に、プログラムは右大括弧を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値を大括弧に変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00134
説明:

'(' が必要です。現在の値: {0}

ステートメントの構文解析時に、プログラムは左括弧を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値を左括弧に変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00135

ソース・フィールド・セレクターが必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはソース・フィールド・セレクターを予期しましたが、これが指定
されていませんでした。
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値をソース・フィールド・セレクターに変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00136

';' または「end」が必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはセミコロンまたはファイル終了 (EOF) マーカーを予期しました
が、いずれも指定されていませんでした。
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値をセミコロンまたは EOF マーカーに変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00137
説明:

"drop" と "keep" は同時には使用できません。現在の値: {0}

同じ列に対して KEEP ステートメントと DROP ステートメントの両方を指定することはできません。

ユーザーの処置: 1 つの列に対しては、KEEP ステートメントと DROP ステートメントの両方ではなく、いずれか一方
を指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00138

フィールド・セレクターが必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはフィールド・セレクターを予期しましたが、これが指定されてい
ませんでした。
ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、示された値をフィールド・セレクターに変更してください。
関連情報:
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Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00139

';' または ',' が必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムは、リスト内の値の後に区切り文字としてセミコロンまたはコンマ
を予期しましたが、いずれも指定されていませんでした。
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値をセミコロンまたはコンマのいずれかに変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00140
説明:

"keep" と "drop" は同時には使用できません。現在の値: {0}

同じ列に対して KEEP ステートメントと DROP ステートメントの両方を指定することはできません。

ユーザーの処置: 1 つの列に対しては、KEEP ステートメントと DROP ステートメントの両方ではなく、いずれか一方
を指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00141
説明:

転送アダプターの構文解析エラー: ')' が必要です。現在の値: {0}

ステートメントの構文解析時に、プログラムは右括弧を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値を右括弧に変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00142
説明:

転送アダプターの構文解析エラー: 識別子が必要です。現在の値: {0}

ステートメントの構文解析時に、プログラムは識別子を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値を識別子に変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00143

転送アダプターの構文解析エラー: フィールド・セレクターが必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはフィールド・セレクターを予期しましたが、これが指定されてい
ませんでした。
ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、示された値をフィールド・セレクターに変更してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00144 転送アダプターの構文解析エラー: "transfers"、"includes"、"excludes"、または "renames" が必
要です。現在の値: {0}
説明:

指定された値は有効なストリングではありません。有効なストリングは以下のとおりです。

v transfers
v includes
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v excludes
v renames
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、有効なストリングを指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00145
説明:

転送アダプターの構文解析エラー: "all" または "specific" が必要です。現在の値: {0}

指定された値は有効なストリングではありません。有効なストリングは以下のとおりです。

v all
v specific
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、有効なストリングを指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00146
説明:

転送アダプターの構文解析エラー: "as"、','、または ';' が必要です。現在の値: {0}

指定されたストリングが無効です。有効なストリングは以下のとおりです。

v as
v ; (セミコロン)
v , (コンマ)
ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、有効なストリングを指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00147

転送アダプターの構文解析エラー: ',' または ';' が必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムは、値の後にコンマまたはセミコロンを予期しましたが、いずれも
指定されていませんでした。
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値をコンマまたはセミコロンのいずれかに変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00148

転送アダプターの構文解析エラー: "as" が必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはストリング as を予期しましたが、これが指定されていませんで
した。
ユーザーの処置: 「仕様」 プロパティーで、示された値を as に変更してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
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DSEE-TFAD-00149

転送アダプターの構文解析エラー: ';' または ')' が必要です。現在の値: {0}

説明: ステートメントの構文解析時に、プログラムはセミコロンまたは右括弧を予期しましたが、いずれも指定されて
いませんでした。
ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値をセミコロンまたは右括弧のいずれかに変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00150
説明:
た。

転送アダプターの構文解析エラー: ';' が必要です。現在の値: {0}

ステートメントの構文解析時に、プログラムはセミコロンを予期しましたが、これが指定されていませんでし

ユーザーの処置:

「仕様」 プロパティーで、示された値をセミコロンに変更してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00151

ドロップされたフィールドを伴う var にフィールドを追加できません。var: {0}。

説明: 指定された列は、既存の DROP ステートメントによりドロップされているため、追加できません。ドロップ済み
の列を、後で追加することはできません。
ユーザーの処置:

示された変数から、ドロップ済みの列を削除してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00152
説明:

フィールド数が新しい名前の数と一致しません。 "{0}"、"{1}"。

指定された列内の値の数が、指定された名前の数と一致していません。

ユーザーの処置: 値の数が名前の数と一致するようにしてください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00153
説明:

新しい名前リストの構文解析エラー。識別子が必要ですが、現在の値は {0} です。

新しい名前リストの構文解析時に、プログラムは識別子を予期しましたが、これが指定されていませんでした。

ユーザーの処置:

Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、識別子を指定してください。

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00154

名前リストの構文解析エラー。コンマが必要ですが、現在の値は {0} です。

説明: 新しい名前リストの構文解析時に、プログラムはコンマ区切り文字を予期しましたが、これが指定されていませ
んでした。
ユーザーの処置: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、コンマ区切り文字を指定してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
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DSEE-TFAD-00155

この新しい名前は既に名前変更されました: {0}。

説明: 呼び出し元の関数に、既に列割り当てステートメントを使用することによって名前変更された列が含まれていま
す。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置: Modify ステージの 「仕様」 プロパティーで、列割り当てステートメントを修正してください。
関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00157
説明:

フィールドをドロップするには変数は eAll でなければなりません。var: {0}。

このエラーは、以下の理由で発生する可能性があります。

v 列をドロップするように変数を設定した場合、モードは eALL でなければなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
v プログラムを OSH コマンド・ラインで実行していなかった場合、このメッセージは内部エラーを示しています。パ
ラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v プログラムを OSH コマンド・ラインで実行していた場合は、影響を受けている変数を確認し、問題を修正してくだ
さい。
v プログラムを OSH コマンド・ラインで実行していなかった場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してくだ
さい。 ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・
デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFAD-00158

フィールドは既に名前変更されています: {0}。

説明: 指定された列は、既存の列割り当てステートメントで名前変更されました。 1 つの列を複数回、名前変更する
ことはできません。
ユーザーの処置:
い。

「仕様」 プロパティーで、新しい列名を使用して、列割り当てステートメントを更新してくださ

関連情報:
Modify ステージ: オプション・カテゴリー
DSEE-TFAD-00159
説明:

このアダプターでは、引数はスキーマ変数として使用されません: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。呼び出し元の関数
APT_TransferAdapter::numDroppedFromVar に interfaceVar 値が含まれており、これは既知の変数名ではありません。
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DSEE-TFAD-00159
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス

第 7 章 TFAD: アダプター API
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第 8 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。

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-00059 データ・セット {0} を削除するときに、前回の削除操作が完了していませんでした。処理を進め
るために {1} を削除します。
説明: 既存のデータ・セットを上書きするようジョブを設定すると、記述子ファイルの名前が変更されます。デフォル
トの接尾部である being_deleted がファイル名の最後に追加されます。この一時予約名の付いたデータ・セットは既に
存在します。プログラムは being_deleted という接尾部の付いたファイルを特定し、参照ファイルのみを削除します。
プログラムは、データ・セット・ファイルは削除しません。この結果、孤立ファイルが生じる可能性があります。通
常、この状況は前のジョブが失敗した場合に発生します。
ユーザーの処置: ジョブが失敗した場合、そのジョブを再実行する前に、orchadmin ユーティリティーを使用して一時
データ・セット・ファイルを削除してください。
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。

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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2015

87

DSEE-TFDM-00099
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。

DSEE-TFDM-00099
た。

データ・セット: {0} は、{1} セグメントの読み取りが予測され、{2} セグメント読み取りまし

説明: 示されているデータ・セットへの書き込み時に、セグメントの予期されている数が、データ・セット内のセグメ
ントの実際の数に一致していません。このエラーは、2 つ以上のジョブが、示されているデータ・セットに同時に書き
込みを行っている場合に発生することがあります。
ユーザーの処置: ジョブ・ロジックを変更するか、ジョブ・スケジュールを変更して、示されているデータ・セットに
書き込みを行うジョブが一度に 1 つのみになるようにしてください。
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第 9 章 TFDR: APT_DataSet インプリメンテーション
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFDR メッセージについて説明します。
DSEE-TFDR-00043 {0}: レコードが大きすぎてブロック内に収まりません。要求された長さは: {1}、最大ブロック長
は: {2}。
説明:

{1} で表された指定のレコード長が、メッセージに示された最大ブロック長を超えています。

ユーザーの処置: レコードのサイズを小さくするか、APT_DEFAULT_TRANSPORT_BLOCK_SIZE 環境変数内にある
転送ブロック・サイズ (バイト数) を大きくしてください。
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第 10 章 TFFN: 変換処理関数
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFFN メッセージについて説明します。
DSEE-TFFN-00001

関数引数が予測されました。[行 {0}、文字 {1}]。

説明: 指定の行番号および文字番号で、Transformer ステージの出力仕様フィールドで指定された関数に対し、1 つ以
上の必須の引数が指定されていません。
ユーザーの処置:

Transformer ステージのこの関数に対し、必須の引数を指定してください。

DSEE-TFFN-00002
説明:

指定の行番号および文字番号で、指定の引数の値が欠落しているか正しくありません。

ユーザーの処置:

該当する引数に有効な値を指定してください。

DSEE-TFFN-00003
説明:

関数引数に互換タイプが予測されました。[行 {0}、文字 {1}]。

指定の行番号および文字番号で、特定の引数の必須データ・タイプに値が一致しません。

ユーザーの処置:

該当する引数に有効な値を指定してください。

DSEE-TFFN-00005
説明:

引数タイプの無効値: {0}。[行 {1}、文字 {2}]。

関数 {0} の引数値 ([行 {1}、文字 {2}]) は、下限の 0 より小です。

この行番号および文字番号にある指定された関数名内で、指定の関数の引数値が最小値を下回っています。

ユーザーの処置:

最小値より大きい引数値を指定してください。

DSEE-TFFN-00006

関数 {0} 内のオプション・ストリングに二重引用符がありません。[行 {1}、文字 {2}]。

説明: 指定の行番号および文字番号で、指定された関数内のオプション・ストリングに対して二重引用符が指定されて
いません。
ユーザーの処置:

該当するオプション・ストリングに対して二重引用符を指定してください。

DSEE-TFFN-00008
説明:

引数の数は {0} でなければなりません。[行 {1}、文字 {2}]。

指定の行番号および文字番号で、関数に対して指定された引数の数が無効です。

ユーザーの処置:

適切な数の引数値が関数に含まれるようにしてください。

DSEE-TFFN-00009

無効な関数宣言: {0}。[行 {1}、文字 {2}]。

説明: 指定の行番号および文字番号で、指定された関数がレジストリー内に存在しないため、その関数が無効とみなさ
れています。
ユーザーの処置: 関数のレジストリー内の正しい関数呼び出しを指定してください。
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第 11 章 TFFR: import オペレーターおよびファイル読み取りの
サポート
以下のトピックでは、各種の DSEE-TFFR メッセージについて説明します。
DSEE-TFFR-00001

numReaders は正でなければなりません: {0}

説明: numReaders オプションの指定値が正整数ではありません。パーティションごとに少なくとも 1 つのリーダーが
必要です。
ユーザーの処置:

numReaders オプションに対して 1 以上の値を指定してください。

DSEE-TFFR-00003
説明:

この入力ステージに対してファイル名が指定されていません。

ユーザーの処置:

有効な入力ファイル名を指定してください。

DSEE-TFFR-00004
説明:

NULL のファイル名引数

ファイル "{0}" を開くことができませんでした: {1}

指定のファイルを開くことができません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: 指定のファイルが存在すること、およびユーザーにそのファイルを開く適切な許可があることを確認
してください。システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TFFR-00005

ファイル "{0}" を STAT できませんでした: {1}

説明: stat() 関数が、指定ファイルに関する情報を返すことができません。システム・レベルのエラー・メッセージ
が出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TFFR-00006

"{0}" はディスク・ファイルではありません

説明: 指定されたファイル名は無効です。指定のファイル名が名前付きパイプであり、ファイルではない場合、このエ
ラーが発生することがあります。
ユーザーの処置:

指定のファイル名が既存のファイルを参照していることを確認してください。

DSEE-TFFR-00007
説明:

無効なフォーマット・スキーマ

フォーマットが無効のため、スキーマ定義を読み取ることができません。

ユーザーの処置:

スキーマ定義のフォーマットが有効であることを確認してください。

関連情報:
スキーマ・フォーマット
DSEE-TFFR-00008
説明:

無効なレコード・フォーマット

レコード・フォーマットが無効のため、スキーマ定義を読み取ることができません。

ユーザーの処置: スキーマ定義を調べて、レコードのメタデータが正しいこと、および有効なフォーマットであること
を確認してください。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2015

93

DSEE-TFFR-00010 • DSEE-TFFR-00015
関連情報:
スキーマ・フォーマット
DSEE-TFFR-00010

"{0}" を複数の読み取りプログラム用に構成することはできません: {1}

説明: 指定の値は、同じパーティションの複数の読み取りプログラムに対して使用できません。システム・レベルのエ
ラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: 指定の値を 1 に削減してください。システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解
決してください。
DSEE-TFFR-00011

ファイル "{0}" をオフセット {1} にシークできませんでした: {2}

説明: 指定のオフセットにある指定のファイルを読み取ることができません。システム・レベルのエラー・メッセージ
が出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TFFR-00012
説明:

ファイル "{0}" の読み取りでエラーがありました: {1}

指定のファイルを読み取ることができません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: 指定のファイルが存在すること、およびユーザーにそのファイルを開く適切な許可があることを確認
してください。システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
DSEE-TFFR-00013
説明:

ファイル "{0}" の読み取りで予期しない EOF がありました

指定ファイルの読み取り時に ファイルの終わり (EOF) マーカーが検出されました。

ユーザーの処置: 指定のファイルが完全で、誤って切り捨てられていないことを確認してください。このジョブでファ
イルを読み取っている最中に、他のプログラムがそのファイルに書き込まないことを確認してください。
DSEE-TFFR-00014

ファイル "{0}" からの読み取りが不足しています

説明: 指定ファイルのレコード長が、予期される長さよりも短くなっています。指定ファイルの読み取り時に、予期し
ないファイルの終わり (EOF) マーカーまたは行の終わり (EOL) マーカーが検出されました。
ユーザーの処置: 指定のファイルが完全で、誤って切り捨てられていないことを確認してください。このジョブでファ
イルを読み取っている最中に、他のプログラムがそのファイルに書き込まないことを確認してください。
DSEE-TFFR-00015
説明:

ファイルへの書き込み中にエラーが発生しました。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:
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書き込みエラー: {0}

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。
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第 12 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-00002
説明:

フィールドはスキーマ変数

Aggregator ステージはスキーマ変数をアグリゲートできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

他のメッセージを調べて指定されたフィールド名を見つけ、スキーマ定義を訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFIG-00006

区切り文字ストリングを変換しようとして変換の問題が発生しました:{0}。

説明: EBCDIC または Unicode から ASCII への文字変換中に、指定された区切り文字ストリングでエラーが発生し
ました。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00015
説明:

区切り文字ストリングを調べて訂正してください。
{0} プロパティーは値を持つ必要があります

指定されたプロパティーには値が必要です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

プロパティー名の値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFIG-00016
説明:

{0} プロパティー値はリストであってはなりません。テキスト: {1}

指定されたプロパティーの値は、リストとして指定することはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

指定されたプロパティーの値がリストでなくなるようにコードを変更してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFIG-00017
説明:

{0} 構文解析エラー: {1}。テキスト: {2}

指定されたプロパティーは構文解析できません。エラー・メッセージが出されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、コードを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TFIG-00018 • DSEE-TFIG-00024
DSEE-TFIG-00018
説明:

{0} が見つかりません。テキスト: {1}

指定されたプロパティーが見つかりませんでした。エラー・メッセージが出されました。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、コードを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFIG-00019

{0} ソース・タイプが "{1}" ではありません

説明: 指定されたプロパティーのソース・データ・タイプが無効です。予期されたデータ・タイプがエラー・メッセー
ジに示されています。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00020

予期されたデータ・タイプを使用するようにコードを訂正してください。
{0} 宛先タイプが "{1}" ではありません

説明: 指定されたプロパティーのターゲット・データ・タイプが無効です。予期されたターゲット・データ・タイプが
エラー・メッセージに示されています。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00021

予期されたターゲット・データ・タイプを使用するようにコードを訂正してください。
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-00022
説明:

"{0} " 値は、1、2、4 でなければなりません。テキスト: {1}

指定された接頭部名に 1、2、4 以外の値が使用されています。エラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: エラー・メッセージに示されている値に応じて、指定された接頭部名の値に 1、2、または 4 を指定
してください。
DSEE-TFIG-00023
説明:

{0} プロパティーはストリング値でなければなりません。

{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。
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DSEE-TFIG-00025 • DSEE-TFIG-00031
DSEE-TFIG-00025

引用符を変換しようとして変換の問題が発生しました:{0}。

説明: 入力ストリング・データ用に使用する引用符を定義できますが、引用符として指定された文字は、入力ストリン
グ・データ用に定義されている文字セットに変換できません。
ユーザーの処置:
さい。
DSEE-TFIG-00026

引用符として指定された文字を調べ、その文字を指定された文字セットに変換できるようにしてくだ

最初の引用符を変換しようとして変換の問題が発生しました:{0}。

説明: 入力ストリング・データ用に使用する引用符を定義できますが、最初の引用符として指定された文字は、入力ス
トリング・データ用に定義されている文字セットに変換できません。
ユーザーの処置:
てください。
DSEE-TFIG-00027

最初の引用符として指定された文字を調べ、その文字を指定された文字セットに変換できるようにし

2 番目の引用符を変換しようとして変換の問題が発生しました:{0}。

説明: 入力ストリング・データ用に使用する引用符を定義できますが、2 番目の引用符として指定された文字は、入力
ストリング・データ用に定義されている文字セットに変換できません。
ユーザーの処置:
してください。

2 番目の引用符として指定された文字を調べ、その文字を指定された文字セットに変換できるように

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:
てください。

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

DSEE-TFIG-00029
説明:

"reference" 値はフィールド名でなければなりません。テキスト: {0}

ルックアップ参照名はストリングとして指定しなければなりません。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00030

ルックアップ参照名をストリングとして指定してください。
{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。
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DSEE-TFIG-00032 • DSEE-TFIG-00038
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、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-00032

"tagcase" 値は、tagged のサブフィールド内にのみ出現できます。テキスト: {0}

説明: エラー・メッセージ内の指定された値は、tagcase 値として設定できません。 tagcase 値を指定できるのは
tagged プロパティーのみです。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00033
説明:

"tagcase" 値は整数でなければなりません。テキスト: {0}

tagged プロパティーに指定された tagcase 値が整数ではありません。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00034
説明:

このフィールドの tagcase プロパティーを削除してください。

tagcase 値には整数を指定してください。
tagged アグリゲートは vector_prefix を持つことはできません

ベクトル・プロパティー内に tagged アグリゲート・プロパティーの値があることは許されません。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00035

ベクトル・プロパティーから tagged アグリゲート・プロパティーの値を削除してください。
tagged アグリゲートは、prefix または link 参照を持つ必要があります。

説明: tagged アグリゲート・プロパティーの値には prefix 参照プロパティー、または link 参照プロパティーがなけ
ればなりません。
ユーザーの処置: tagged アグリゲート・プロパティーの値に prefix 参照プロパティー、または link 参照プロパティ
ーを指定してください。
DSEE-TFIG-00036

接頭部付きの tagged アグリゲートは、リンク・フィールドを参照できません。

説明: tagged アグリゲート・プロパティーの値は vector_prefix フラグを持つことができません。このフラグは通常
のアグリゲート・プロパティーには有効ですが、tagged アグリゲート・プロパティーには無効です。
ユーザーの処置: コードから vector_prefix フラグを削除するか、または tagged アグリゲート・プロパティーを
tagged 以外のプロパティーに変更してください。
DSEE-TFIG-00037
説明:

自己参照。テキスト: {0}

tagged アグリゲート・プロパティーの値は自己参照を行えません。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00038

tagged アグリゲート・プロパティーが自己参照を行わないようにコードを変更してください。
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。
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DSEE-TFIG-00040 • DSEE-TFIG-00044
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:

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-00042

¥"default=null¥" は予測されていません

説明: 「NULL 可能」フィールドが「いいえ」に設定されている場合、「default」プロパティーに「null」は指定でき
ません。「NULL 可能」フィールドが「はい」に設定されている場合に限り、「default」プロパティーを「null」に設
定できます。
ユーザーの処置: 列メタデータを編集し、「default」プロパティーから「null」を削除するか、「NULL 可能」フィー
ルドに「はい」を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00043

Scope-level 'default' プロパティーはサポートされません

説明: サブレコードでは、スコープ・レベルでは「default」プロパティーはサポートされません。「Null」がサポート
される唯一のプロパティーです。
ユーザーの処置:
い。

サブレコードにおいて、スコープ・レベルで「default」プロパティーを「Null」に設定してくださ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00044

可変長 subrec ベクトルは、¥"vector_prefix¥" または ¥"reference¥" を持つ必要があります

説明: 可変長サブレコード・ベクトルには、「vector_prefix」プロパティーまたは「reference」プロパティーを設定す
る必要があります。
ユーザーの処置: 可変長サブレコード・ベクトルに対して、「vector_prefix」プロパティーと「reference」プロパティ
ーのどちらか一方のみを指定してください。
関連情報:
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DSEE-TFIG-00045 • DSEE-TFIG-00048
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00045

接頭部付きのベクトル subrec は、リンク・フィールドもまた参照できません

説明: 接頭部付きサブレコード・ベクトルには、リンク・フィールドを含めることはできません。接頭部付きサブレコ
ード・ベクトルに対しては、実際の値のみ使用できます。
ユーザーの処置: リンク・フィールドを削除し、接頭部付きサブレコード・ベクトルに対して実際の値を指定してくだ
さい。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00046
説明:

可変長 subrec ベクトルのみが ¥"reference¥" を持つことができます

「reference」プロパティーは、固定長のサブレコード・ベクトル・フィールドに対して設定できません。

ユーザーの処置: サブレコード・ベクトル・フィールドを可変長に変更するか、固定長サブレコード・ベクトルの
「reference」プロパティーを削除してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00047
説明:

接頭部付き subrec は、リンク・フィールドを参照できません

接頭部付きサブレコードに対して「接頭部」プロパティーと「参照」プロパティーの両方は設定できません。

ユーザーの処置: 接頭部付きサブレコードに対しては、「接頭部」プロパティーと「参照」プロパティーのうち一方を
指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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。
record { print_field }
field_definition { print_field };
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

print_field プロパティーから値を削除してください。

100

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

DSEE-TFIG-00049 • DSEE-TFIG-00053
DSEE-TFIG-00049

スコープは、¥"delim¥" と ¥"prefix¥" の両方を持つことはできません

説明: 固定長のレコードまたはサブレコードのスコープでは、「接頭部のバイト」プロパティーが設定されている場合
に「区切り文字」プロパティーは設定できません。
ユーザーの処置: 接頭部付きの固定長のレコードまたはサブレコードでは、「区切り文字」プロパティーは削除してく
ださい。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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。

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。
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DSEE-TFIG-00054 • DSEE-TFIG-00057
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-00056
説明:

¥"null_field¥" は予測されていません

「NULL 可能」フィールドが「はい」に設定されている場合、「null_field」プロパティーは設定できません。

ユーザーの処置:

出力ファイルの列メタデータを編集し、「null_field」プロパティーを削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00057
説明:
す。

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。

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

field_definition { null_field = ’byte_value’ |
’multi_byte_Unicode_value’};
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DSEE-TFIG-00058 • DSEE-TFIG-00062
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-00059
説明:

¥"null_length¥" は予測されていません

「NULL 可能」プロパティーと「null_length」プロパティーは同時に設定できません。

ユーザーの処置:

出力ファイルの列メタデータを編集し、「null_length」プロパティーを削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00060
説明:
す。

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。

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

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-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。
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。
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DSEE-TFIG-00063 • DSEE-TFIG-00067
システムの処置:

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-00063

接頭部付きのベクトルは、リンク・フィールドもまた参照できません

説明: 接頭部付きのベクトルには、リンク・フィールドを含めることはできません。接頭部付きベクトルに対しては、
実際の値のみ指定できます。
ユーザーの処置:

リンク・フィールドを削除し、接頭部付きベクトルに対して実際の値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00064
説明:

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。

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。
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-00066

¥"generate¥" プロパティーに値を指定することはできません。テキスト: {0}

説明: 「generate」プロパティーに値が指定されましたが、「generate」プロパティーに値は指定できません。エラーに
関する追加情報が提供されます。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: osh コマンド・ラインで「generate」プロパティーを削除してください。追加の情報を使用して、問
題を解決してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00067

¥"default¥" プロパティーは値を持つ必要があります

説明: 「default」プロパティーには値を含める必要があります。「default」プロパティーの値は、列のデータ・タイプ
と一致している必要があります。
ユーザーの処置:

「default」プロパティーに有効な値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
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DSEE-TFIG-00068 • DSEE-TFIG-00073
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00068

¥"default¥" プロパティー値はリストであってはなりません。テキスト: {0}

説明: 「default」プロパティーには、値のリストではなく、単一の値のみ指定できます。「default」プロパティーの値
は、列のデータ・タイプと一致している必要があります。
ユーザーの処置:

「default」プロパティーに有効な単一値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00069

¥"default=null¥" が not_nullable フィールドに使用されています

説明: 「NULL 可能」フィールドが「いいえ」に設定されている場合、「default」プロパティーに「null」は指定でき
ません。「NULL 可能」フィールドが「はい」に設定されている場合に限り、「default」プロパティーを「null」に設
定できます。
ユーザーの処置: 列メタデータを編集し、「default」プロパティーから「null」を削除するか、「NULL 可能」フィー
ルドに「はい」を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00070
説明:

¥"default=null¥" は ¥"generate¥" と一緒に使用できません

「default」プロパティーと「generate」プロパティーは併用できません。

ユーザーの処置:

「default」プロパティーと「generate」プロパティーのうちどちらか一方のみを指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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-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: 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。
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。
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。
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DSEE-TFIG-00074 • DSEE-TFIG-00077
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-00074 ¥"null_field_fill_value¥" プロパティーが指定されたときは ¥"null_field_fill_length¥" プロパティー
を使用する必要があります。¥"null_field_fill_value¥" は無視されます
説明: 「NULL フィールド値」プロパティーが設定されている場合、「NULL フィールド長」プロパティーも設定す
る必要があります。一方のプロパティーのみ設定されている場合、そのプロパティーは無視されます。
ユーザーの処置:

列メタデータを編集し、「NULL フィールド長」プロパティーを設定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00075 ¥"null_field_fill_length¥" プロパティーが指定されたときは ¥"null_field_fill_value¥" プロパティー
を使用する必要があります。¥"null_field_fill_length¥" は無視されます
説明: 「NULL フィールド長」プロパティーが設定されている場合、「NULL フィールド値」プロパティーも設定す
る必要があります。一方のプロパティーのみ設定されている場合、そのプロパティーは無視されます。
ユーザーの処置:

列メタデータを編集し、「NULL フィールド値」プロパティーを設定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00076

¥"null_field_fill_value¥" は予測されていません

説明: 「NULL 可能」プロパティーが「はい」に設定されている場合、「NULL フィールド値」プロパティーは設定
できません。
ユーザーの処置:

列メタデータを編集し、「NULL フィールド値」プロパティーの値を削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00077

¥"null_field_fill_value¥" が NULL 可能ではないフィールドに使用されました

説明: 「NULL 可能」プロパティーが「はい」に設定されていない場合、「NULL フィールド値」プロパティーは設
定できません。
ユーザーの処置:

列メタデータを編集し、「NULL フィールド値」の値を削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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DSEE-TFIG-00078 • DSEE-TFIG-00082
DSEE-TFIG-00078

¥"null_field_fill_value¥" プロパティーはストリング値を持つ必要があります。テキスト: {0}

説明: 「NULL フィールド値」プロパティーの値はストリング値でなければなりません。エラーに関する追加情報が
提供されます。
ユーザーの処置: 「NULL フィールド値」プロパティーにストリング値を指定してください。追加の情報を使用し
て、問題を解決してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00079
{0}

¥"null_field_fill_length¥" プロパティーは、0 より大きい整数値を持つ必要があります。テキスト:

説明: 「NULL フィールド長」プロパティーが正の整数値に設定されていません。エラーに関する追加情報が提供さ
れます。
ユーザーの処置: 列メタデータを編集し、「NULL フィールド長」プロパティーに有効な値を指定してください。追
加の情報を使用して、問題を解決してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00080
説明:

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。

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。

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
説明:

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。

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-00082

ベクトル・フィールドはリンク・フィールドであってはなりません

説明: 「ベクトル」フィールドに、「リンク」プロパティーを含めることはできません。すべてのベクトル・フィール
ドは、有効な実際のフィールドでなければなりません。
ユーザーの処置:
さい。

「ベクトル」フィールドから「リンク」プロパティーを削除し、有効なフィールド名を指定してくだ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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DSEE-TFIG-00083 • DSEE-TFIG-00089
DSEE-TFIG-00083
説明:

¥"link¥" オプションは ¥"drop¥" オプションと一緒には使用できません

link オプションが設定されている場合、drop オプションは使用できません。

ユーザーの処置:

drop オプションと link オプションのどちらか一方のみ設定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00084

¥"link¥" プロパティーに値を指定することはできません。テキスト: {0}

説明: 「link」プロパティーにテキスト・データ・タイプの値は指定できません。「link」プロパティーの値は数値で
なければなりません。エラーに関する追加情報が提供されます。
ユーザーの処置:
さい。

「link」プロパティーに有効な値を指定してください。追加の情報を使用して、問題を解決してくだ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00085

¥"link¥" フィールドはデフォルト値を持ってはなりません

説明: link フィールドで「default」プロパティーが設定されています。link フィールドではデフォルト値は指定でき
ません。
ユーザーの処置:

link フィールドの「default」プロパティーを削除するか、link フィールドを削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00088

リンク・タイプ ¥"{0}¥" から ¥"uint32¥" への変換はありません

説明: 指定のリンク・タイプは、符号なし 32 ビット整数データ・タイプではないため、変換できません。符号なし
32 ビット整数でのみ NULL 値を変換できます。
ユーザーの処置:

スキーマで指定のリンク・タイプに対し有効な値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00089

¥"uint32¥" からのリンク・タイプ ¥"{0}¥" の変換はありません

説明: 指定のリンク・タイプは、符号なし 32 ビット整数データ・タイプではないため、変換できません。符号なし
32 ビット整数でのみ NULL 値を変換できます。
ユーザーの処置:

スキーマで指定のリンク・タイプに対し有効な値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
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DSEE-TFIG-00090 • DSEE-TFIG-00094
DSEE-TFIG-00090

¥"link¥" なしで ¥"import_conv¥" を持つことはできません

説明: 「link」プロパティーなしで「import_conv」プロパティーが設定されています。「import_conv」プロパティー
では、「link」プロパティーも設定する必要があります。
ユーザーの処置:

「import_conv」プロパティーと「link」プロパティーの両方を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00091

¥"link¥" なしで ¥"export_conv¥" を持つことはできません

説明: 「link」プロパティーなしで「export_conv」プロパティーが設定されています。「export_conv」プロパティー
では、「link」プロパティーも設定する必要があります。
ユーザーの処置:

「export_conv」プロパティーと「link」プロパティーの両方を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00092
説明:
ん。

フィールドは、区切り文字で区切るか、接頭部を持つかのいずれかでなければなりません。

フィールドに対して、「接頭部のバイト」プロパティーと「区切り文字」プロパティーの両方は指定できませ

ユーザーの処置: 「接頭部のバイト」プロパティーと「区切り文字」プロパティーのうち一方を指定するか、または両
方とも指定しないでください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00093

区切り文字で区切られているフィールドはリンク・フィールドを参照できません。

説明: 「区切り文字」フィールドには、「リンク」プロパティーは指定できません。「区切り文字」フィールドは、実
際のフィールドでなければなりません。
ユーザーの処置:
ださい。

「区切り文字」フィールドから「リンク」プロパティーを削除し、実際のフィールド名を指定してく

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00094
説明:

フィールドは、引用符で区切るか、接頭部を持つかのいずれかでなければなりません。

フィールドに対して、「接頭部」プロパティーと「引用符」プロパティーの両方は指定できません。

ユーザーの処置:
てください。

フィールドに対して、「接頭部」プロパティーと「引用符」プロパティーのどちらか一方のみ指定し

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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DSEE-TFIG-00095 • DSEE-TFIG-00099
DSEE-TFIG-00095

引用されたフィールドはリンク・フィールドを参照できません

説明: 「引用」フィールドには、「リンク」プロパティーは指定できません。「引用」フィールドには、実際のフィー
ルドを含める必要があります。
ユーザーの処置:
い。

「引用」フィールドから「リンク」プロパティーを削除し、実際のフィールド名を指定してくださ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00096

接頭部付きのフィールドはリンク・フィールドを参照できません。

説明: 「接頭部」フィールドに、「リンク」プロパティーを含めることはできません。「接頭部」フィールドは、実際
のフィールドでなければなりません。
ユーザーの処置:

「接頭部」フィールドの「リンク」プロパティーを削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00097
説明:

ベクトル・フィールドは ¥"reference¥" プロパティーを持つことはできません

「ベクトル」フィールドには、「reference」プロパティーは指定できません。

ユーザーの処置: 「ベクトル」フィールドから「reference」プロパティーを削除してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00098
説明:

¥"position¥" プロパティーは、タグ付きサブフィールドに現れることはできません

「position」プロパティーは、タグ付きサブフィールドに対して設定できません。

ユーザーの処置: タグ付きサブフィールドで「reference」プロパティーを設定解除してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00099

自己相対位置。テキスト: {0}

説明: 「ベクトル」フィールドで、「位置」プロパティーがそれ自体を参照しています。エラーに関する追加情報が提
供されます。
ユーザーの処置: 追加情報を確認し、「ベクトル」フィールドで「位置」プロパティーに別の値を指定し、位置がそれ
自体を参照しないようにしてください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
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DSEE-TFIG-00100 • DSEE-TFIG-00105
DSEE-TFIG-00100

位置フィールド ¥"{0}¥" が、このフィールドと同じスコープ内で見つかりません。テキスト: {0}

説明: 指定の位置フィールドが、このフィールドと同じレコードまたはサブレコードのスコープ内にありません。エラ
ーに関する追加情報が提供されます。
ユーザーの処置:

追加情報およびメタデータを確認し、問題を解決してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00101
説明:

¥"position¥" 値は負でない整数でなければなりません。テキスト: {0}

指定された position値が負の整数です。position 値は正の整数でなければなりません。

ユーザーの処置:

position 値として 0 よりも大きい値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00102

¥"Position¥" 値は整数またはフィールド名でなければなりません。テキスト: {0}

説明: 「position」プロパティーに無効な値が含まれています。「position」プロパティーは、整数または既存のフィー
ルドでなければなりません。
ユーザーの処置: 「position」プロパティーに、既存のフィールド名または整数値を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00103
説明:

¥"skip¥" プロパティーは、タグ付きサブフィールドに現れることはできません

「skip」プロパティーは、タグ付きサブフィールドに対して指定できません。

ユーザーの処置:

タグ付きサブフィールドの「skip」プロパティーを削除してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00104
説明:

¥"skip¥" 値は整数でなければなりません。テキスト: {0}

「skip」プロパティーに指定されている値が整数ではありません。

ユーザーの処置: 「skip」プロパティーの値として整数を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00105 別の tagged フィールド ({1}) を含んだ tagged フィールド ({0}) はインポート/エクスポートでき
ません。
説明: 指定の tagged フィールドは、別の tagged フィールドを含むため、インポートまたはエクスポートされません
でした。追加の tagged フィールドの名前が指定されています。
ユーザーの処置:

{1} で指定の tagged フィールドを削除してください。
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DSEE-TFIG-00106 • DSEE-TFIG-00113
DSEE-TFIG-00106
説明:

フィールド位置の指定値が負です。フィールド位置には、正の値のみ含める必要があります。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00107
説明:

フィールド ¥"{0}¥" 位置はスコープ内で負です

指定の値を正の値に変更してください。
nullField ストリングを変換しようとして変換の問題が発生しました:{0}。

指定のフィールドを内部フォーマットに変換できませんでした。追加のエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

追加のエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00108
説明:

¥"function¥" プロパティーはストリング値を持つ必要があります

「function」プロパティーに指定されている値は、有効なストリング・データ・タイプではありません。

ユーザーの処置:

「function」プロパティーに対して有効なストリング・データ・タイプの値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00109
説明:

タイプ ¥"{0}¥" には、¥"{1}¥" という名前のインポート/エクスポート関数はありません

import または export オペレーターが、指定データ・タイプの指定関数名を認識しません。

ユーザーの処置: 指定のデータ・タイプに対して指定の関数が存在することを確認してください。スキーマが正しいこ
とを確認してください。
DSEE-TFIG-00110
説明:

タイプ ¥"{0}¥" には、デフォルトのインポート/エクスポート関数はありません

指定のデータ・タイプに、デフォルトのエクスポート関数またはインポート関数がありません。

ユーザーの処置: 指定のデータ・タイプを有効なフォーマットに変換してください。
関連情報:
デフォルトのエクスポート・スキーマ
デフォルトのインポート・スキーマ
DSEE-TFIG-00112
説明:

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。

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。

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、シングル・テキストを使用するようにしてください。

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。
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DSEE-TFIG-00114
説明:

¥"padchar¥" プロパティーは、ストリングまたは整数値を持つ必要があります。テキスト: {0}

「padchar」プロパティーに指定する値は、文字または 16 進の値でなければなりません。

ユーザーの処置: 「padchar」プロパティーに有効な値を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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。

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。
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。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-00116

認識できないフォーマット・プロパティー: {0}

説明: スキーマ内の指定の「format」プロパティーが有効なフォーマットではありません。追加のエラー・メッセージ
が出されました。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00117

追加のエラー・メッセージを使用して、スキーマを修正してください。
{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-00120

NULL の可能性のあるものを、NULL 可能ではないフィールドにインポート

説明: import オペレーターによりデータがインポートされたとき、NULL 処理メソッドが指定されていないレコード
に NULL 値が渡されました。
ユーザーの処置:

データが正しいことを確認するか、NULL 値を処理するプロパティーを指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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: 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。
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
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

第 12 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

113

DSEE-TFIG-00122 • DSEE-TFIG-00150
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。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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-00125

¥"null_length¥" は、一緒に接頭部長またはリンク長を指定する場合にのみ使用できます

説明: 「NULL フィールド長」プロパティーが設定されている場合、接頭部長プロパティーまたはリンク長プロパテ
ィーも設定する必要があります。
ユーザーの処置:

「NULLフィールド長」プロパティーに対して接頭部長またはリンク長を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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-00149
説明:

指定のフィールドのインポート時に、無効な値が検出されました。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00150
説明:

追加のテキストを使用して、無効な値を修正してください。
インタクト・サブレコード ¥"{0}{1}¥" 内でエラーが発生しました:

指定の部分サブレコードにエラーがあります。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置:
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DSEE-TFIG-00151 • DSEE-TFIG-00157
DSEE-TFIG-00151
説明:
す。

{0} のインポート: {1}、オフセット: {2}

指定のオフセットにあるデータが正常にインポートされませんでした。エラーに関する追加情報が提供されま

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00152

追加の情報を使用して、問題を解決してください。
フィールド ¥"{0}¥"{1} のインポートで問題、オフセット: {2}:

説明: 指定のオフセットにあるフィールドが正常にインポートされませんでした。エラーに関する追加情報が提供され
ます。
ユーザーの処置: 追加の情報を使用して、問題を解決してください。
DSEE-TFIG-00153

ベクトルの長さのフィールド ¥"{0}¥" を伴うリンク値の書き込みで問題:

説明: エクスポート・プロセス中に、ベクトル値に関するエラーが原因でリンクを書き込むことができませんでした。
エラーに関する追加情報が提供されます。
ユーザーの処置:

追加の情報を使用して、問題を解決してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00154
説明:

フィールド ¥"{0}{1}¥"{2} のエクスポートで問題:

指定のフィールドは正常にエクスポートされませんでした。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置: 追加の情報を使用して、問題を解決してください。
DSEE-TFIG-00155
説明:

フィールド ¥"{0}{1}¥" のリンク値の書き込みで問題:

指定のフィールドで、リンクが正常に書き込まれません。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置: 追加の情報を使用して、問題を解決してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00156

フィールド ¥"{0}¥" のリンクへのタグ値の書き込みで問題:

説明: エクスポート・プロセス中に、指定のフィールドのリンクにタグ値が書き込まれませんでした。エラーに関する
追加情報が提供されます。
ユーザーの処置: 追加の情報を使用して、問題を解決してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00157
説明:

フィールド ¥"{0}¥"{1} のエクスポートで問題:

指定のフィールドは正常にエクスポートされませんでした。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置: 追加の情報を使用して、問題を解決してください。
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DSEE-TFIG-00160 • DSEE-TFIG-00165
DSEE-TFIG-00160

¥"fill¥" 値は 0..255 の整数でなければなりません。テキスト: {0}

説明: 指定の fill 値は、パラレル・ジョブ・レコードのプロパティーです。指定の「fill」フィールドには、0 から
255 の範囲内の int8 タイプの符号なし数値が必要です。
ユーザーの処置:

スキーマを修正して、「fill」フィールドに有効な値が含まれるようにください。

関連情報:
レコード・レベルの設定
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00161

¥"fill¥" 値は 1 文字のストリングでなければなりません。テキスト: {0}

説明: 指定されている「充てん文字」プロパティーの値は 0 から 255 の範囲でなければなりません。他の有効な値は
「NULL」または「space」です。「充てん文字」プロパティーは、デフォルトでは、0 (NULL 文字) に設定されてい
ます。
ユーザーの処置:

指定の「充てん文字」プロパティーに有効な値を指定してください。

関連情報:
レコード・レベルの設定
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00162

¥"fill¥" プロパティーは、ストリングまたは整数値を持つ必要があります。テキスト: {0}

説明: 指定の「fill」プロパティーはパラレル・ジョブ・レコードにあります。指定の「fill」プロパティーには、0 か
ら 255 の範囲内の int8 タイプの符号なし数値が必要です。
ユーザーの処置:

スキーマを修正して、「fill」フィールドに有効な値が含まれるようにください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00163
説明:

これは、別の関数によって呼び出される関数が原因で発生する内部エラーです。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00164
説明:

固定長ではありません

なし。
制限長ではありません

これは、別の関数によって呼び出される関数が原因で発生する内部エラーです。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00165

なし。
最上位コンポーネントではありません: {0}

説明: 指定のコンポーネントはレコード・スキーマの最上位にはありません。このコンポーネントには、0 に設定され
ていない位置プロパティーが含まれます。すべての位置オフセットをスキーマの最上位で設定する必要があります。オ
フセットは「スキップするバイト数」プロパティーで指定できます。「スキップするバイト数」プロパティーには、0
以上、レコード長未満の整数を指定する必要があります。
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DSEE-TFIG-00166 • DSEE-TFIG-00170
ユーザーの処置:

レコード・スキーマで位置プロパティーに対して有効な値を指定してください。

関連情報:
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00166
説明:

スキーマ内のフィールドではありません: {0}

指定されたスキーマが、読み取り対象のデータ・セットのスキーマ内で見つかりませんでした。

ユーザーの処置: 指定のスキーマ内の正しいフィールドを指定するか、データ・セットを更新して、そのフィールドが
データ・セットのスキーマ内になるようにしてください。
DSEE-TFIG-00167

インポート・バッファーがオーバーラン

説明: 入力レコード・サイズが、順次ファイルの入力バッファー・サイズよりも大きくなっています。インポート・バ
ッファー・サイズはキロバイト単位で設定され、デフォルト設定は 128 キロバイトです。設定可能な最小値は 8 キロ
バイトです。
ユーザーの処置:
い。

APT_FILE_IMPORT_ BUFFER_SIZE 環境変数に、より大きい入力バッファー・サイズを指定してくださ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00168 インポートはレコードの {1} バイトの内 {0} バイトのみコンシュームしました (このパーティシ
ョンからこれ以上警告は生成されません)
説明: インポート中、レコードに対して定義されている合計バイト数から、指定のバイト数のみ読み取られました。ス
キーマは固定長で、定義されているバイト数のみ含めることができます。
ユーザーの処置:
い。
DSEE-TFIG-00169
説明:

スキーマでレコードに対して定義されている合計バイト数に入力データが一致するようにしてくださ

入力レコードが短い

入力レコードが指定した長さよりも短くなっています。

ユーザーの処置: ファイルのレコードがスキーマの定義と一致することを確認してください。次に、列のメタデータを
更新して、正しい長さを指定してください。
プログラムでリジェクトされたレコードを破棄し、引き続きプログラムを実行するには、「出力」タブで「リジェク
ト・モード」プロパティーを「続行」に設定します。
DSEE-TFIG-00170 インポートはレコードの {1} バイトの内 {0} バイトのみコンシュームしました (このパーティシ
ョンからこれ以上警告は生成されません)
説明: レコードが、固定長スキーマのフィールドに対して指定されているサイズよりも大きくなっています。指定の合
計バイトのうち指定のバイト数のみインポートされました。
ユーザーの処置:

スキーマおよびデータ・ファイルが正しいことを確認してください。
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DSEE-TFIG-00171 • DSEE-TFIG-00175
DSEE-TFIG-00171

1 つ以上のフィールドに ¥"delim=end¥" があります

説明: スキーマで、レコードの複数のフィールドにおいて「delimiter」プロパティーが「end」に設定されています。
各レコードで、1 つの「delimiter」のみ「end」に設定できます。
ユーザーの処置: スキーマを修正してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00172
説明:

入力読み取りエラー: {0}

入力レコードを読み取ることができません。追加のエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。
DSEE-TFIG-00173

レコードの終わりを探して 100 K バイトより多くコンシュームしました。異常終了します

説明: プログラムが 100 KB までのデータを読み取りましたが、レコードの末尾が見つかりません。ジョブは停止さ
れました。
ユーザーの処置: レコード区切り文字が正しく定義されていることを確認してください。また、正しいデータ・ファイ
ルが指定されていることも確認してください。
DSEE-TFIG-00174
{1}

フィールド ¥"{0}¥" のベクトルの長さの接頭部の読み取りでエラーがありました。オフセット:

説明: インポート中に、指定のオフセットにある指定のフィールドのベクトルの長さの接頭部を読み取ることができま
せんでした。追加のエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを確認し、データまたはメタデータを修正してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00175
説明:

フィールド ¥"{0}¥" は、値が無効なリンクを参照しています。

指定のフィールドに、メタデータで定義されている無効な値のリンクが含まれます。

ユーザーの処置: データ・ファイルで、指定のフィールドに対し有効なリンク値を指定してください。このデータ・フ
ァイルに対してスキーマ・ファイルが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
リンク
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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DSEE-TFIG-00176 • DSEE-TFIG-00180
DSEE-TFIG-00176

フィールド ¥"{0}{1}¥" で入力バッファーがオーバーランしました。オフセット: {2}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドのデータが、スキーマで定義されているデータよりも大きくなってい
ます。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00177

データまたはスキーマを修正して、指定のデータが入力バッファーに一致するようにしてください。
フィールド ¥"{0}{1}¥" の接頭部の読み取りでエラーがありました。オフセット: {2}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドの接頭部を読み取ることができません。追加のエラー・メッセージが
出されました。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを確認し、データまたはメタデータを修正してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00178

フィールド ¥"{0}{1}¥" の後続の引用符が見つかりません。オフセット: {2}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドのための後続の引用符がデータ・ファイルにありません。「引用符」
プロパティーは「none」、「single」、または「double」に設定できます。
ユーザーの処置: 「引用符」設定に一致するようにデータ・ファイルを修正してください。データ・ファイルに対して
スキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00179
説明:

フィールド ¥"{0}{1}¥" の区切り文字が見つかりません。入力: {2}、オフセット: {3}

指定のオフセットにある指定のフィールドのための区切り文字がデータ・ファイルにありません。

ユーザーの処置: 指定のフィールドのための区切り文字を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00180
説明:

フィールド ¥"{1}{2}¥" は、値が無効なリンクを参照しています

指定のフィールドに、値が無効なリンクが含まれます。

ユーザーの処置: データ・ファイルで、指定のフィールドに対し有効なリンク値を指定してください。データ・ファイ
ルに対してスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
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DSEE-TFIG-00181 • DSEE-TFIG-00185
DSEE-TFIG-00181
説明:

フィールド ¥"{0}{1}¥" で入力バッファーがオーバーランしました

レコードのデータが、スキーマで定義されているデータよりも大きくなっています。

ユーザーの処置: スキーマで定義されている情報に一致するように、指定レコードのデータを修正してください。
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。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00183

フィールド ¥"{0}{1}¥" には空白区切り文字がありません。オフセット: {2}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドで、空白区切り文字が欠落しています。このエラーは、データ・ファ
イルまたはスキーマで発生する可能性があります。
ユーザーの処置: データ・ファイルで、指定のオフセットにある指定のフィールドに対して空白区切り文字を挿入しま
す。また、データ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00184 'delim=end' が設定されたフィールド ¥"{0}{1}¥" は、すべての入力をコンシュームしませんでし
た。オフセット: {2}
説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドには、「end」に設定された「delimiter」プロパティーが含まれます
が、一部のデータは読み取られませんでした。このエラーは、ネットワークまたはディスクのエラーが原因で、あるい
はバッファー・サイズで指定データのすべてを収容できないことが原因で発生することがあります。
ユーザーの処置:

データ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00185 フィールド ¥"{0}{1}¥" 区切り文字は、入力バッファーをオーバーランする可能性があります。オ
フセット: {2}
説明: 区切り文字が、入力バッファーに対して許可されるサイズを超えています。区切り文字では、列の末尾の区切り
文字を指定します。
ユーザーの処置:
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DSEE-TFIG-00186 • DSEE-TFIG-00189
APT_FILE_IMPORT_BUFFER_SIZE 環境変数を設定することで、入力バッファーのサイズを増やしてください。データ・フ
ァイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00186
説明:

フィールド ¥"{0}{1}¥" 区切り文字がありません。オフセット: {2}

指定のオフセットにある指定のフィールドのための区切り文字がデータ・ファイルにありません。

ユーザーの処置: 指定のオフセットにある指定のフィールドのための有効な区切り文字を指定してください。また、デ
ータ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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-00188

subrec ¥"{0}¥" のベクトルの長さの接頭部の読み取りでエラーがありました。オフセット: {1}

説明: 指定のオフセットにある指定のサブレコード・フィールドの接頭部が誤っています。接頭部は 1、2、または 4
バイトに設定できます。
ユーザーの処置: 指定のサブレコード接頭部に対して有効な値を指定してください。データ・ファイルのためにスキー
マが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00189
説明:

subrec ベクトル ¥"{0}¥" は、値が無効なリンクを参照しています

指定のサブレコード・ベクトルに、値が無効なリンクが含まれます。

ユーザーの処置: データ・ファイルで、指定のフィールドのリンクに対し有効な値を指定してください。また、デー
タ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
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DSEE-TFIG-00190 • DSEE-TFIG-00195
DSEE-TFIG-00190
説明:

指定のフィールドのデータが、スキーマで定義されているフィールドのバッファー・サイズを超えています。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00191
説明:

フィールド ¥"{0}¥" で入力バッファーがオーバーランしました

指定のフィールドのレコード定義がスキーマのフィールドに一致することを確認してください。
フィールド ¥"{0}¥" 位置は、インポート・バッファーの終わりを越えます

指定のフィールドの位置が、インポート・バッファーを越えています。

ユーザーの処置: スキーマを修正して、フィールドの位置がエクスポート・バッファーの境界内に収まるようにしてく
ださい。また、データ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
DSEE-TFIG-00192

フィールド ¥"{0}¥" で入力バッファーがオーバーランしました。オフセット: {1}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドのデータが、スキーマで定義されているデータよりも大きくなってい
ます。
ユーザーの処置: 指定のフィールドの定義済みレコード長が実際のデータに一致することを確認してください。デー
タ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
DSEE-TFIG-00193
説明:

フィールド ¥"{0}¥" の接頭部の読み取りでエラーがありました。オフセット: {1}

指定のオフセットにある指定のフィールドに対し設定されている接頭部を読み取ることができません。

ユーザーの処置: 接頭部は 1、2、または 4 バイトに設定してください。データ・ファイルのためにスキーマが正しく
セットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00194

フィールド ¥"{0}¥" の区切り文字が見つかりません。入力: {1}、オフセット: {2}

説明: データ・ファイルで、指定のフィールドに対して区切り文字が欠落しています。指定の入力データは、指定のオ
フセットまで読み取られましたが、区切り文字が見つかりません。
ユーザーの処置: 指定のオフセットにある指定のフィールドのための有効な区切り文字を指定してください。また、デ
ータ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00195

フィールド ¥"{0}¥" には空白区切り文字がありません。オフセット: {1}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドで、空白区切り文字が欠落しています。このエラーは、データ・ファ
イルまたはスキーマで発生する可能性があります。
ユーザーの処置: データ・ファイルで、指定のオフセットにある指定のフィールドに対して空白区切り文字を挿入しま
す。データ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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DSEE-TFIG-00196 • DSEE-TFIG-00200
DSEE-TFIG-00196

'delim=end' が設定されたフィールド ¥"{0}¥" は、すべての入力をコンシュームしませんでした

説明: 指定のフィールドには、「end」に設定された「delimiter」プロパティーが含まれますが、一部のデータは読み
取られませんでした。このエラーは、ネットワークまたはディスクのエラーが原因で、あるいはバッファー・サイズで
指定データのすべてを収容できないことが原因で発生することがあります。
ユーザーの処置:

データ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00197
説明:

フィールド ¥"{0}¥" 区切り文字は、入力バッファーをオーバーランする可能性があります

区切り文字が、入力バッファーに対して許可されるサイズを超えています。

ユーザーの処置: 区切り文字のサイズが、指定の入力バッファーの範囲内であることを確認してください。データ・フ
ァイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00198
説明:

フィールド ¥"{0}¥" 区切り文字がありません。オフセット: {1}

指定のオフセットにある指定のフィールドのための区切り文字がデータ・ファイルにありません。

ユーザーの処置: 指定のオフセットにある指定のフィールドのための有効な区切り文字を指定してください。また、デ
ータ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00199

フィールド ¥"{0}¥" の後続の引用符が見つかりません。オフセット: {1}

説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドのための後続の引用符がデータ・ファイルにありません。「引用符」
プロパティーは「none」、「single」、または「double」に設定できます。
ユーザーの処置: 「引用符」設定に一致するようにデータ・ファイルを修正してください。また、データ・ファイルの
ためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00200 フィールド ¥"{0}¥" で後続の引用文字が正しくありません。'{1}' を探しましたが、'{2}' が見つか
りました。オフセット: {3}
説明: 指定のオフセットにある指定のフィールドの後続の引用符が見つかりません。スキーマに対して定義した設定が
実際のデータと一致していません。
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DSEE-TFIG-00201 • DSEE-TFIG-00207
ユーザーの処置:
い。

データまたはメタデータを修正して、後続の引用符が指定のフィールドに一致するようにしてくださ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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。
DSEE-TFIG-00205

フィールド ¥"{0}¥" のベクトルの長さは、接頭部またはバッファーには長すぎます

説明: 指定のベクトル長は、接頭部またはバッファーに対して大きすぎます。接頭部は 1、2、または 4 バイトに設定
する必要があります。
ユーザーの処置: スキーマで定義されている設定に一致するように指定のベクトル長を修正してください。データ・フ
ァイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00206
説明:

フィールド "¥{0}{1}¥" で出力バッファーがオーバーランしました

指定のフィールドで、データが出力バッファー・サイズを超えています。

ユーザーの処置: レコードのサイズを修正して、バッファーに収まるようにしてください。または、
APT_FILE_EXPORT_BUFFER_SIZE 環境変数を設定してバッファー・サイズを変更してください。
DSEE-TFIG-00207
説明:

フィールド ¥"{0}{1}¥" は、接頭部またはバッファーには大きすぎます

指定のフィールドの長さが、接頭部またはバッファーに対して指定されている長さを超えています。

ユーザーの処置: 指定のフィールドのスキーマを修正して接頭部またはバッファーのサイズを増やすか、スキーマの定
義に一致するように入力ファイルを変更してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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DSEE-TFIG-00208 • DSEE-TFIG-00217
DSEE-TFIG-00208

フィールド ¥"{0}{1}¥" は NULL ですが、NULL エクスポート処理が定義されていません

説明: 指定のフィールドのデータは NULL ですが、NULL 設定が定義されていません。NULL データをエクスポート
する場合、NULL 値の設定を定義する必要があります。
ユーザーの処置:
してください。

ジョブに対し「NULL フィールド長」プロパティーと「NULL フィールド値」プロパティーを設定

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00209
説明:
す。

生成されたフィールド ¥"{0}{1}¥" に、エクスポート・フォーマット・エラーがあります

エクスポート・ファイルで、エクスポートから生成された指定のフィールドにフォーマット・エラーがありま

ユーザーの処置: エクスポート・ファイルで指定のフィールドのフォーマットを修正し、指定のフィールドのすべての
プロパティーが正しいことを確認してください。
DSEE-TFIG-00215
す

フィールド ¥"{0}{1}¥" の区切り文字は、エクスポート・バッファーの終わりをオーバーランしま

説明: 入力ファイル・レコード・サイズが、順次ファイルのエクスポート・バッファー・サイズよりも大きくなってい
ます。エクスポート・バッファー・サイズはキロバイト単位で設定され、デフォルト設定は 128 です。設定可能な最
小値は 8 キロバイトです。
ユーザーの処置: APT_FILE_EXPORT_BUFFER_SIZE 環境変数に、より大きいエクスポート・バッファー・サイズを指定し
てください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00216

subrec ¥"{0}¥" のベクトルの長さは、接頭部またはバッファーには長すぎます

説明: 指定のサブレコードの長さが、接頭部またはバッファーに対して大きすぎます。ベクトルの長さは 1、2、また
は 4 バイトに設定できます。
ユーザーの処置: 指定のサブレコードのベクトル長のサイズを減らして接頭部またはバッファーのサイズ以下にする
か、接頭部またはバッファーのサイズを増やしてください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00217
説明:

フィールド ¥"{0}¥" で出力バッファーがオーバーランしました

指定のフィールドのデータが、スキーマで定義されているデータよりも大きくなっています。

ユーザーの処置: スキーマで定義されている情報に一致するように、指定のフィールドのデータを修正してください。
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DSEE-TFIG-00218 • DSEE-TFIG-00225
DSEE-TFIG-00218
説明:

フィールド ¥"{0}¥" 位置は、エクスポート・バッファーの終わりを越えます

指定のフィールドの位置が、エクスポート・バッファーを越えています。

ユーザーの処置: スキーマを修正して、フィールドの位置がエクスポート・バッファーの境界内に収まるようにしてく
ださい。また、データ・ファイルのためにスキーマが正しくセットアップされていることを確認してください。
DSEE-TFIG-00219
説明:

フィールド ¥"{0}¥" は、接頭部またはバッファーには大きすぎます

指定のフィールドは、接頭部またはバッファーに対して大きすぎます。

ユーザーの処置:
さい。

スキーマを修正して、指定のフィールドが接頭部またはバッファーの境界内に収まるようにしてくだ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00220
説明:

スキーマの定義で指定されているよりも多くのデータが出力バッファーに書き込まれました。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00221
説明:

フィールド ¥"{0}¥" で出力バッファーがオーバーランしました

指定のデータを許可するように、スキーマの定義を修正してください。
フィールド ¥"{0}¥" は、接頭部には大きすぎます

指定のフィールド定義は、接頭部としては大きすぎます。

ユーザーの処置: フィールド定義を修正して、整数の 1、2、または 4 にしてください。これらは、接頭部の 1、2、
または 4 バイトのフィールド定義を示します。
DSEE-TFIG-00222
説明:

フィールド ¥"{0}¥" の区切り文字は、エクスポート・バッファーの終わりをオーバーランします

フィールドの区切り文字の位置が、エクスポート・バッファーの境界の外側です。

ユーザーの処置:
してください。

スキーマを修正して、フィールドの区切り文字がエクスポート・バッファーの境界内に収まるように

DSEE-TFIG-00224 フィールド ¥"{0}¥" に、エクスポート・フォーマット・エラーがありますが、デフォルト {1} が
ありません
説明: 指定のフィールドに、エクスポート・フォーマット・エラーがあります。これは、デフォルト値が指定されてい
ないためです。
ユーザーの処置:
してください。
DSEE-TFIG-00225
説明:

フィールド ¥"{0}¥" に、デフォルト値のエクスポート・フォーマット・エラーがあります

指定のフィールドのデフォルト値に、エクスポート・フォーマット・エラーがあります。

ユーザーの処置:
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DSEE-TFIG-00226 • DSEE-TFIG-00233
DSEE-TFIG-00226 固定長フィールドは、区切り文字がなしか空白の区切り文字のインポートで、長さ 0 の
¥"null_field¥" を持つことはできません
説明: 固定長フィールドでは、「delimiter」プロパティーが「none」または「whitespace」に設定されている場合、長
さ 0 の NULL 値は指定できません。
ユーザーの処置:

「delimiter」プロパティーに有効な値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00228

参照されたフィールド ¥"{0}¥" が見つかりません。{1} テキスト: {2}

説明: 指定の参照フィールドが見つかりません。このフィールドの名前は、データ・タイプが string、integer、または
decimal の固有名でなければなりません。追加のメッセージが出されました。
ユーザーの処置: 指定の参照フィールド名が有効であることを確認してください。データ・ファイルのためにスキーマ
が正しくセットアップされていることを確認してください。
DSEE-TFIG-00229
説明:

¥"link¥" オプションは ¥"link_keep¥" オプションと一緒には使用できません

「link」オプションが設定されている場合、「link_keep」オプションは使用できません。

ユーザーの処置: 「link」オプションと「link_keep」オプションのうちのどちらか一方を無効にするか、両方とも無効
にしてください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00231
説明:

Will copy convert ¥"{0}¥"

これは通知メッセージです。後に説明メッセージが続きます。

ユーザーの処置:
DSEE-TFIG-00232
す

なし。
フィールド ¥"{0}¥" は、このベクトルの最大制限長よりも大きい値を持つリンクを参照していま

説明: 指定のフィールドに、ベクトルの最大長よりも大きい値のリンクが含まれます。このフィールドは、ベクトルの
範囲内でなければなりません。
ユーザーの処置:

指定のフィールドに、ベクトルの最大長よりも小さい値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TFIG-00233
説明:

¥"redefines¥" プロパティーは、エクスポート・スキーマの中に現れることはできません

エクスポート・スキーマでは「redefine」プロパティーは設定できません。

ユーザーの処置:

スキーマから「redefine」プロパティーを削除してください。

関連情報:
「列メタデータ編集」ウィンドウ - 「COBOL」タブ
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DSEE-TFIG-00236 • DSEE-TFIG-00242
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00236 データ・タイプが string、integer、または decimal の ¥"reference¥" フィールドでなければなり
ません。テキスト: {0}。
説明: データ・タイプが string、integer、または decimal の reference フィールドを指定する必要があります。指定し
たスキーマ値が提供されました。
ユーザーの処置: reference フィールドに有効な値を指定してください。
関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00237

¥"redefines¥" 値は、整数またはフィールド名でなければなりません。テキスト: {0}

説明: 「redefine」フィールドには、値として整数またはフィールド名を入力する必要があります。追加のエラー・メ
ッセージが出されました。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを確認してください。「redefine」フィールドに有効な値を指定してください。

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
DSEE-TFIG-00239 サブレコード ¥"{0}¥" のオフセット: {1} で、固定長の計算でエラーが発生しました。計算された
固定長 {2}、レコード長 {3}。レコードは固定長ではありません。
説明: 指定のオフセットにある指定のサブレコードが他のレコード長と一致しません。固定長レコードでは、サブレコ
ードを含むすべてのレコードの長さは同じでなければなりません。
ユーザーの処置: 指定の固定長レコード (サブレコードを含む) のすべての長さが同じであることを確認してくださ
い。
DSEE-TFIG-00240 後続のサブレコード ¥"{0}¥" のオフセット: {1} で、固定長の計算でエラーが発生しました。計算
された固定長 {2}、レコード長 {3}。すべてのフィールドは固定長ではありません。
説明: 指定のオフセットにある指定のサブレコードが他のレコード長と一致しません。固定長レコードでは、サブレコ
ードを含むすべてのレコードの長さは同じでなければなりません。
ユーザーの処置:
い。

指定の固定長レコード (サブレコードを含む) のすべての長さが同じであることを確認してくださ

DSEE-TFIG-00241 サブレコード ¥"{0}¥" のオフセット: {1} で、ベクトルの長さの計算でエラーが発生しました。計
算された固定長 {2}、後続のバイト {3}、レコード長 {4}。計算結果は、非ゼロのモジュラス結果です。
説明: 指定のオフセットにある指定のサブレコードが他のレコード長と一致しません。固定長レコードでは、サブレコ
ードを含むすべての長さが同じでなければなりません。
ユーザーの処置:
い。

指定の固定長レコード (サブレコードを含む) のすべての長さが同じであることを確認してくださ

DSEE-TFIG-00242 指定された NULL フィールド区切り文字 ¥"{1}¥" が NULL 値フィールド ¥"{0}¥" に含まれて
いません。
説明: 指定の「NULL」値フィールドは「null_value_sep」に設定されており、フィールドで指定のNULL 値区切り文
字が欠落しています。
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DSEE-TFIG-00242
ユーザーの処置:
さい。

指定の NULL 値フィールドに一致するファイルに対し有効な NULL 値区切り文字を指定してくだ

関連情報:
プロパティー: 参照リスト
「列メタデータ編集」ウィンドウ
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第 13 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
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DSEE-TFIO-00211
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。
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 14 章 TFIP: APT_Interface インプリメンテーション
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFIP メッセージについて説明します。
DSEE-TFIP-00016 NULL 可能ソースを NULL 可能でない結果に変換します。致命的なランタイム・エラーが起こる
可能性があります。modify オペレーターを使用して、NULL の変換先の値を指定してください。
説明: (おそらく暗黙的な) 変換の結果として、NULL 可能フィールドが NULL 可能でないフィールドに割り当てられ
ています。実行時に NULL 値が検出されると、ジョブが失敗になります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: modify オペレーターを使用して、実行時に NULL フィールドが検出された場合のアクションを明
示的に記述してください。
DSEE-TFIP-00022 NULL 可能ソースを NULL 可能でない結果に変換します。致命的なランタイム・エラーが起こる
可能性があります。modify オペレーターを使用して、NULL の変換先の値を指定してください。
説明: (おそらく暗黙的な) 変換の結果として、NULL 可能フィールドが NULL 可能でないフィールドに割り当てられ
ています。実行時に NULL 値が検出されると、ジョブが失敗になります。
システムの処置: なし。
ユーザーの処置: この警告が表示されないようするには、modify オペレーターを使用して、実行時に NULL フィー
ルドが検出された場合のアクションを明示的に記述してください。
DSEE-TFIP-00063

前のコンポーネントが同じ名前であるため、コンポーネント "{0}" をドロップします。

説明: ステージへの入力リンクに {0} という名前の列が存在し、ステージが、それと同じ名前の列を出力リンクに生
成します。
システムの処置:
す。

ステージによって生成された、指定された列の内容は、入力リンクからの内容によって置換されま

ユーザーの処置: このアクションが必要な動作であることを確認してください。そうでなければ、入力列の名前を変更
して、ステージが生成する列名と競合しないようにしてください。
DSEE-TFIP-00072

ソース・タイプ "{0}" から結果タイプ "{1}" への暗黙の変換: {2}

説明: タイプ {0} の列は、タイプ {1} に変換されました。{2} は追加情報を提供します。このメッセージは、一般的
に、さらにコンテキストを提供する長いメッセージの中に埋め込まれます。
システムの処置:

指定された変換は要求どおりに実行されます。

ユーザーの処置: この状況は、出力リンク上の列のタイプを、使用する変換関数を明示的に指定せずに変更するときに
しばしば発生します。暗黙に変換される可能性がある場合、出力リンク上に nowarn オプションを指定すると、変換を
抑止できます。
DSEE-TFIP-00099 致命的エラー: スキーマ変数 first.rec をドロップしようとしました。スキーマ変数を含むサブレコ
ードをドロップした可能性があります。この操作は、現在サポートされません。この制限を回避するに
は、modify とアップストリーム・オペレーターの間に、コピー・オペレーターを挿入してください。
説明: 特定の状況では、ジョブ・デザインのステージの出力リンクに定義された列は、基本となるオペレーターが実行
時に生成する列と厳密に一致する必要があります。基本となるオペレーターが実行時にサブレコードを生成するような
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DSEE-TFIP-00099
特定のケースで、これらのサブレコードは、変更アダプターによってドロップできないので、ジョブ・デザインで関連
する出力リンク上にも指定する必要があります。
システムの処置:

アクションは不要です。

ユーザーの処置:

ユーザーは以下の 2 つの方法のいずれかを選択して、このメッセージに応答することができます。

v 適切なサブレコードと、サブレコードのネストされたフィールドを定義することにより、基本となるオペレーターの
関連する出力リンク上で、正しい列定義を使用します。比較オペレーターは、実行時に常に、「第 1」と「第 2」と
呼ばれる 2 つのサブレコードを生成します。比較ステージの出力リンクに、これらの両方のサブレコードと、サブ
レコードのネストされたフィールドを指定する必要があります。サブレコードをドロップする必要がある場合は、該
当する出力リンクの後に、中間のコピー・ステージを追加します。コピー・ステージの出力リンクで定義される列
は、サブレコードへの参照を削除するために変更することができ、これによりサブレコードをドロップします。
v このステージの RCP を使用可能にし、すべての出力列定義を削除します。 RCP を使用可能にした後、アップスト
リームのステージを変更する必要が生じる場合もあります。
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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。
テキストは 10 進モードでは使用できません。

DSEE-TFIX-00001
説明:

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。
ユーザーの処置: 10 進モードでは数値を使用してください。
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。

DSEE-TFIX-00002

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、「IBMInfoSphereDataStage 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-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: 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。
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。
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。
DSEE-TFIX-00008

正しくない decimalMode_,

説明: スキーマ定義で指定されている decimal タイプが見つからないか、サポートされていません。decimal タイプの
多くのプロパティーが正しく指定されていない可能性があります。
ユーザーの処置: decimal タイプがスキーマ定義に存在すること、およびプロパティーが正しく指定されていることを
確認してください。
関連情報:
Decimal タイプ
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DSEE-TFIX-00009 sprintf は、{0} を超えるバイト数を返しました (実際は {1})。メモリー破損が起こる可能性がある
ため、異常終了します。
説明: バイナリー・データから文字データへの変換中に、sprintf() 関数が非常に多くのバイト数を返しました。バッ
ファー・オーバーフローを回避するために、変換が停止されました。
ユーザーの処置:
DSEE-TFIX-00219
説明:

スキーマでバッファー・サイズを大きくしてください。
テキスト表記は、decimal モードと互換性がありません。

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-00220
説明:

c_format は、2 進表記では使用しません。

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
説明:

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。

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-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:

システム管理者に連絡してください。

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: 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-00224
説明:

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。

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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DSEE-TFIX-00225
説明:

{0} と {1} のどちらも定義されていません。

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
説明:

{0} が失敗しました。フィールド長が不明です。

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。

DSEE-TFIX-00229
説明:

{0} APT_GFIX_Raw@0x {1} is fixed {2} width: {3} ¥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-00230
説明:

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。

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。
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DSEE-TFIX-00232

パック・モードは「幅」または「最大幅」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。
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-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。

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
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-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「幅」または「最大幅」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
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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-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:

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-00245
説明:

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}。

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
説明:

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。

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
説明:

{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-00248 外部 ustring が長過ぎます。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。
説明: バッファー・サイズが、すべてのデータを保持できる十分な大きさではない可能性があります。指定の文字数の
みインポートされました。区切り文字の前の、指定の文字数は無視されました。
ユーザーの処置: 入力データがスキーマで指定されている区切り文字に一致することを確認してください。スキーマの
バッファー・サイズがすべてのデータを保持できる十分な大きさであることを確認してください。
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。
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DSEE-TFIX-00250
説明:

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}。

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
説明:

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}。

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。

DSEE-TFIX-00253
説明:

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。

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-00254
説明:

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。

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:

10 進フォーマットを使用してください。

DSEE-TFIX-00255
説明:

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。

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
説明:

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。

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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DSEE-TFIX-00257
説明:

ibm_hex フォーマットはインポートでのみ使用でき、エクスポートではサポートされていません

export オペレーターは、16 進浮動小数点数フォーマットのデータをサポートしていません。

ユーザーの処置: export オペレーターでデータをエクスポートする場合、IBM InfoSphere DataStage 浮動小数点型を使
用してください。

第 15 章 TFIX: 基本タイプのインポートとエクスポート

141

142

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

第 16 章 TFKL: キー・ルックアップ・インプリメンテーション
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFKL メッセージについて説明します。
DSEE-TFKL-00001
説明:

キー・フィールドは最上位でなければなりません: {0}

指定されたキー・フィールドはサブキーです。キー・フィールドは最上位キーでなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

すべてのキー・フィールドがスキーマ内の最上位キーとして定義されるようにしてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFKL-00003

キー・フィールド "{0}" が入力スキーマの中で見つかりません

説明: 指定されたキー・フィールドは入力スキーマ内に見つかりませんでした。この入力スキーマ内には伝搬されたフ
ィールドも含まれている可能性があります。
ユーザーの処置:

このキー・フィールドが入力スキーマ内に存在するようにしてください。

DSEE-TFKL-00005

addKeyAndValue() を呼び出したあとに writeTableToFile() を呼び出すことはできません

説明: ルックアップ・ロジックの両方のコンポーネントを同じ参照ソースに対して同時に設定することはできません。
パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00006
説明:

表ファイル "{0}" の作成/切り捨てを行うことができませんでした: {1}

指定された表ファイルを作成できません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。
DSEE-TFKL-00007

表ファイル "{0}" の書き込みでエラーがありました: {1}

説明: 指定された表ファイルに書き込みを行うことができません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されま
した。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。
DSEE-TFKL-00008

addKeyAndValue() を呼び出しあとに storeAuxObject() を呼び出すことはできません

説明: ルックアップ・ロジックの両方のコンポーネントを同じ参照ソースに対して同時に設定することはできません。
パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2015
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DSEE-TFKL-00009 • DSEE-TFKL-00014
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00009
説明:

表ファイル "{0}" を更新のために開くことができませんでした: {1}

指定された表ファイルを更新できません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。

DSEE-TFKL-00011

表ファイル "{0} (サイズは {1} バイト)" をマップできませんでした: {2}

説明: 指定されたサイズの指定された表ファイルをマップできません。ルックアップ・ファイルに許可問題があるか、
または表のためのメモリーが十分でない可能性があります。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。

DSEE-TFKL-00012
ん
説明:

表レコード {0} にある重複エントリーは無視します。この表に関してこれ以上警告は出されませ

指定されたレコードに参照リンクの重複レコードが存在しています。

ユーザーの処置: 重複レコードが予期されたものであるかどうかを確認してください。「Lookup ステージ条件」ダイ
アログ・ボックスで「複数行が返されるリンク」リストにあるオプションを選択することにより、ルックアップ・ステ
ージからの複数レコード出力を有効にしたり無効にしたりすることができます。
DSEE-TFKL-00013
説明:

指定された表ファイルをマップ解除できません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。

DSEE-TFKL-00014
説明:

表ファイル "{0}" のマップ解除を行うことができませんでした: {1}

getContiguousRep() は writeTableToFile() と共には使用できません

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。ルックアップ・ロジックの両方のコンポーネントを
同じ参照ソースに対して同時に設定することはできません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFKL-00015 • DSEE-TFKL-00027
DSEE-TFKL-00015

ストレージは x8 に配置されていません

説明: システム・メモリーを連続ブロックで使用できません。システム・メモリーがフラグメント化されているか、ま
たはいっぱいである可能性があります。このエラーは、システム上に大量の空きメモリーがある場合にも起こることが
あります。
ユーザーの処置:
ださい。

システム上の十分な空きメモリーを使用できるようにするか、またはシステム上の負荷を減らしてく

DSEE-TFKL-00016 隣接ルックアップ・テーブルの古いバージョンを読み取ることができません。詳細情報を得るに
は、APT_DEBUG_MODULE_NAMES=lookup_mmap を設定してください
説明:

内部表のヘッダー・ファイルを読み取ることができません。

ユーザーの処置:
ください。

APT_DEBUG_MODULE_NAMES=lookup_mmap オプションを有効にし、ジョブを再実行し、結果を検討して

DSEE-TFKL-00017
説明:

基本クラスがインプリメントされていません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00025
説明:

エクスポート・バッファー "{0}" のビルドでエラー

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。指定されたエクスポート表ファイルをビルドできま
せん。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00027 挿入されようとする重複するキー・エントリーは無視します。この表に関してこれ以上警告は出
されません。
説明:

キー・フィールドに基づいて重複レコードが見つかり、この参照表について警告が出されました。

ユーザーの処置: 重複レコードが予期されたものであるかどうかを確認してください。「Lookup ステージ条件」ダイ
アログ・ボックスで「複数行が返されるリンク」リストにあるオプションを選択することにより、ルックアップ・ステ
ージからの複数レコード出力を有効にしたり無効にしたりすることができます。
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DSEE-TFKL-00028 • DSEE-TFKL-00055
DSEE-TFKL-00028
説明:

更新のためのキーが見つかりません。更新は行われませんでした。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。ジョブによるルックアップ・テーブルの更新中に、
プログラムがルックアップ・キーを見つけた後で、かつ、テーブル値を読み取る前に、テーブルが変更されました。こ
の状況は、別のジョブが同じ表ファイルを参照している場合や、別のステージがそのテーブルを参照している場合に起
こることがあります。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00030
説明:

ルックアップ・テーブルが空です。これ以上警告は出されません。

参照表が空です。

ユーザーの処置:

参照表のソースを調べて、これが予期された動作であることを確認してください。

DSEE-TFKL-00048

表ファイル "{1}" から {0} を読み取ることができませんでした: {2}

説明: 指定された表ファイルから指定されたメッセージ・ストリングを読み取ることができません。システム・レベル
のエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。

DSEE-TFKL-00049 表ファイル {0} ({1} バイト) にメモリーを割り振ることができませんでした。おそらく ulimit の
設定値を調整する必要があります。そうしないと、メモリーが使い果たされる可能性があります。
説明:

指定されたサイズの指定された表ファイルのためのメモリーを割り振ることができませんでした。

ユーザーの処置:
い。

ulimit 設定を検討して調整してください。あるいは、システムの使用可能メモリーを調整してくださ

DSEE-TFKL-00051
説明:

指定された表ファイルを読み取ることができません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。

DSEE-TFKL-00055
説明:

表ファイル "{0}" を読み取りのために開くことができませんでした: {1}

重複エントリーは無視します。この表に関してこれ以上警告は出されません。

更新可能な参照リンクに重複レコードが存在しています。

ユーザーの処置: 重複レコードが予期されたものであるかどうかを確認してください。「Lookup ステージ条件」ダイ
アログ・ボックスで「複数行が返されるリンク」リストにあるオプションを選択することにより、ルックアップ・ステ
ージからの複数レコード出力を有効にしたり無効にしたりすることができます。
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DSEE-TFKL-00056 • DSEE-TFKL-00074
DSEE-TFKL-00056
説明:

参照表をソートする必要があります。

ユーザーの処置:

更新可能な参照リンクをソートしてください。

DSEE-TFKL-00063
説明:

更新可能なルックアップは、ソートされたキーを必要とします。

ルックアップ・テーブルの重複チェーンの読み取りでエラー。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。内部重複チェーンを読み取ることができません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00064
説明:

更新可能なルックアップ・テーブルで短い読み取りがありました。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。更新可能な参照表の読み取り中に部分レコードが返
されました。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TFKL-00071

ノード {0} は、長さが {2} の表ファイル "{1}" をマップできませんでした: ({3}) {4}

説明: 指定されたノードを、指定された長さの指定されたバッファー表にマップできません。システム・レベルのエラ
ー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。
DSEE-TFKL-00074
説明:

範囲オプションの構文解析でエラー。フィールド名が予測されますが、{0} を取得しました

範囲オプションが無効です。指定された値は予期されたフィールド名と一致しません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

メッセージを検討し、osh ステートメントにエラーがあるかどうかを調べてください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TFKL-00075 • DSEE-TFKL-00079
DSEE-TFKL-00075 範囲オプションの構文解析でエラー。 "<、<=、>、>=" のうちの 1 つを予期していましたが、
"{0}" を取得しました
説明: 範囲ルックアップ・オプションが無効です。指定された値は、<、<=、>、または >= のいずれでもありませんで
した。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

範囲ルックアップ osh ステートメントを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFKL-00076
説明:

範囲オプションの構文解析でエラー。 "and" が予測されますが、"{0}" を取得しました

範囲オプションが無効です。 and ステートメントが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

範囲ルックアップ osh ステートメントを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFKL-00077

範囲オプションの構文解析でエラー。 2 つの異なるフィールドから範囲を作成できません "{0}"

説明: 指定された上限と下限の両方について表とフィールド名に同じ名前が指定されています。このステートメントで
は、2 つの範囲値が固有のフィールド名と固有の表名でなければなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

範囲ルックアップ osh ステートメントを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFKL-00078
説明:

範囲オプションの構文解析でエラー。 4 つの異なるフィールドから範囲を作成できません "{0}"

指定されたステートメントには同じ表からの 2 つのフィールドがなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 範囲ルックアップ osh ステートメントを訂正してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TFKL-00079
せん
説明:

範囲オプションの構文解析でエラー。比較オペレーターは同じタイプ "{0}" であることはできま

比較ステートメント内のロジックに同じタイプの比較オペレーターを含めることはできません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

範囲ルックアップ osh ステートメントを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TFKL-00080 • DSEE-TFKL-00083
DSEE-TFKL-00080
説明:

範囲キー・フィールド "{0}" が入力スキーマの中で見つかりません

指定された表には範囲キー・フィールドが存在していません。

ユーザーの処置:

範囲ルックアップ用のキー・フィールドが入力スキーマ内に存在するようにしてください。

DSEE-TFKL-00081 表ファイル "{0}" (サイズは {1} バイト) に要求されたメモリーは、上限を超えました。ルック
アップの代わりに結合の使用を検討してください。
説明: 指定されたサイズの指定された表ファイルのためにさらにメモリーを要求しましたが失敗しました。プラットフ
ォームの要求サイズ制限を超えました。
ユーザーの処置:

次のいずれかのステップを実行してください。

v 参照リンク・データ・サイズを減らす。
v 「全体」パーティション・オプションを使用している場合はハッシュ・パーティションを使用する。
v join オペレーター、または merge オペレーターを使用してください。
DSEE-TFKL-00082 表ファイル "{0}" (サイズは {1} バイト) を読み取ることができませんでした: {2} バイトのみ読
み取りました: {3}
説明: 指定されたサイズの指定された表ファイルから、指定されたバイト数しか読み取ることができませんでした。シ
ステム・レベルのエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を解決してください。
DSEE-TFKL-00083 ノード {0} は、長さが {2} の表ファイル "{1}" をマップできませんでした: ({3}) {4}。マップを
再試行します
説明: 指定されたノードを、指定された長さの指定された参照表ファイルにマップできません。システム・レベル・メ
ッセージが出されました。これはリソースの問題である可能性があります。
ユーザーの処置:

一部のシステム・リソースを解放してください。
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第 17 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
説明:

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。

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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2015
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第 18 章 TFOR: オペレーター・インプリメンテーション
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFOR メッセージについて説明します。
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-00074 タイプ "{0}" のオペレーター: 入力ポート {1} のデータ・セットに preserve-partitioning フラグ
があるにもかかわらず、パーティション化します。
説明: 指定されたオペレーター・タイプの生成済みコードで、[pp] フラグは、「パーティションの保持」オプション
が、指定された入力ポートのデータ・セットに対して有効であることを示します。デフォルトではこのフラグが設定さ
れますが、そのためにオペレーターのパーティション設定との競合が起こることがあります。
ユーザーの処置: IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントで、または生成済み osh コー
ドで、問題を訂正することができます。 Designer Clientで、アップストリーム・ステージにおいて「パーティションの
保持」設定を「クリア」に変更してください。オペレーターの生成済み osh コードで、[pp] を [-pp] に変更してく
ださい。
DSEE-TFOR-00089
説明:

オペレーターの runLocally() が失敗しました。

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。
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第 19 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-00001I

APT_PMCleanUp::registerFile (filename,success_flag,failure_flag) 関数が正常に実行されました。

説明: APT_PMCleanup::registerFiles 関数がフラグ success_flag と failure_flag を使用してファイル・レジストリーのフ
ァイル filename に呼び出されました。フラグ success_flag 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 failure_flag 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。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連するエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00002I
APT_PMCleanUp:: changeFileRegistration (filename,success_flag,failure_flag) 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 success_flag と failure_flag を使用してファイル
filename の登録を変更するために呼び出されました。フラグ success_flag 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 failure_flag 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。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00003I

APT_PMCleanUp:: deleteFileRegistration (filename) 関数が正常に実行されました。

説明: APT_PMCleanUp::deleteFileRegistration 関数が、ファイル・レジストリーからファイル filename を削除するため
に呼び出されました。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00004I
APT_PMCleanUp:: performCleanupAction: コンダクターまたはセクション・リーダーからは呼
び出されません。
説明: 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。メモリーが破損している可能性があります。
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。ジョブ・ログを収集し、メッセ
ージを使用してエラーをトラブルシューティングしてください。
DSEE-TFPM-00005E
説明:

ファイルを登録しているときに、ファイル名が NULL でした。

ユーザーの処置:

ファイル名を NULL 以外の値に変更してください。

DSEE-TFPM-00006I
説明:

名前は NULL であってはなりません。

APT_PMCleanUp::registerFileImpl (filename,success_flag,failure_flag) 関数が失敗しました。

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。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
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DSEE-TFPM-00007I
ます。

APT_PMCleanUp::registerFile: filename の絶対パス名を生成できません。相対パス名を使用し

説明: ファイル filename 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。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00008I
APT_PMCleanUp:: registerFileImpl (filename,success_flag,failure_flag) 登録されるパスは
pathname です。
説明: ファイル filename がフラグ success_flag と failure_flag で pathname を使用してファイル・レジストリーに入
れられます。フラグ success_flag 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 failure_flag 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。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00009I
APT_PMCleanUp:: changeFileRegistrationImpl (filename,success_flag,failure_flag) 関数が正常に
実行されました。
説明: 関数 APT_PMCleanup::changeFileRegistrationImpl が新規フラグ success_flag と failure_flag を使用してファイル
filename の登録を変更するために呼び出されました。フラグ success_flag 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 failure_flag 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。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00010I
説明:
た。

APT_PMCleanUp:: changeFileRegistration: ファイル filename は登録されていません。

エントリーを変更しようとしましたが、ファイル filename がファイル・レジストリーで見つかりませんでし

ユーザーの処置: ファイル名のスペルが正しいことを確認してください。
DSEE-TFPM-00011I

APT_PM CleanUp:: deleteFileRegistrationImpl(filename) 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 filename を削除するために
APT_PMCleanUp::deleteFileRegistration 関数を呼び出しました。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00012I
説明:
た。

APT_PMCleanUp:: deleteFileRegistration: ファイル filename は登録されていません。

エントリーを削除しようとしましたが、ファイル filename がファイル・レジストリーで見つかりませんでし

ユーザーの処置: ファイル名のスペルが正しいことを確認してください。
DSEE-TFPM-00013I

APT_PMCleanUp: :processRegisterMsg: ファイル登録の指示 instruction が無効です。

説明: 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。
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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。IBM ソフトウ
ェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00014E
ファイル filename の絶対パス名を取得できません。(現行作業ディレクトリーは directoryname
のようです)
説明: ファイル登録要求を処理できません。ファイル filename 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 システムでは、このエラーは、NuTCRACKER サービスが Windows パスを
UNIX パスに変換しようとするときに発生します。
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-00015I
データ・セット値 data_set_index,data_set_producer_PID --> data_set_consumer_PID、
data_set_index,communicator_index): direction: communicator= communicator_description が返されました。
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。指定されたデータ・セットに対する戻り
値が返されました。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00016I
データ・セット値 data_set_index, data_set_producer_PID ==> data_set_consumer_PID、
closeCommunicator (data_set_index,communicator_index) : direction:
communicator=communicator_description が返されました。
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。指定されたデータ・セットに対する戻り
値が返されました。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00017I
値 data_set_index,data_set_producer_PID --> data_set_consumer_PID、nSockets(input)=1
(ofnumber_communicators) が返されました。
説明:

指定されたストレート・スルー・パーティション入力データ・セットに対する印刷通信値が返されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00018I
値 data_set_index,data_set_producer_PID ==> data_set_consumer_PID、nSockets(input) = 1
(ofnumber_communicators) が返されました。
説明:

指定されたクロス・パーティション入力データ・セットに対する印刷通信値が返されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00019I
値 data_set_index,data_set_producer_PID --> data_set_consumer_PID、nSockets(output) = 1 (of
number_communicators) が返されました。
説明:

指定されたストレート・スルー・パーティション出力データ・セットに対する印刷通信値が返されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
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DSEE-TFPM-00020I • DSEE-TFPM-00044E
DSEE-TFPM-00020I
値 data_set_index,data_set_producer_PID ==> data_set_consumer_PID、nSockets(output) = 1 (of
number_communicators) が返されました。
説明:

指定されたクロス・パーティション出力データ・セットに対する印刷通信値が返されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00021I
値 data_set_index,data_set_producer_PID --> data_set_consumer_PID、communicator
(communicator_index of number_communicators) = communicator_description が返されました。
説明:

指定されたストレート・スルー・パーティション入力データ・セットに対する印刷通信値が返されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00022I
data_set_index,data_set_producer_PID ==> data_set_consumer_PID、communicator
(communicator_index of number_communicators) = communicator_description が返されました。
説明:

指定されたクロス・パーティション・データ・セットに対する印刷通信値が返されました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00033E
説明:

コンダクター・サービスに指定された名前が長過ぎます。サービス名の最大長は max_length 文字です。

ユーザーの処置:

サービスの名前を変更します。

DSEE-TFPM-00034E
説明:

APT_PMcontrolService: サービス名 service_name が最大長 max_length を超えています。

APT_PMcontrolService: サービス名 Service Name が 2 回以上定義されました。

示されたサービス名が複数回参照されています。サービス名は一度しか使用できません。

ユーザーの処置:
認します。

ジョブ内のサービス名への複数の参照を削除します。サービス名が一度だけ使用されていることを確

DSEE-TFPM-00037E

制御ソケットから予期しない量を読み取りました。number_bytes バイト

説明: コンダクター上のサービスのメッセージの読み取りで、エラーが発生しました。読み取り中のバイトは、有効な
数値ではありません。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT に設定されたポート番号が、デフォルト値から始まる、使用可
能な TCP/IP ポート・アドレスを使用していることを確認します。デフォルトは 10000 です。構成ファイルで定義さ
れたリモート・ノードをセットアップで使用する場合は、パラレル・エンジン・プロセスがポート 22514 を使用して
いることを確認します。コマンド netstat -a | grep 22514 を実行してこのセットアップを確認します。
エラーが解決しない場合は、ジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集して、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00044E
ノード hostname のホスト名を参照できません。ネットワーク・データベースが正しく、
ORCHESTRATE 構成ファイルには、`fastname' エントリーに有効なホスト名のみ含まれていることを
確認してください。
説明: パラレル・エンジン構成ファイル内で、示されたノードに使用されているホスト名の IP アドレスを解決できま
せんでした。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_CONDUCTOR_HOSTNAME が設定されていることを確認します。UNIX システ
ムでは /etc/hosts システム・ファイルに、Windows システムでは C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts システム・フ
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ァイルに定義されているホスト名を調べます。コマンド uname -n` を実行してシステム上のホスト名を調べ、そのホ
スト名を、パラレル・エンジン構成ファイルの APT_PM_CONDUCTOR_HOSTNAME 環境変数の示されたノードに指
定します。
DSEE-TFPM-00047E
説明:

uname() 呼び出し失敗、hostname

uname() 関数への呼び出しが失敗し、ローカル・ホスト名を解決できませんでした。

ユーザーの処置: ローカル・システム上でコマンド uname -n を実行して、ホスト名を判別します。環境変数
APT_PM_CONDUCTOR_HOSTNAME が、uname -n を実行して識別された値に設定されていることを確認します。ホ
スト名の検査が失敗した場合は、システム管理者に連絡して修正してください。
DSEE-TFPM-00052E
APT_PMListenerPort: bind() 呼び出し失敗。ソケット = socket、ポート = port_number:
error_type
説明:

示されたポート番号は、示されたソケットにバインドできませんでした。

ユーザーの処置: 示されたポート番号が使用されていないかどうか確認します。そのポート番号を他のプロセスが使用
していないかどうか確認するには、UNIX システム上では、コマンド netstat -a | grep dsrpc を実行します。環境
変数 APT_PM_STARTUP_PORT が、10000 番以上のポート番号を使用していることを確認します。Windows システム
上では、netstat コマンドを実行し、dsrpc プロセスの状態を確認します。
DSEE-TFPM-00053E
APT_PMListenerPort: bind() 呼び出しが EADDRINUSE で失敗し、ポート番号を使い尽くし
ました。ステップを簡潔にしてください。試行された最後のポート番号 = port_number、再試行カウント
: number_retries
説明: このエラーは、要求された範囲のポート番号が使用可能でない場合に発生します。リスナー・デーモンのパラレ
ル・エンジン・サービスは、必要なポート番号にバインドできません。リスナー・デーモンによるポート番号のバイン
ドの複数回の試行が失敗しました。エラー・メッセージには、最後の試行で参照されたポート番号がリストされます。
ユーザーの処置: 使用されたポート番号が、ローカル・システム上の /etc/services システム・ファイル内の dsrpc サ
ービスに設定されたポート番号と同じであることを確認します。他のサービスがこのポート番号を使用していないこと
を確認します。また、環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が、10000 番以上のポート番号を使用していることを確認
します。
DSEE-TFPM-00054E
APT_PMListenerPort: listen() 呼び出し失敗。ソケット = socket、ポート = port_number:
error_type (bind socket error type for address in use)
説明: コンダクター上の着信接続について、Windows システム上の示されたソケットに対する listen() システム呼び
出しが失敗しました。示されたポート上で listen しているソケットおよび関連する IP アドレスがない場合、そのポー
ト上の示されたソケットに対する listen() システム呼び出しは失敗します。そのポート上のソケットおよび IP アドレ
スには、SO_REUSEADDR setsockopt バインディング・オプションが設定されています。これは、示されたソケットが
既に使用されていることを表しています。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が 10000 番以上のポート番号を使用していることを確認しま
す。
DSEE-TFPM-00055E
APT_PMListenerPort::accept: select() 呼び出し失敗。ソケット = socket、ポート =
port_number、errno = error_number (error_type)
説明:
た。

コンダクター上の接続を受け入れるときに、示されたソケットに対する select() システム呼び出しが失敗しまし

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が 10000 番以上のポート番号を使用していることを確認しま
す。構成ファイルで定義されたリモート・ノードをセットアップで使用する場合は、パラレル・エンジン・プロセスが
ポート 22514 を使用していることを確認します。
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その後、netstat -a | grep 134 コマンドを実行して、出力が、ポート 13400 および 13401 の両方を示すことを確認
します。ポートが検出される場合、ポートの状況は「LISTENING」であるはずです。状況が CLOSE_WAIT または何
か他のものである場合は、サーバーの古いインスタンスが実行中であることを示している可能性があります。この場
合、システム上のサーバー・エンジン・サービスを停止して再始動します。それでも問題が解決しなければ、システム
上の複数の DataStage サーバー・インスタンスと /etc/services ファイルを調べて、ポートが複数のアプリケーションに
割り振られていないことを確認します。
DSEE-TFPM-00056E
APT_PMListenerPort::accept: accept() 呼び出し失敗。ソケット = socket、ポート =
port_number、errno = error_number (error_type)
説明: コンダクター上の接続を受け入れるときに、関係するソケットに対する accept() システム呼び出しが失敗しま
した。
ユーザーの処置:

以下のことを確認します。

v

環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が 10000 番以上のポート番号を使用している。

v

始動のパラレル・エンジン・リモート・プロセス (rsh/ssh、複数ノードのみ) のポート番号が 22514 である。

v

複数のノードが、11000 番以上のポート番号を使用していない。

DSEE-TFPM-00074E
サブプロセスはエラー・メッセージとしてバイナリー・データを書き込んでいるようです。
number_bytes バイナリー・バイトがサブプロセス・オペレーターの STDOUT または STDERR に書き
込まれました。
説明: 出力の保管に十分なディスク・スペースが使用可能でないため、パラレル・エンジン・コンダクター・サブプロ
セスは、STDOUT または STDERR へのエラー・メッセージとしてバイナリー・データを生成しています。
ユーザーの処置:
v

v

以下のことを確認します。

パラレル・エンジン構成ファイルに指定されたスクラッチ・ディスク・パーティションに、使用可能なディスク・
スペースが十分にある。
/tmp ディレクトリーに使用可能なディスク・スペースが十分にある。

DSEE-TFPM-00075E
APT_PMMP::send: ソケット socket への書き込みでエラー。ソース=(source,source) 宛先
=(destinstion,destination)、serviceID=serviceID、contentsLength=ContentsLength
説明: セクション・リーダーにメッセージを送信するときに、プロセスは、ソケットに書き込むことができませんでし
た。パラレル・ジョブの実行中のジョブ・モニター・ポートの使用に関連する問題があります。
ユーザーの処置: ジョブ・モニターによって使用されるポート番号を調べます。パラレル・ジョブに関連付けられたプ
ロセスを調べます。ネットワークに問題がないことを確認します。
DSEE-TFPM-00076E
APT_PMMP::sendRequest: 終了したセクション・リーダーへのメッセージがドロップされまし
た。ソース=(source,source)、宛先=(destination,destination)、serviceID=serviceID、
contentsLength=contentsLength
説明:

存在しなくなったセクション・リーダーにメッセージが送信されました。

ユーザーの処置: ジョブを再実行して、パラレル構成ファイルの中で参照されている、関係する使用中のノードが機能
していることを確認します。ジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡
してください。
DSEE-TFPM-00077E
APT_PMMP::sendRequest: 終了したプレイヤー・リーダーへのメッセージがドロップされまし
た。ソース=(source,source)、宛先=(destination,destination)、serviceID=serviceID、
contentsLength=contentslength"
説明:

存在しなくなったセクション・リーダーにメッセージが送信されました。
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ユーザーの処置: ジョブを再実行して、パラレル構成ファイルの中で参照されている、関係する使用中のノードが機能
していることを確認します。ジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡
してください。
DSEE-TFPM-00078E

プレイヤー・ブロードキャストが状況 status と次のエラーで失敗しました: error

説明: ジョブの実行中に、プレイヤー・プロセスによる、使用中の現在のポートに対するセクション・リーダーへのブ
ロードキャストが失敗しました。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v 示されたポートと使用中のパラレル・ジョブのプロセスを確認します。
v
v

v

環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が 10000 番以上のポート番号を使用していることを確認します。
構成ファイルで定義されたリモート・ノードをセットアップで使用する場合は、パラレル・エンジン・プロセスが
ポート 22514 を使用していることを確認します。
netstat -a | grep CLOSE_WAIT コマンドを実行して、システム上の使用中のポートを調べます。

エラーが解決しない場合は、ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00079E

APT_PMMessagePort::dispatch() は messages_consumed を返しました

説明: dispatch() を使用して送信される、コンダクターとセクション・リーダーの間の APT_PMMessagePort::poll() の
処理中にコンシュームされなかったメッセージが返されました。これはタイムアウトの問題です。
ユーザーの処置: 始動時のタイムアウトを設定する環境変数 APT_PM_NODE_TIMEOUT が設定されていることを確
認します。セクション・リーダー・プロセスを始動するためのデフォルトのタイムアウト値は 30 です。スコアをロー
ドするためのデフォルトのタイムアウト値は 120 です。
DSEE-TFPM-00081E
説明:
た。

APT_PMMP::poll: select() 呼び出し失敗、errno = error_number

コンダクターに対する select() システム呼び出しが失敗しました。エラーはシステムの中断に関連しませんでし

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_NOTIMEOUT が、データを伴うソケットを使用不可にするように設定されてい
ないことを確認します。エラーが解決しない場合は、ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡
してください。
DSEE-TFPM-00083E

失敗: コードはまだインプリメントされていません:

説明: コンダクター上で select() システム呼び出しを読み取るときに、ソケットから受け取ったデータの処理でエラー
が発生しました。
ユーザーの処置:

ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

DSEE-TFPM-00084E
APT_PMMP::makeMessage: ポート (port,section_leader_port) で正しくないメッセージ - ヘッ
ダーは message
説明:

接続の受け入れで、ディスパッチのときに正しくないメッセージが処理されました。

ユーザーの処置: 以下のステップを実行します。
1. ジョブ実行のジョブ・ログを収集します。
2. 環境変数 APT_PM_TRACE_SYNC を 1 に設定します。
3.

ジョブを再実行してください。

4. ジョブ・ログを再度収集します。
5. IBM ソフトウェア・サポートに連絡し、両方のジョブ・ログのセットを提供します。
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DSEE-TFPM-00092E
説明:

APT_PMpollUntilZero: エラー: カウンターが 0 未満で呼び出しました

poll() システム呼び出しの間に、メッセージが 2 回報告されました。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_FLEX_TIMEOUTS が定義されているかどうか確認します。これが使用可能にさ
れている場合、デバッグ変数 APT_PM_TRACE_SYNC = 1 を設定して再度ジョブを実行します。この変数を設定する
前と設定した後の実行のジョブ・ログを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00095W
説明:

警告: APT_PMpollUntilZero 終了値 = Current message counter value

ポーリングされたメッセージ・カウンター値の診断。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00104E
た
説明:

OK 状況のあと、(message_from_SectionLeader, message_status) から「失敗」状況が戻されまし

コンダクターに接続している間に、セクション・リーダーとプレイヤーは、「失敗」状況を報告しました。

ユーザーの処置: 関係するパラレル・ジョブの環境変数 APT_PM_CONNECTIONTRACE を設定して、再度ジョブを
実行します。デバッグ変数を設定する前と設定した後のジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、
IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00111E
ノード NodeName (node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できませ
ん。 STARTWAIT 失敗: operator_name (operator_number, partition_number)
説明: 出力データ・セットのプロセスのデータ接続を確立しているときに、示されたノードでパラレル・エンジンの開
始エラーが発生しました。
ユーザーの処置: 示されたパラレル・ジョブの環境変数 APT_PM_CONNECTIONTRACE を設定して、再度ジョブを
実行します。この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・
サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00113E
ノード NodeName (node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できませ
ん。 COMPLETEWAIT 失敗: operator_name (operator_number, partition_number)
説明: オペレーターの出力コンシューマー・プロセスの接続要求を処理しているときに、セクション・リーダーでパラ
レル・エンジンの開始エラーが発生しました。
ユーザーの処置: 関係するパラレル・ジョブの環境変数 APT_PM_CONNECTIONTRACE を設定して、ジョブを再実
行します。この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サ
ポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00114E
ノード NodeName (node_hostname) で ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できません。
APT_PMConnectionSetup:: オペレーター operator_number(operator_name) が incomplete_connection (the
number of incoming connection requests from current operator in use to the section leader) の入力接続が
不完全なためにタイムアウトしました。
説明: 示されたセクション・リーダーでの着信ネットワーク接続の問題のため、セクション・リーダーでパラレル・エ
ンジンの開始エラーが発生しました。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルで定義されているパラレル・エンジン・ノードのネットワーク接続
を調べます。エラーが解決しない場合は、次のことを行ってください。
1.

関係するパラレル・ジョブの環境変数 APT_PM_CONNECTIONTRACE、APT_DUMP_SCORE を設定して、再度ジ
ョブを実行します。
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依然としてエラーが解決しない場合は、この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集
し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00115E
ノード NodeName(node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できません。
READYWAIT 失敗: operator_name(operator_number, partition_number)
説明:

ネットワーク接続の問題のために、パラレル・エンジンの開始エラーが発生しました。

ユーザーの処置: 関係するパラレル・ジョブの環境変数 APT_PM_CONNECTIONTRACE を設定して、再度ジョブを
実行します。エラーが解決しない場合は、この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収
集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00118E
オペレーター接続が、データ・セット dataset_number のコンシューム・パーティション =
consuming_partition_number、生成パーティション = producing_partition:number のノード NodeName で失
敗しました。接続情報: connection_requests。受け取った接続要求が多すぎました
説明: 複数の接続要求の受け取りで、出力のコンシューム・プロセス中に、ノード上でパラレル・エンジン・オペレー
ター接続エラーが発生しました。
ユーザーの処置: 関係するパラレル・ジョブの環境変数 APT_PM_CONNECTIONTRACE を設定して、再度ジョブを
実行します。エラーが解決しない場合は、この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収
集し、IBM サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00119E
ノード NodeName (node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できませ
ん。オペレーター接続が、データ・セット dataset_number のコンシューム・パーティション =
consuming_partition_number、生成パーティション = producing_partition_number の要求メッセージのノー
ド scoreName で失敗しました。接続情報: connection_information
説明: 環境変数 APT_PM_INJECT_CONNECT_FAILURE が、接続セットアップ・コードで接続パスの障害を報告する
ように定義されているときに、セクション・リーダーでパラレル・エンジン・オペレーター接続エラーが発生しまし
た。
ユーザーの処置: 関係するジョブに対し、環境変数 APT_PM_INJECT_CONNECT_FAILURE が設定されていることを
確認します。この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・
サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00120E
ノード NodeName (node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できませ
ん。オペレーター接続が、データ・セット dataset_number のコンシューム・パーティション =
consuming_partition_number、生成パーティション = producing_partition_number の要求メッセージのノー
ド scoreName で失敗しました。接続情報: connection_information: (連絡機構への書き込み失敗 error)
説明: パーティション情報がコンダクターに送信されたときに、セクション・リーダーでパラレル・エンジン・オペレ
ーター・ネットワーク接続エラーが発生しました。
ユーザーの処置:
してください。

ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡

DSEE-TFPM-00123E
ノード NodeName (node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できませ
ん。 APT_PMConnectionSetup:: acceptConnection : 接続を受け入れることができません
説明:
た。

パラレル・エンジン・セクション・リーダーへの接続は、ネットワークの問題のため、受け入れられませんでし

ユーザーの処置: 示されたジョブに対し、環境変数 APT_PM_INJECT_ACCEPT_FAILURE が設定されていることを確
認します。この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サ
ポートに連絡してください。
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DSEE-TFPM-00124E
ノード NodeName (node_hostname) で、ORCHESTRATE ネットワーク接続を開始できませ
ん。 APT_PMConnectionSetup:: acceptConnection : 応答の読み取り失敗。errno = error(error_type)
説明: パラレル・エンジンは、パーティション情報を処理する際に、ネットワークの問題のためにセクション・リーダ
ーに接続できません。
ユーザーの処置: この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェ
ア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00133E

setsockopt(socket_option, {1}) は、エラー番号 socket (error_number) で失敗しました

説明: セクション・リーダーでのデータの即時の配信で、データの小さなセグメントの送信に対して TCP_NODELAY
が使用可能にされているときに、setsockopt() 関数でエラーが発生しました。
ユーザーの処置: この変数を指定したジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェ
ア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00136E
APT_PMConnectionRecord::rsh: dup2(new_file_descriptor, old_file_descriptor) 失敗、
error_number
説明:

コンダクターを開始するときに、オープン・ファイル記述子で dup2() 関数のエラーが発生しました。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_SHOWRSH が設定されていることを確認します。パラレル・エンジン構成ファ
イル・ノード定義を調べて、パラレル・エンジン・セットアップがリモート・ノードを伴う mpp のセットアップであ
ることを確認します。エラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM
ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00137E
説明:

コンダクター・ホスト名 (hostname) を解決できません。

コンダクターのホスト名を解決できませんでした。

ユーザーの処置: コマンド uname -n を実行して、システム上のローカル・ホスト名を調べます。ホスト名、および
/etc/hosts システム・ファイルの中のローカル・ホストに、ロング・ネームまたはショート・ネームが使用されているか
どうか確認します。パラレル・エンジン構成ファイルの中の fastname が、ローカル・ホスト名に設定されているかど
うか調べます。ジョブに対し、環境変数 APT_PM_CONDUCTOR_HOSTNAME が設定されていることを確認します。
DSEE-TFPM-00140E
APT_PMConnectionRecord:: sendEnvironment: message_length バイトのソケット書き込みが失
敗しました。状況 = status、error_number
説明: パラレル・エンジン環境変数テキストが長過ぎる場合、障害が発生します。パラレル・エンジン環境変数の最大
長は、16000 バイトに設定されています。
ユーザーの処置:

ジョブの中で使用されるパラレル・エンジン変数のこの設定を確認します。

DSEE-TFPM-00142E
APT_PMConnectionRecord:: receiveEnvironment : 長さのソケット読み取りが失敗しました。
状況 = socket_length、error
説明: コンダクターとセクション・リーダー間の接続のセットアップで、ソケットを読み取るときにエラーが発生しま
した。コンダクターは、セクション・リーダーへの環境接続セットアップの送信を失敗します。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
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DSEE-TFPM-00143E
APT_PMConnectionRecord:: receiveEnvironment: text_length バイトのソケット読み取りが失
敗しました。状況 = status、error
説明: コンダクターとセクション・リーダー間の環境接続のセットアップで、ソケット・テキストの長さを読み取ると
きにエラーが発生しました。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00144E
section_leader_NodeName 上のコンダクターとの接続において、local_node_for_ScoreName で開
始エラー。cookie Cookie:
説明: セクション・リーダーで、示されたスコア名を使用し、示された cookie を使用した、コンダクターへの接続
で、エラーが発生しました。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00145E
説明:

gethostbyname を介したコンダクター・ノード NodeName が不明。h_errno = error_number

UNIX 上の gethostbyname() 関数で使用するためのコンダクター・ノード名を解決できませんでした。

ユーザーの処置: ローカル・ホスト名のショート・ネームとロング・ネームの両方が、UNIX システムでは /etc/hosts
システム・ファイルの中、Windows システムでは C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts システム・ファイルの中の
同じ IP アドレスに解決されることを確認します。ホスト名 localhost が必ず IP アドレス 127.0.0.1 に解決されるよう
にします。エラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイル、および UNIX
システム上の /etc/hosts システム・ファイルまたは Windows システム上の C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts シ
ステム・ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00148E
説明:

error_prefix はコンダクター上のポート port に接続できません。ソケット = socket、error

コンダクターのポート番号への接続を複数回試行しましたが、確立できません。

ユーザーの処置: 以下のことを確認します。
v ジョブに対し、環境変数 APT_SL_RETRIES が設定されている。
v 環境変数 APT_PLAYER_CONNECTION_PORT が 11000 番以上のポート番号を使用している。
エラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウ
ェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00149E

error_prefix の接続メッセージの書き込みに失敗しました。error

説明: コンダクターで接続メッセージの書き込みをしようとしてエラーが発生しました。このエラーは、
TCP_NODELAY オプションを指定した setsockoption() 関数が失敗したときに発生することがあります。
ユーザーの処置: 複数のポートの環境変数 APT_PLAYER_CONNECTION_PORT が、11000 番以上のポート番号を使
用していることを確認します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフト
ウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00151E
説明:

error 接続ポートを作成できません

コンダクターを開始するときに、接続ポートを確立できません。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が 10000 番以上のポート番号を使用していることを確認しま
す。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡し
てください。
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DSEE-TFPM-00152I • DSEE-TFPM-00177I
DSEE-TFPM-00152I

受け入れがタイムアウト。再試行回数 = retries

説明: コンダクターが、ノードからの接続をまだ受け入れていません。retries 回再試行します。ネットワークがビジ
ーである場合、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。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00153I
説明:
た。

示されたノードのセクション・リーダー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

ユーザーの処置:
認します。

ジョブに対し、環境変数 APT_PM_RETRY_FAILED_SL_ON_STARTUP が設定されていることを確

DSEE-TFPM-00154E
error
説明:

NodeName 上のセクション・リーダーが停止しました

error_prefix 接続メッセージの読み取りが message を返しました。予測値 message_length、

特定のソケットのソケット接続を読み取るときに、エラーが発生しました。

ユーザーの処置: 複数のポートの環境変数 APT_PLAYER_CONNECTION_PORT が、11000 番以上のポート番号を使
用していることを確認します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフト
ウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00156E

error_prefixwaitpid(current_connection, 0, 0) は process_ID_number を返しました。error

説明: セクション・リーダーのパラレル・エンジン接続状態について、示されたプロセス ID に対して、エラーが報
告されました。
ユーザーの処置: 特定のジョブに無効な Cookie が使用されていないことを確認します。ジョブ実行のジョブ・ログと
パラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00157E
説明:

error_prefix で開始エラー

コンダクターでのパラレル・エンジンの開始でエラーが発生しました。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT が 10000 番以上のポート番号を使用していることを確認しま
す。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡し
てください。
DSEE-TFPM-00160E
説明:

NodeName で開始エラー。最終プログラム Argument のセットアップが失敗しました

パラレル・エンジンの開始で、環境またはシステム・セットアップに関連するエラーが発生しました。

ユーザーの処置: パラレル・エンジンの環境とパラレル・エンジン構成ファイルが、使用しているシステムに妥当であ
ることを確認します。InfoSphere Information Server の資料で、パラレル・エンジンのカーネル・パラメーター、システ
ム要件、および環境変数と、リリースを確認します。
DSEE-TFPM-00177I
ステップがノード NodeName で開始しました。それは NodeCount 個のノードを使用します。
ステップを実行しているプログラムは ProgramName です
説明:

示されたノード上でコンダクターが実行中で、ジョブは、示された数のノードを使用しようとしています。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
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DSEE-TFPM-00178I • DSEE-TFPM-00187I
DSEE-TFPM-00178I

StartupProgram 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で初期の開始プログラム
を実行します。この開始プログラムは、通常、$APT_ORCHHOME/etc/standalone.sh スクリプトで定義されたファイルで
す。
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-00180I

スタートアップ・スクリプト (ProgramName 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場合、このメッセージに、スクリプトが含まれているファイル名
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。
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-00181I

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、「スタートアップ・スクリプト ({0} 内) が使用されていま
す。」(ここで、{0} は setupProgramName です) というメッセージが表示され、スクリプトが含まれているファイル名
が示されます。このファイルは、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。
ユーザーの処置:

ジョブの実行に使用されるすべてのノードでこのファイルにアクセスできるようにしてください。

DSEE-TFPM-00183I
開始に使用されている TCP ポートは port_number です。関連するソケット番号は
socket_number です。
説明: 各ノードは、開始されると、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、情報提供のみを目的としており、ノードが接続する TCP/IP ポート番号 (port_number) 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 (socket_number) を通知します。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00184I

ノード状況

説明: このメッセージは、情報提供のみを目的としており、この後に各ノードに対する一組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。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00185I
説明:

このメッセージは、このノードの状況を定義する他のメッセージにノード名を追加するものです。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00186I
説明:

NodeName

このノードの開始は正常に行われました。

示されたノードは、正常に開始されました。このメッセージは、情報提供のみを目的としています。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00187I

rsh が実行されましたが、応答を受け取っていません。

説明: 示されたノードに対して rsh/ssh コマンドが実行されましたが、ノードが元のコンダクターに接続されませんで
した。このエラーは、通常、コンダクター・ノードとターゲット・ノード間で rsh が正しく構成されていないときに発
生します。
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 が正しく構成されていることを確認するに
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DSEE-TFPM-00188I • DSEE-TFPM-00193E
は、ジョブの実行に使用されたユーザー名のシェル・プロンプトから、rsh target_node date または ssh
target_node date を入力します。これらのコマンドのどちらかが日付を返さない場合、rsh または ssh コマンドが正
しく構成されていないことを示します。詳細は、「InfoSphere Parallel Engine Confguration Consideration Options for
MPP system」の資料、および InfoSphere Server 構成資料の『コンピューターを MPP の計算ノードに構成 (Windows)
』および『エンジン処理を共有するコンピューターの追加』を参照してください。
DSEE-TFPM-00188I

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: スタートアップ・スクリプトが開始されましたが、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
ませんでした。このメッセージは、スタートアップ・スクリプトのロジックまたは構文にエラーがあることを示してい
る可能性があります。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00189I

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、示されたノードの間の接続に障害
が発生しました。ネットワーク障害が発生した可能性があります。このメッセージは、情報提供のみを目的としていま
す。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00190I

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: スタートアップ・スクリプトが開始されましたが、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
を終了するように明示的に要求しました。スクリプトは、異常終了の理由を示すメッセージを発行します。
ユーザーの処置: スクリプトが生成したメッセージを調べて、このエラーの原因を特定します。IBM ソフトウェア・
サポートでは、このメッセージを使用して関連したエラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00191I
い。
説明:

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

これは、発生してはならない、予期しない始動状況のエラーです。

ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00192E

プレイヤー Player が予期しないところで終了しました。

説明: パラレル・ジョブの実行中に、プレイヤー・プロセスが予期しないところで終了しました。このエラーは、制御
ポートのノードの終了で発生します。制御ポートのノードの終了は、セクション・リーダーまたはノードで、プレイヤ
ー・プロセスの終了を参照します。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00193E
error_prefixkind (refers to the error type - CONTROL, STDOUT, STDERR) が失敗しました。
error:string
説明: UNIX システム上で、プレイヤー作成の親プロセスの呼び出しより前に poll() 関数が呼び出されると、プレイ
ヤー・プロセスの作成前に、確認を受け取ることがあります。このエラーは、プレイヤー・プロセスの作成中に、関係
するソケットに初期化の問題がある場合に発生します。
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DSEE-TFPM-00194E • DSEE-TFPM-00199E
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00194E
APT_PMPlayer::APT_PMPlayer: pipe(type (refers to the error type - CONTROL, STDOUT,
STDERR)) が失敗しました。error
説明: 親プレイヤー・プロセスの作成より前に poll() が呼び出されると、pipe() 関数は失敗します。これは、コンダ
クターからセクション・リーダーへのプレイヤー接続をセットアップするときの初期化の問題です。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00195E
ノード NodeNameInfo (refers to the score composer that is the parent conductor) (NodeName
(refers to the sectionleader that is the childname)) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できません。
APT_PMPlayer::APT_PMPlayer: fork() が失敗しました。error
説明: ノード上でプレイヤー・プロセスを開始できません。Setpgid() 呼び出しは、プロセス・グループの変更に失敗
しました。報告されたエラー番号は、関連する pid ID が付いたプロセスのプロセス・グループ ID を pgid (プロセ
ス・グループ ID 番号) に設定する pgid() シグナル・ハンドラー呼び出しに関連付けられたエラー・タイプです。
Pgid() エラー・タイプは、EPERM、ESRCH、EINVAL、および EACCES です。
ユーザーの処置:

エラー番号で示された問題を修正します。

DSEE-TFPM-00196E
ノード NodeNameInfo (refers to the score composer that is the parent conductor)(NodeName
(refers to the sectionleader that is the childname)) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できません。
setpgid() が失敗しました。error_number
説明: ノード上でプレイヤー・プロセスを開始できません。Setpgid() 呼び出しは、プロセス・グループの変更に失敗
しました。
ユーザーの処置: エラー番号で示された問題を修正します。エラー番号は、関連する pid ID が付いたプロセスのプロ
セス・グループ ID を pgid (プロセス・グループ ID 番号) に設定する pgid() シグナル・ハンドラー呼び出しに関連
付けられたエラー・タイプです。Pgid() エラー・タイプは、EPERM、ESRCH、EINVAL、および EACCES です。
DSEE-TFPM-00198E
APT_PMPlayer::APT_PMPlayer (child): dup2(socket_number, 1) 戻り status_message、エラー
error_message
説明: ノードに対して、示されたソケット番号が変更されると、ジョブの実行中、書き込み処理は、dup2() 呼び出し
の失敗に終わる可能性があります。状況メッセージおよびエラー・メッセージでエラーの詳細が示されます。
ユーザーの処置: エラー・メッセージに基づいて問題を修正します。システムに十分なディスク・スペースとメモリー
があることを確認します。
DSEE-TFPM-00199E
APT_PMPlayer::APT_PMPlayer (child): dup2(socket_number, 2) 戻り status_message、エラー
error_message
説明: ノードに対して、示されたソケット番号が変更されると、ジョブの実行中、書き込み処理は、dup2() 呼び出し
の失敗に終わる可能性があります。状況メッセージおよびエラー・メッセージでエラーの詳細が示されます。引数 2
は、dup2() 呼び出しのエラー・タイプで、EBADF、EINTR、および EMFILE です。これは、オープン・ファイル記述
子の書き込み障害に関連します。
ユーザーの処置: エラー・メッセージに基づいて問題を修正します。システムに十分なディスク・スペースとメモリー
があることを確認します。
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DSEE-TFPM-00200E • DSEE-TFPM-00214E
DSEE-TFPM-00200E
ノード NodeNameInfo (refers to the score composer that is the parent conductor) (NodeName
(refers to the sectionleader that is the childname)) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できません。制
御ポートに対する fcntl(control_port,F_SETFD, FD_CLOEXEC) が失敗しました。error_message
説明: 示されたノードで、パラレル・エンジン・プロセスを開始できません。fcntl() 呼び出しは、制御ポートのクロー
ズに失敗しました。コンダクターのサブプロセス・オペレーター・プロセスに、この問題の原因がある可能性がありま
す。
ユーザーの処置: エラー番号に基づいて問題を修正します。システムに十分なディスク・スペースとメモリーがあるこ
とを確認します。
DSEE-TFPM-00202E
ノード NodeNameInfo (refers to the score composer that is the parent conductor) (NodeName
(refers to the sectionleader that is the childname)) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できません。
setpgid() が失敗しました。error_message
説明: 示されたノードで、パラレル・エンジン・プロセスを開始できません。setpigd() 呼び出しが失敗しました。こ
れは、競合状態を回避するためのシグナルによる終了のために、プロセス・グループ・リーダーが子プロセスをクリー
ンアップする場合に発生します。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージに基づいて問題を修正します。

DSEE-TFPM-00208E
signal (any signal except SIGKILL and SIGSTOP referenced in the signal handler) のシグナル・
ハンドラーのセットアップが失敗しました。error
説明: ジョブの実行中に、コンダクター上の示されたシグナルに対して、シグナル・ハンドラーがセットアップに失敗
しました。シグナル・ハンドラーはエラー・メッセージを発行しました。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00209E
signal (any signal except SIGKILL and SIGSTOP referenced in the signal handler) のために、
ORCHESTRATE ステップの実行を終了しています
説明:

シグナル・ハンドラーでエラーが発生したため、パラレル・ジョブが失敗しました。

ユーザーの処置: 1 つのノード構成設定 APT_SEQUENTIAL_MODE=ONE_PROCESS を使用し、
APT_DISABLE_COMBINATION 変数を使用可能にして、再度ジョブを実行します。ジョブが失敗する場合は、ジョブ
実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してくださ
い。
DSEE-TFPM-00212E

setpgrp() 失敗。error_message: pid = process_ID、pgid = process_group_ID

説明: このエラーは、現行プロセスのプロセス ID とプロセス・グループ ID が同じでない場合に発生します。これ
は、パラレル・ジョブ実行のスコア・コンポーザー生成中に順次モード・オプションが設定されると発生します。これ
は、関係するジョブの構成の問題です。
ユーザーの処置: 構成ファイルの中で、使用可能なシステム・リソースごとに使用中のノードの数を調べます。パラレ
ル・エンジン構成ファイルの中で、ノードの使用を減らすことで、パラレル・ジョブのディスク・スペースの使用量を
削減できます。再度ジョブを実行して、問題が再現するかどうか確認します。
DSEE-TFPM-00214E
説明:

スコア・ファイルを作成できません

パラレル・エンジン・スコア・ファイルを作成できません。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_SCORE_DIR が、ジョブの実行中にスコア・コンポーザーの保存およびリストア
の一環として作成される一時ファイルに使用されるディレクトリーに設定されていることを確認します。ディレクトリ
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DSEE-TFPM-00216E • DSEE-TFPM-00245E
ーはすべてのノードで有効でなければなりません。ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡し
てください。
DSEE-TFPM-00216E

リモートで配布される構成ファイルを開くことができませんでした。path

説明: 大量パラレル処理 (MPP) 環境で、リモートのノード配布用にパラレル・エンジン構成ファイルを開くことがで
きませんでした。
ユーザーの処置:
確認します。

環境変数 APT_CONFIG_FILE が示された場所でパラレル・エンジン構成ファイルを定義することを

DSEE-TFPM-00218E

APT_Config::get().isValid() は正しくありません。

説明: このエラーは、セクション・リーダーへの情報を処理するためにパラレル・エンジン構成ファイルのコピーを生
成するときに発生します。これは、APT_CONFIG_FILE パラレル・エンジン構成ファイルに、無効なディレクトリー名
またはファイル名、あるいは、無効なディレクトリーの場所またはファイル名の場所が定義されているときに発生しま
す。UNIX は、デフォルトでは、/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt にあります。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_CONFIG_FILE が、有効なディレクトリーおよびファイル名を参照することを確認し
ます。システム上の定義された場所にディレクトリーとファイルが存在するかどうかを確認します。また、パラレル・
エンジン構成ファイル内のコンダクターおよびセクション・リーダーが正しく定義されていることを確認します。
DSEE-TFPM-00220I
APT_SEQUENTIAL_MODE は使用すべきではありません。代わりに
APT_EXECUTION_MODE を使用してください
説明: 環境変数 APT_SEQUENTIAL_MODE は使用すべきではありません。環境変数 APT_EXECUTION_MODE を使
用してください。
ユーザーの処置: 指定されたジョブに対して、環境変数 APT_SEQUENTIAL_MODE に適用された設定を削除し、代
わりに、環境変数 APT_EXECUTION_MODE を使用します。
DSEE-TFPM-00221E
APT_EXECUTION_MODE=Mode - モードを認識できません。ONE_PROCESS を想定しま
す。有効なモードは、ONE_PROCESS、MANY_PROCESS、および NO_SERIALIZE です。
説明: 環境変数 APT_EXECUTION_MODE が有効なモードに設定されていません。有効なモードは、
ONE_PROCESS、MANY_PROCESS、および NO_SERIALIZE です。デフォルト・モード ONE_PROCESS がこの環境
変数に割り当てられています。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_EXECUTION_MODE を有効なモードに設定します。
DSEE-TFPM-00222I
説明:

正しくないクリーンアップ・アクション: file_action

ファイルを登録しているときに、クリーンアップが失敗しました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00245E
ノード「NodeName」を定義できません。おそらく構成の問題です。Orchestrate システム管理
者に連絡してください。
説明: パラレル・エンジンを開始するときに、ノードを定義できませんでした。パラレル・エンジン構成ファイルにエ
ラーが存在します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルで定義されているノードとリソースを調べます。ノードに対して定
義されたパーティションおよびリソースが、システム・ディスクのパーティションおよびリソースに適合することを確
認します。大量パラレル処理 (MPP) 環境では、リモート・ノードも調べます。
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DSEE-TFPM-00246I • DSEE-TFPM-00264E
DSEE-TFPM-00246I

セクション・リーダーと接触しています。

説明: ノード番号がパラレル・エンジン構成ファイルで解決された場合、ノードは、ジョブの実行中にパラレル・エン
ジン・セットアップで接触されます。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00254E
説明:

接続のセットアップが失敗しました。

セクション・リーダーの開始を待機している間に、接続障害が発生しました。

ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルで定義されているスクラッチ・スペースのようなノードとリソース
を調べます。システム・リソース・メモリーおよびディスク・スペースを調べます。エラーが解決しない場合は、ジョ
ブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してくださ
い。
DSEE-TFPM-00260E
説明:

順次アーカイブ情報戻りファイル temporary_filename を開くことができません

パラレル・ジョブの実行中に、順次データ・ファイルが生成されなかったか、開くことができませんでした。

ユーザーの処置: ジョブの実行中に、システムの /tmp ディレクトリーに順次データ・ファイルが生成されたかどうか
判別します。ファイルの日付、タイム・スタンプ、およびアクセス権を調べます。ファイルがまったく生成されていな
い場合は、ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00261E
APT_EXECUTION_MODE= ONE_PROCESS にあるオペレーターを実行したあと、元の作業
ディレクトリーに戻ることができません。error_number
説明: 示されたオペレーターの実行後、ジョブ・プロセスが元のディレクトリーの場所に戻ることができない場合、こ
のエラーは chdir() 関数呼び出しに関連します。これは、ジョブのデバッグのために、環境変数
APT_EXECUTION_MODE=ONE_MODE が設定されているときに発生します。ジョブは、ONE_NODE 設定の単一プロ
セスの中で順次に実行されます。
ユーザーの処置: 示されたジョブで使用された元の作業ディレクトリーに対するアクセス権を調べ、必要であれば、ア
クセス権を修正します。エラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを
収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00262E
説明:

process[process_index] の fork() が失敗しました。error_number

ジョブの実行中に、ノードの順次処理で、fork() システム呼び出しがありました。

ユーザーの処置: ジョブに対し、環境変数 APT_EXECUTION_MODE が ONE_PROCESS に設定されていることを確
認します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに
連絡してください。
DSEE-TFPM-00264E

waitpid の呼び出しが失敗しました。error_number、wpid = wait_process_ID

説明: ジョブの実行中に、ノードの順次処理で、UNIX システム上の親ノードで子プロセスの終了を待機している間
に、waitpid() 関数が失敗しました。変数 APT_EXECUTION_MODE=ONE_MODE の場合、APT_EXECUTION_MODE
により、パラレル・フレームワークで、ジョブは、ONE_NODE 設定の単一プロセスの中で順次に実行されます。
APT_EXECUTION_MODE=ONE_MODE が設定され、ジョブは、単一ノードすなわちコンダクター上で、分離モードに
よって実行されます。これは、ジョブ実行のデバッグに使用されます。
ユーザーの処置: InfoSphere パラレル・エンジンに指定されたシステム・リソースおよびカーネル・パラメーターを確
認します。この設定に関連するエラーについては、サポートの支援が必要です。支援のためには、ジョブ・ログおよび
構成ファイルが必要です。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポー
トに連絡してください。
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DSEE-TFPM-00265E
process[process_index] process_name が UNIX シグナル process_statussignalerror_message によ
って終了しました
説明: ジョブの実行中に、ノードの順次処理で、fork() システム呼び出しによって起動された、示されたプロセスが、
示された UNIX シグナルおよび示されたエラー・メッセージのために終了しました。このエラーは、ジョブ実行に
APT_EXECUTION_MODE=ONE_PROCESS が設定されている場合にのみ発生します。
ユーザーの処置: ジョブに対し、環境変数 APT_EXECUTION_MODE が ONE_PROCESS に設定されていることを確
認します。この設定に関連するエラーについては、サポートの支援が必要です。支援のためには、ジョブ・ログおよび
構成ファイルが必要です。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポー
トに連絡してください。
DSEE-TFPM-00267E
した
説明:

process[process_index]process_name が、非ゼロの終了コード process_statusmessage で終了しま

ノードの順次処理中に、プロセスが、示されたエラー・メッセージを出して終了しました。

ユーザーの処置: ジョブに対し、環境変数 APT_EXECUTION_MODE=ONE_PROCESS が設定されていることを確認
します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連
絡してください。
DSEE-TFPM-00270E
説明:

process[process_index]process_name が不可解な状況 process_status で終了しました

ジョブの実行中に、ノードの順次処理で、示されたプロセスが無効な状況で終了しました。

ユーザーの処置: ジョブに対し、環境変数 APT_EXECUTION_MODE=ONE_PROCESS が設定されているかどうか確
認します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに
連絡してください。
DSEE-TFPM-00272E
パーティション番号 partition 上の入力データ・セット番号 dataset_index のオープン (読み取
り用) が失敗しました。errno = error - error_number
説明: ジョブの実行中に、オペレーターの順次処理で、示されたパーティションを、オペレーターによって作成された
データ・セットにアタッチするときに、示された入力データ・セットを読み取ることができませんでした。
ユーザーの処置: ジョブに対し、環境変数 APT_EXECUTION_MODE=ONE_PROCESS が設定されていることを確認
します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連
絡してください。
DSEE-TFPM-00274E
module_namecreateSeqCommunicator が、パーティション番号 partition 上の出力データ・セッ
ト番号 dataset_index に対して失敗しました。errno = error-error_number
説明: ジョブの実行中に、オペレーターの順次処理で、ダウンストリームのオペレーター処理の示された出力データ・
セットを作成できませんでした。
ユーザーの処置: ジョブに対し、環境変数 APT_EXECUTION_MODE=ONE_PROCESS が設定されていることを確認
します。ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連
絡してください。
DSEE-TFPM-00277I
説明:

空の argv[0]。Orchestrate は実行できません。

パラレル・ジョブおよび orchestrate 実行可能プログラム osh を実行できません。

ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
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DSEE-TFPM-00278E • DSEE-TFPM-00298E
DSEE-TFPM-00278E
ORCHESTRATE (TM) アプリケーションを実行するために、APT_ORCHHOME 環境変数を
設定する必要があります。システム管理者に問い合わせてください。
説明: パラレル・ジョブを実行するには、環境変数 APT_ORCHHOME を、パラレル・エンジンがインストールされ
ているディレクトリーに設定する必要があります。
ユーザーの処置:

以下のステップを実行します。

v 環境変数 APT_ORCHHOME が適切に設定されていることを確認します。パラレル・エンジン環境セットアップを調
べるには、サーバー上で、コマンド env | grep $APT_ORCHHOME を実行します。
v サーバー上のサービスを停止して再始動します。
v ジョブを再実行してください。
.
DSEE-TFPM-00279E

ORCHESTRATE 例外をキャッチしました。error_locationerror_description。

説明: パラレル・ジョブの実行中に、示された場所で未処理例外をキャッチしました。この場所は、メインプログラム
またはパラレル・プロセスの中です。例外の説明が示されています。
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-00295E
broadcastStepIR: ノード ScoreName 上でスコア・ファイル ScoreFileName を作成できませ
ん。error
説明:
た。

ジョブの実行中に、ノード上でパラレル・エンジン・スコア・コンポーザー・ファイルを作成できませんでし

ユーザーの処置: パラレル・エンジンに対して環境変数が適切にセットアップされているか調べます。InfoSphere
Information Server ユーザーがシステム上で適切なアクセス権を持っていることを確認します。ノードに対して定義さ
れたパーティションおよびリソースが、システム・ディスクのパーティションおよびリソースに適合することを確認し
ます。
依然としてエラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM
ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00296E

(ファイル・システムがフル)

説明: システム上に使用可能なディスク・スペースがないため、ジョブを実行できません。このエラーは、ジョブの実
行中にジョブ・スコア・コンポーザーが情報をセクション・リーダーに送信し、リソース・スクラッチ・スペースの場
所にスコア・コンポーザー・ファイルを生成するときに発生します。スクラッチ・スペースの場所は、パラレル・エン
ジン構成ファイルの中に設定されています。システム上の示されたスクラッチ・スペースの場所で使用可能なディス
ク・スペースが十分ではありません。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルで定義されている、システム上のディスク・スペースと一時スクラ
ッチ・スペースを調べます。パラレル・エンジン構成ファイルの中で、ノードの使用を減らすことで、パラレル・ジョ
ブのディスク・スペースの使用量を削減できます。
DSEE-TFPM-00298E
broadcastStepIR: ノード score_name 上のファイル score_file_name への current_file_length バ
イトのスコア・ファイルの書き込みが、amount_written を返しました。errno = errormessage。TMPDIR
または APT_PM_SCORE_DIR を、より多くのスペースがあるディレクトリーに設定することを考えて
ください。
説明: ディスク・スペースもスクラッチ・ファイル・スペースも使用可能でないため、スコア・コンポーザー・ファイ
ルに書き込むことができませんでした。
ユーザーの処置:
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DSEE-TFPM-00299E • DSEE-TFPM-00303E
ッチ・スペースを調べます。一時ファイルに /tmp ディレクトリーは使用しないでください。環境変数
TMP、TMPDIR、APT_FIFO_DIRECTORY、および APT_PM_SCORE_DIR を調整することにより、/tmp ディレクトリ
ーによって使用されるスペースを削減します。または、環境変数 UVTEMP 上の uvconfig パラメーターを使用して、
これらのファイル用に別の場所を指定します。
DSEE-TFPM-00299E
broadcastStepIR: socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, socketArray) が、ノード
NodeName で失敗しました。error
説明: コンダクターとセクション・リーダーの間のスコア・コンポーザー名の通信が失敗すると、初期化の問題が発生
します。セクション・リーダーが、必要なスコア・コンポーザー・ファイルの状況を受け取らない場合、このエラーが
報告されます。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルの中で、ノードに対して定義されたパーティションおよびリソース
が、示されたプラットフォームに必要なシステム・ディスクのパーティションおよびリソースに適合することを確認し
ます。
DSEE-TFPM-00300E

broadcastStepIR: fork() が、ノード ScoreName で失敗しました。error

説明: セクション・リーダーで fork() システム呼び出しが失敗しました。このエラーは、親ノードがノード通信のセ
ットアップと初期化中にデータを読み取るときに、発生します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルの中でノードに対して定義されたパーティションおよびリソース
が、システム・ディスク・パーティションに対応することを確認します。メモリー、ディスク・スペース、およびカー
ネルのようなシステム・リソースのパラメーターは、示されたプラットフォーム上の InfoSphere Information Server パ
ラレル・エンジンのインストール済み環境の要求どおりに構成される必要があります。
DSEE-TFPM-00301E

broadcastStepIR: 状況の読み取りが、ノード ScoreName で失敗しました。error

説明: セクション・リーダーで read() 関数が失敗しました。これは、ソケットが親コンダクター上のノードからデー
タを読み取るときに発生します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルの中でノードに対して定義されたパーティションおよびリソース
が、示されたプラットフォーム上の InfoSphere Information Server パラレル・エンジンの要求どおりに、システム・デ
ィスク・パーティションおよびリソース・セットアップに対応することを確認します。
DSEE-TFPM-00302E
broadcastStepIR: ノード ScoreName 上のスコア・ファイル FileName をリンク解除できませ
ん。error
説明:

セクション・リーダーで ScoreComposer ファイルを削除できません。

ユーザーの処置: ジョブの実行中に、スコア・コンポーザー・ファイル APTcsxxx をシステム上の /tmp ディレクト
リーに作成できたかを確認し、また、ファイルに対するアクセス権を調べます。
DSEE-TFPM-00303E
broadcastStepIR: ノード ScoreName 上の FileName からのスコアのロードが失敗しました。
終了状況 exit_status
説明: セクション・リーダー・プロセス間通信で親プレイヤー・プロセスが終了するときに、セクション・リーダーで
スコア・コンポーザーの障害が発生します。これは、作成されたプロセスを定義するジョブ・スコア、並列処理の度合
いとノード割り当て、およびそれらの間の相互接続を構成しているときに発生します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルの中でノードに対して定義されているパーティションおよびリソー
スが、InfoSphere パラレル・エンジンのインストール済み環境の示されたシステム上のシステム・ディスクのリソース
のセットアップに対応していることを確認します。コマンド ps -ef | grep dsadm を実行して実行中のパラレル・エ
ンジン・プロセスを調べるか、システム上の示された InfoSphere ユーザーを調べます。
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DSEE-TFPM-00304E

broadcastStepIR: 親への状況の書き込みが、ノード ScoreName で失敗しました。error

説明: ノードで write() 関数が失敗しました。このエラーは、親から子への書き込みプロセスのノード・ブロードキャ
スト通信中に発生します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルの中でノードに対して定義されているリソースが、InfoSphere パラ
レル・エンジンのインストール済み環境の示されたシステム上のシステム・ディスクのリソースのセットアップに対応
していることを確認します。
DSEE-TFPM-00305E

broadcastStepIR: 親からの状況の読み取りが、ノード ScoreName で失敗しました。error

説明: セクション・リーダーで read() 関数が失敗しました。このエラーは、ノード通信の間に、親子間でファイルの
終わりの読み取りプロセスが失敗したときに発生します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン構成ファイルの中でノードに対して定義されているリソースが、InfoSphere パラ
レル・エンジンのインストール済み環境の示されたシステム上のシステム・ディスクのリソースのセットアップに対応
していることを確認します。
DSEE-TFPM-00306E
ORCHESTRATE を開始できません。スコア・ファイルのオープンが失敗しました。ファイル:
FileName; errno = error_number
説明: スコア・コンポーザー・ファイルのエラーのために、ノード上でパラレル・エンジンの開始が失敗しました。ノ
ード上で、スコア・コンポーザーの open() ファイル・アクションが失敗しました。
ユーザーの処置: システムに、パラレル・エンジン・ジョブのための十分なディスク・スペースと使用可能なスクラッ
チ・スペースがあることを確認します。InfoSphere パラレル・エンジン・インストール済み環境、パラレル・エンジン
構成ファイル、およびシステム上で使用されるリソースに対するアクセス権を調べます。
DSEE-TFPM-00307E
broadcastStepIR: 警告: FileName のスコア・ファイルの削除が失敗しました。errno =
error_number
説明: システム上のスコア・コンポーザー・ファイルを削除できませんでした。このエラーは、ノード間の通信のブロ
ードキャスト中に発生します。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFPM-00308E
ORCHESTRATE を開始できません。ScoreFile からのスコア・ファイルの読み取りが失敗しま
した。errno = error_number
説明: セクション・リーダーでパラレル・エンジンを開始できませんでした。スコア・コンポーザー・ファイルにアク
セスするときに、read() 関数が失敗しました。
ユーザーの処置: システム上にスコア・コンポーザー・ファイルが存在することを確認し、InfoSphere パラレル・エン
ジンのユーザーのアクセス権を調べます。
DSEE-TFPM-00309E
broadcastStepIR: score_failure セクション・リーダーによって、スコアは正常にはリストアさ
れませんでした。
説明:

ScoreComposer はノードに正常にリストアされませんでした。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_NODE_TIMEOUT が、スコアのロード時間 (これにはしばらくかかります) に合
うように定義されていることを確認します。この値は、デフォルトの 120 秒よりも少ない値であってはなりません。

176

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

DSEE-TFPM-00310E • DSEE-TFPM-00330E
DSEE-TFPM-00310E
= error
説明:

broadcastStepIR: ScoreFile_Size バイトのスコアの送信ステップがタイムアウトしました。状況

このエラーは、セクション・リーダーでのスコア・コンポーザーのロード中に発生します。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_NODE_TIMEOUT が、スコアのロード時間 (これにはしばらくかかります) に合
うように定義されていることを確認します。この値は、デフォルトの 120 秒よりも少ない値であってはなりません。
パラレル・エンジン・スコア・コンポーザー・ファイルのサイズと、システム上のセクション・リーダーに対するアク
セス権を調べます。
DSEE-TFPM-00311E

ノード NodeNumber (NodeName) の中でプロセス ProcessNumber を見つけることができません

説明: ノード上のパラレル・エンジン・プロセスを識別できません。これは、パラレル・エンジン・セットアップのた
めのシステム上のメモリー使用量の問題です。
ユーザーの処置: システムおよびリモート・システム上に、mpp セットアップ用に、十分なメモリー、使用可能なデ
ィスク・スペース、およびスクラッチ・スペースがあることを確認します。可能であれば、パラレル構成ファイルで、
使用されているノード数を削減します。その後でもう一度ジョブを実行します。エラーが解決しない場合は、ジョブ実
行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00313E
ORCHESTRATE プロセスを開始できません。startPlayerSvc: プレイヤー address_info を作成
できません
説明: パラレル・エンジン・プロセスを開始できません。示されている、使用されたポートのネットワーク・アドレス
へのバインディングに問題があります。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_STARTUP_PORT および APT_USE_IPV4 が定義されているか調べます。UNIX
システムでは /etc/hosts システム・ファイル、Windows システムでは C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts システ
ム・ファイルで、ホスト・アドレスの IPV4 および IPV6 のネットワーク・プロトコルに定義されているネットワー
ク・ポートを確認します。
DSEE-TFPM-00319I
ORCHESTRATE イベント・モニターがアクティブではありません。
APT_EVENT_MONITOR_HOST を設定する必要があります。
説明: パラレル・エンジンのモニター・プロセスがアクティブでなく、また、環境変数
APT_EVENT_MONITOR_HOST が設定されていません。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00321E
エラー: オペレーター Operator、プロセス ProcessName は実行できません。これは、おそら
く、ダイナミック・リンク・ライブラリーがないためです。
説明:

ライブラリーがないために、パラレル・エンジン・ジョブのオペレーターを実行できません。

ユーザーの処置: システム上のパラレル・エンジンの環境セットアップを調べます。変数 LIBRARY PATH (すなわ
ち、ほとんどの UNIX システムでは LD_LIBRARY_PATH、AIX では LIBPATH、Windows システムでは PATH 変
数) に、示されたジョブで使用されるオペレーター用のパラレル・エンジン・ライブラリー・パスとオペレーター・ラ
イブラリー・パスが含まれている必要があります。
DSEE-TFPM-00330E

ノード NodeName 上のセクション・リーダーが予期しないところで終了しました。

説明: パラレル・ジョブ実行のセクション・リーダーおよび関連付けられたプロセスが、予期しないところで終了しま
した。使用されたセクション・リーダー・ポートのコンダクター側に、入出力エラーがあります。
ユーザーの処置: システム上のパラレル・エンジンの環境セットアップを調べます。パラレル・エンジン構成ファイル
に定義されているリソース、すなわち、スクラッチ・ファイル・スペースおよびノードを調べます。コマンド ps -ef
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| grep osh および ps -ef | grep dsrpc を実行して、システム上で使用中のパラレル・エンジン・プロセスを調べま
す。エンジン・サービスを停止して再始動した後、再度ジョブを実行します。エラーが解決しない場合は、ジョブ実行
のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00339E
APT_PMsectionLeader(ID, NodeName)、プレイヤー player_number - UNIX シグナル
signal_status(signal_status) によって予期しないところで終了しました。
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 ID で、リーダーは、構成フ
ァイル内の NodeName 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 signal_status で失敗しまし
た。それに対応するシグナル名は signal_status です。
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-00340E
APT_PMsectionLeader(ID, NodeName)、プレイヤー player_number - 予期しないところで終了
しました。状況 Status。
説明:

パラレル・ジョブの実行中に、セクション・リーダーが予期しないところで終了しました。

ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00342E
せん。

エラー: gethostbyname(HostName) は NULL を返しました。ノード NodeName は使用できま

説明: これは、ジョブ処理の開始中にセクション・リーダーが定義されているときに発生する、gethostbyname() 関数
エラーです。
ユーザーの処置:
v

以下を実行してください。

コマンド uname -n を実行して、システム上のローカル・ホスト名を調べます。

v

ホスト名、および /etc/hosts の中のローカル・ホストに、ロング・ネームまたはショート・ネームが使用されてい
るかどうか確認します。

v

パラレル・エンジン構成ファイルで fastname がローカル・ホスト名、すなわち、「uname -n」に設定されているか
どうか確認します。

v

ジョブに対し、環境変数 APT_PM_CONDUCTOR_HOSTNAME が設定されていることを確認します。

DSEE-TFPM-00343E
説明:

エラー : APT_PMsectionLeader::contactNodes が予期しないところで呼び出されました。

このエラーは、ノードでのジョブ処理中に発生します。

ユーザーの処置: システム上のパラレル・エンジン環境および構成セットアップを確認します。システム上に、パラレ
ル・ジョブの実行に十分なディスク・スペース、スクラッチ・スペース、およびメモリーが使用可能であることを確認
します。
DSEE-TFPM-00346E
ORCHESTRATE ジョブを開始できません。セクション・リーダー ID の書き込みが失敗しま
した - NodeName (node_communication_name):ERROR。これは、おそらくネットワークに問題があること
を示しています。
説明: ノード上でプレイヤー・プロセスを作成できません。パラレル・ジョブの実行中に、write() プロセスがノード
の開始に失敗しました。
ユーザーの処置: これはネットワークの問題である可能性があります。コマンド ps -ef | grep osh および netstat
-a | grep dsrpc を実行して、使用中のパラレル・エンジン・プロセスを調べます。エンジン・サービスを停止して再
始動した後、再度ジョブを実行します。エラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン
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構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00347E
サービス表の送信が失敗しました - NodeName (node_communication_name:ERROR。これは、ネ
ットワークの問題を示している可能性があります。APT_PM_CONDUCTOR_TIMEOUT をより大きな数
に設定すると、この問題を改善できる場合があります。
説明: このエラーは、ジョブの実行中に、新規ノードの制御ポートを作成しているとき、およびノードを介して情報を
通信しているときに発生します。これはネットワークの問題である可能性があります。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_CONDUCTOR_TIMEOUT をデフォルト値の 60 よりも大きな値に設定し、再度
ジョブを実行します。エラーが解決しない場合は、ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡し
てください。
DSEE-TFPM-00348E
APT_PMsectionLeader::contactNodes: セクション・リーダーとの同期で、非ゼロの状況 status
を取得しました。 1 つ以上がハングしている可能性があります。
説明: このエラーは、パラレル・ジョブの実行中に、コンダクターとノードの間の同期のために発生します。ノード・
プロセスの停止によって、ジョブが停止します。
ユーザーの処置: コマンド ps -ef | grep osh を実行して、システム上の停止しているジョブ・プロセスを調べま
す。環境変数 APT_PM_CONDUCTOR_TIMEOUT をデフォルト値の 60 よりも大きな値に設定し、再度ジョブを実行
します。エラーが解決しない場合は、ジョブ・ログを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00350E
APT_PMsectionLeader::deactivateNode は非アクティブなセクション・リーダー NodeName を
呼び出しました。
説明: このエラーは、パラレル・ジョブの実行中に、アクティブでないノードを非アクティブにした場合に発生しま
す。ノードは、ノードが終了したときに、非アクティブであるとされます。
ユーザーの処置: コマンド ps -ef | grep osh を実行して、システム上の停止しているプロセスを調べます。ジョブ
実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してくださ
い。
DSEE-TFPM-00351E
ORCHESTRATE ジョブを開始できません。APT_PMwaitForPlayersToStart はプレイヤー・
カウントを待っている間に失敗しました。これは、おそらくネットワークに問題があることを示していま
す。APT_PMpoll からの状況は status。ノード名は NodeName
説明: パラレル・ジョブの実行中に、ノードの開始が失敗しました。これは、ノードの開始状況を診断するときに、ネ
ットワークに問題があるために発生します。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_PLAYER_TIMEOUT が設定されていることを確認します。パラレル構成ファイ
ルに定義されているノードを調べます。また、コマンド ps -ef | grep osh および netstat -a | grep 134 を実行し
て、システム上で実行中のパラレル・エンジン・プロセスを調べます。
DSEE-TFPM-00352E
ORCHESTRATE ジョブを開始できません。APT_PMwaitForPlayersToStart はプレイヤーが
開始を確認するのを待っている間に失敗しました。これは、おそらくネットワークに問題があることを示
しています。APT_PMpoll からの状況は Status。ノード名は NodeName
説明: このエラーは、パラレル・ジョブの実行中に、ノードが開始に失敗したときに発生します。これは、ネットワー
クのセットアップとリソースの使用のために発生します。ノード上でプレイヤー・プロセスの開始を待機する poll() 関
数の状況が失敗になります。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_PLAYER_TIMEOUT が設定されていることを確認します。コマンド ps -ef |
grep osh および netstat -a | grep 134 を実行して、システム上で実行中のパラレル・エンジン・プロセスを調べま
す。
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DSEE-TFPM-00353E
した。

APT_PMsyncWithSectionLeaders: APT_PMpollUntilZero から非ゼロの状況 status が返されま

説明: パラレル・ジョブの実行中に、コンダクターとノードの間の同期が失敗しました。ノードの開始でエラーが発生
しました。これはネットワークの問題である可能性があります。
ユーザーの処置: コマンド ps -ef | grep osh および netstat -a | grep 134 を実行して、システム上で実行中のパ
ラレル・エンジン・プロセスを調べます。
DSEE-TFPM-00354E
APT_PMwaitForStepEnd: Status プロセスが応答しませんでした。ポーリング間隔 =
poll_interval 秒、試行回数 = poll_attempts
説明: パラレル・ジョブの実行中に、コンダクターとノードの間の同期が失敗しました。これは、コンダクター上でノ
ード・プロセスが応答を待機しているときに発生します。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン・プロセスのメモリー使用量を調べます。また、コマンド ps -ef | grep osh
および netstat -a | grep 134 を実行して、システム上で実行中のプロセスを調べます。エラーが解決しない場合
は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡し
てください。
DSEE-TFPM-00355E
APT_PMsyncWithPlayers: Status プロセスが応答しませんでした。ポーリング間隔 =
poll_interval 秒、試行回数 = poll_attempts
説明: パラレル・ジョブの実行中に、ノードからの応答が失敗しました。応答のポーリングで、コンダクターは、ノー
ドから応答を受け取りません。
ユーザーの処置: パラレル・エンジン・プロセスのメモリー使用量を調べます。また、コマンド ps -ef | grep osh
および netstat -a | grep 134 を実行して、システム上で実行中のプロセスを調べます。エラーが解決しない場合
は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡し
てください。
DSEE-TFPM-00356E
パラレルの開始が失敗しました。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。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。rsh 許可が正しく設定されていない。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。このメッセージより前に、失敗し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表示されます。
ユーザーの処置: 構成ファイル内のすべてのノードにソフトウェアが適切にインストールされていることを確認しま
す。ジョブの実行に使用されているユーザー ID がすべてのノードで許可されていること、および、パスワードのない
rsh または ssh がすべてのノードで正しく機能していることを確認します。
DSEE-TFPM-00363E
エラー: オペレーター operator_number (operator) フィード・オペレーター operator_index
(output_name) は直線的ですが、パーティション・カウントと合いません (input_count != output_count)。
説明: このエラーは、パラレル・ジョブの実行で、出力オペレーターの接続呼び出し中に、出力に使用されているノー
ド・カウントが、入力と同じでないときに発生します。プロデューサー・プロセスのオペレーター数は、コンシューマ
ー・プロセスと同じである必要があります。
ユーザーの処置: すべてのノードのパラレル・エンジン・ジョブおよび関連するリソースの環境セットアップが、構成
ファイル内で適切に定義されていることを確認します。システム上の使用可能なディスク・スペースおよびメモリー使
用量を調べます。エラーが解決しない場合は、ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集
し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
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DSEE-TFPM-00366E
説明:

プログラム execvp()_argument の error_prefixexecvp が失敗しました。error

パラレル・エンジン・ジョブの実行の開始中に、コンダクター上の execvp() プロセスが失敗しました。

ユーザーの処置: システム上のパラレル・エンジンのインストールの環境セットアップを確認し、パラレル・エンジン
構成ファイルを調べます。システム上の使用可能なディスク・スペースおよびメモリー使用量を調べます。
DSEE-TFPM-00372I
適応できるジョブ・モニター機能が使用不可です。ポーリング・スレッドを作成できませんで
した。error_number。
説明: パラレル・デバッガーが使用可能であるときに、パラレル・ジョブの実行中に、ポーリング・スレッドを作成で
きませんでした。
ユーザーの処置: アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00373I
適応できるジョブ・モニター機能が使用不可です。スレッドを作成できませんでした。
error_number。
説明: パラレル・ジョブの実行中に、ポーリング・スレッドを作成できませんでした。このエラーは、システムの
CPU 使用率が高いときに発生します。
ユーザーの処置: ユーザー・アクションは不要です。IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して
関連したエラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00379E

APT_PM_StartProgram: ローカル fork が失敗しました。errno = error。error_number。

説明: 開始中に、UNIX システム上のローカル fork() システム呼び出しが失敗しました。これは、ファイル記述子の
セットアップの後に、ローカル・プロセスが fork() システム呼び出しを再度呼び出した場合に発生します。
ユーザーの処置: コマンド ps -ef | grep osh、netstat -a | grep 130 を実行して、UNIX システム上のパラレル・
エンジン・プロセスを調べます。システム上のパラレル・エンジンのインストールの環境セットアップを確認し、パラ
レル・エンジン構成ファイルを調べます。システム上の使用可能なディスク・スペースおよびメモリー使用量を調べま
す。
DSEE-TFPM-00380E

APT_PM_StartProgram: process の実行が失敗しました。error = error

説明: このエラーは、ジョブの実行中に、UNIX システムにおけるローカル・プロセスの実行の開始時に fork() およ
び setpgrp() が失敗すると発生します。
ユーザーの処置: コマンド ps -ef | grep osh、netstat -a | grep 130 を実行して、UNIX システム上のパラレル・
エンジン・プロセスを調べます。システム上のパラレル・エンジンの環境セットアップを確認し、パラレル・エンジン
構成ファイルを調べます。システム上の使用可能なディスク・スペースおよびメモリー使用量を調べます。
DSEE-TFPM-00381E
APT_PM_StartProgram: リモート・シェル・コマンドが見つかりません。DataStage 管理者に
連絡してください。
説明: これは、mpp パラレル・エンジン・セットアップ、つまり、パラレル・エンジン構成セットアップがリモー
ト・ノードを使用する場合に報告されます。このエラーは、開始時にリモート・シェル 'rsh' コマンドが見つからない
場合に発生します。
ユーザーの処置: Windows mks korn シェルで C:/WINDOWS/system32/rsh.exe ファイルがアクセス可能であること、
あるいは UNIX で /usr/bin/ssh または /usr/bin/rsh がアクセス可能であることを確認します。パラレル・エンジンの場
所にインストールされたファイル、すなわち APT_ORCHHOME/etc/remsh が、rsh または ssh を使用することを確認し
ます。
パスワードのない rsh またはパスワードのない ssh は、mpp セットアップのパラレル・エンジン構成ファイル内に定
義されているように、リモート・ノード上にセットアップされる必要があります。
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DSEE-TFPM-00392E • DSEE-TFPM-00405E
DSEE-TFPM-00392E
APT_PMPlayer::APT_PMPlayer: プレイヤーで SL ポインターを待っていてタイムアウトにな
りました
説明: このタイムアウト・エラーは、パラレル・ジョブの実行中に、プロセス更新サービスのために、セクション・リ
ーダーがコンダクターに連絡するときに発生します。これは、コンダクターとノードの間の同期中に発生します。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_PLAYER_CONNECT_TIMEOUT が設定されていることを確認します。ジョブ実
行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00393E

APT_PMPlayer::APT_PMPlayer: プレイヤーにサービス表を送信できませんでした

説明: このエラーは、パラレル・ジョブの実行中に、ノードからプレイヤー・プロセスへ情報を送信するときに発生し
ます。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00397E
ノード ScoreName (communication_name_process) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できま
せん。acceptClient() が失敗しました。error
説明: ジョブの実行中に、ノード上でプレイヤー・プロセスを開始できませんでした。このエラーは、セクション・リ
ーダー上でプレイヤー接続プロセスを待機している間に発生します。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00398E
ノード ScoreName (communication_name_process) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できま
せん。connectClient() が失敗しました。error
説明: ジョブの実行中に、ノード上でパラレル・エンジン・プロセスを開始できませんでした。このエラーは、プレイ
ヤー接続プロセスが親ノードへの接続を回復しようとしているときに発生します。
ユーザーの処置: 環境変数 APT_PM_PLAYER_CONNECT_TIMEOUT が設定されていることを確認します。ジョブ実
行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00402I
説明:

APT_OsseDumpStack シグナル・ハンドラーをインストールできませんでした

これは、UNIX 上のスタック生成中のシグナル処理の初期化エラーです。

ユーザーの処置: 環境変数 APT_DUMP_STACK が設定されていることを確認します。その他のユーザー処置は不要
です。 IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00404E
APT_PM_StartProgram: プロセス system_process_ID で fork が失敗しました。エラー番号:
error (error_number)
説明: これは、UNIX 上でジョブの実行中に、開始時の初回の fork() システム呼び出しが失敗した場合に生成されま
す。このメッセージは、APT_PM_StartProgram() での fork() の失敗を示した既存のメッセージ TFPM00383 が間違って
いるために使用されます。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00405E
APT_PMConnectionRecord::start: NodesStarted / NodesDefined 個のプロセスの開始後に失敗し
ました。
説明: これは、ジョブの実行中に、APT_PMConnectionRecord() でのノードの開始時に fork() システム呼び出しが失敗
した場合に生成されます。
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ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00406I
NodeName 上のセクション・リーダーが停止しました。NodeName でセクション・リーダーを
再開しています。
説明: これは、パラレル・ジョブの実行中に、ノードを再開しようとしているときに生成されます。これが発生する
と、環境変数 APT_PM_RETRY_FAILED_SL_ON_STARTUP がオンになります。
ユーザーの処置: アクションは不要です。 IBM ソフトウェア・サポートでは、このメッセージを使用して関連したエ
ラーをデバッグします。
DSEE-TFPM-00407E
ノード ScoreName communication_name_process で、ORCHESTRATE プロセスを開始できま
せん。 APT_PMPlayer:: APT_PMPlayer: CreateProcess() が失敗しました。error
説明: パラレル・ジョブの実行中に、ノード上のプレイヤー・プロセスが失敗しました。これは、ノードによって、コ
ンソール・イベントがプレイヤー・プロセスに送信されるときに発生します。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00408E
ノード ScoreName communication_name_process) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できま
せん。SetEvent() が失敗しました。error
説明: このエラーは、作成されたプレイヤー・プロセスで同期が失敗した場合に発生します。コンダクターは、ジョブ
の実行中に、失敗について通知されます。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
DSEE-TFPM-00409E
ノード ScoreName (communication_name_process) で、ORCHESTRATE プロセスを開始できま
せん。WaitForSingleObject() が失敗しました。error
説明: このエラーは、作成されたプレイヤー・プロセスで、ジョブの実行中に、コンダクターとプレイヤーの間に待機
期間がある場合に発生します。
ユーザーの処置: ジョブ実行のジョブ・ログとパラレル・エンジン構成ファイルを収集し、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。
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第 20 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
説明:

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。

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。

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
説明:

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。

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。

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_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:
使用されます。

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
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DSEE-TFRS-00007
説明:

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。

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
説明:

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。

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
説明:

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。

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-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
説明:

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。

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-00015
説明:

¥"{0}¥" という名前のレコード・ストリーム・タイプはありません

指定されたレコード・ストリーム・タイプ値は無効です。

ユーザーの処置:

レコード・ストリーム・タイプに対して有効な値を指定してください。

関連情報:
レコード・レベル
DSEE-TFRS-00016
説明:

タイプ ¥"{0}¥" のレコード・ストリームは、次のプロパティーを認識しませんでした: {1}

指定のレコード・ストリーム・タイプの指定プロパティーが認識されません。

ユーザーの処置: 指定のレコード・ストリーム・タイプの指定プロパティーを修正または削除してください。
関連情報:
レコード・レベル
DSEE-TFRS-00017
説明:

指定のファイル長が負の値です。ファイルの長さには、正数のみ指定できます。

ユーザーの処置:

ファイルの長さとして、int64 の正の範囲の値を指定してください。

DSEE-TFRS-00018
説明:

fileLength が負です: {0}

nReaders は正でなければなりません: {0}

このエラーは、以下の理由が原因である可能性があります。

v リーダーの数には、正数を指定する必要があります。
v リーダーの数が正で、エラーが発生した場合、エラーの原因は内部プログラム・エラーです。パラレル・エンジンで
予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v リーダーの数の値として正整数を指定してください。
v エラーが解決せず、リーダーの数が正の場合、このメッセージは内部エラーを示しています。ジョブ・ログとジョ
ブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイル
または .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TFRS-00019

ファイルの長さ ({0}) が、レコード長 ({1}) の倍数になっていません

説明: 固定レコード・フォーマットで読み取りを試行すると、無効なレコードが発生すること、またはレコードが誤っ
たファイルになることがあります。
ユーザーの処置: 定義されているファイルを調べ、指定のファイルが正しいことを確認してください。次に、提供され
ているメタデータを調べ、指定のメタデータが正しいことを確認してください。
DSEE-TFRS-00020
説明:

configureForMultipleReaders() が、'真' を戻しませんでした。

複数リーダー・オプションに対して指定されている値が 1 未満です。

ユーザーの処置: 複数リーダー・オプションに対して 0 を超える値を指定するか、複数リーダー・オプションを無効
にしてください。
DSEE-TFRS-00021

readerNum が範囲外です: {0}

説明: 指定のリーダーの数がファイル・サイズを超えています。リーダーの数はファイルのサイズ以下でなければなり
ません。
ユーザーの処置:

ファイル・サイズ以下のリーダーの数を指定してください。

DSEE-TFRS-00022

オフセットは、レコード長の倍数でなければなりません。

説明: 複数のリーダーを使用してファイルの読み取りの効率を改善するために、オフセットのオプションが選択されま
した。
ユーザーの処置: オフセット値を修正してください。エラーが続く場合は、ジョブ・ログおよびジョブ・デザインを収
集し、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイル
としてエクスポートすることができます。
DSEE-TFRS-00023
説明:

¥"{0}¥" レコード・ストリーマーは、複数のリーダーをサポートしません。

指定のレコード・ストリーマーでは、複数のリーダーは使用できません。

ユーザーの処置:

複数リーダー・オプションを無効にしてください。

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
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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。
DSEE-TFRS-00030 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}) より大
きくなっています。
説明:

指定のレコード長が、指定のメタデータのレコード長よりも小さいです。

ユーザーの処置:

メタデータで定義されている長さまで、レコード長の値を増やしてください。

DSEE-TFRS-00031
説明:

レコード長は、ペイロード長以上でなければなりません。

ユーザーの処置:

ペイロード長またはレコード長を修正してください。

DSEE-TFRS-00033
説明:

レコード長は、少なくともペイロードの長さと同じ長さが必要です。

入力ソースが既に定義されています。

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:
ださい。

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

DSEE-TFRS-00035
説明:

出力宛先が既に定義されています。

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:
ださい。

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

DSEE-TFRS-00040
説明:

メソッド名が重複しています。{0}

指定されたメソッド名は重複しています。

ユーザーの処置:

重複するメソッド名を特定し、別の名前を指定してください。

DSEE-TFRS-00043

{0} バイトが想定されていますが、{1} が取得されました

説明: ユーザーが、プログラムで読み取るデータ量を指定しました。指定の量よりも少ない量のデータが戻されまし
た。戻されたデータの量が指定の量よりも少なかったため、システム・エラーが発生した可能性があります。
ユーザーの処置:

システム・メッセージを調べて、エラーの原因を特定してください。

DSEE-TFRS-00044
説明:

指定のレコード長が、指定のレコード・ストリームの固定長よりも大きくなっています。

ユーザーの処置:

指定のレコードを修正して、レコード・ストリームの固定長よりも小さくなるようにしてください。

DSEE-TFRS-00045
説明:

長さ {0} のレコードは、固定長 {1} のレコード・ストリームより大きくなっています。

接頭部の想定バイト数は {0} で、取得されたのは {1} です

指定の接頭部バイト数が指定の接頭部長に一致しませんでした。

ユーザーの処置: データを調べ、接頭部データに一致するように接頭部長を修正してください。
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DSEE-TFRS-00047
説明:

指定されたメタデータよりも大きいレコードが読み取られました。

ユーザーの処置:

データ・ファイルに有効なレコードを含めるか、メタデータでレコード長を修正してください。

DSEE-TFRS-00048
説明:

レコードが、固定長の予測値より大きくなっています。

レコードが 1 バイトの接頭部には大きすぎます。長さ: {0}

指定されたレコード長が 255 バイトを超えています。

ユーザーの処置: 指定のレコード長が 255 バイト未満になるように修正してください。
DSEE-TFRS-00049
説明:

レコードが 2 バイトの接頭部には大きすぎます。長さ {0}

レコード長が 65,535バイトよりも大きくなっています。

ユーザーの処置:

指定のレコード長が 65,535 バイト未満になるように修正してください。

DSEE-TFRS-00050 固定長レコードの後のレコード区切り文字が正しくありません。予測値は {0} ですが、取得され
たのは {1} です。
説明:

データに予期しないレコード区切り文字が含まれています。レコードの入力長が予期した長さと異なります。

ユーザーの処置:
さい。

有効なレコード区切り文字を指定して、レコードが固定長レコードの長さ以内になるようにしてくだ

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-TFRS-00054
説明:

データのセグメントの順序を正しくする必要があります。

ユーザーの処置:

セグメントの順序が正しくなるようにデータを修正してください。

DSEE-TFRS-00055
説明:

レコードの損傷セグメントを検出しました。

損傷したセグメントを含むレコードを検出しました。

データ・ファイルに、フォーマットが正しくないレコードが含まれています。

ユーザーの処置:

すべてのレコードのフォーマットが正しくなるようにデータを修正してください。

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。
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
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す。複数の区切り文字には record_delim_string 引数を使用します。
DSEE-TFRS-00058
説明:

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。

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-00059 入力接頭部の長さの値 ({0}) が ¥"length={1}¥" プロパティーから (接頭部の {2} バイトを考慮し
て) 推定されるペイロードの長さと異なります。これ以降、警告は出ません。
説明: 入力接頭部データの長さのフォーマットが、ペイロードの長さのフォーマットと異なります。この長さは、指定
の入力接頭部の長さと接頭部のバイト数を加算することで決まります。InfoSphere DataStage または InfoSphere
Information Analyzer を使用して、データの正しいフォーマットを特定してください。
ユーザーの処置:
い。

レコードの長さのフォーマットに一致するように指定データの長さのフォーマットを修正してくださ

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:

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-00061

レコード区切り文字を探して {0} バイトより多くコンシュームしました。異常終了します。

説明: ファイルで区切り文字に到達する前に読み取るデフォルト・バイト数は 100,000 バイトです。レコードがこの
最大サイズを超えました。スキーマでレコード区切り文字が指定されていても、プログラムが指定のレコード区切り文
字を検出しない場合があります。指定の区切り文字は、スキーマに示されているデータと一致させる必要があります。
スキーマのレコード区切り文字とデータ・ファイルのレコード区切り文字が一致しない一般的な理由を以下に示しま
す。
v UNIX と Linux のテキスト・ファイル・フォーマットを混同している。
v データ・ファイルに区切り文字がない。
v ファイルの指定文字セットと指定ファイルが一致していない。
ユーザーの処置:
ます。

データを修正して、指定のレコード区切り文字がスキーマに示されているデータに一致するようにし

DSEE-TFRS-00062
す。
説明:

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

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。
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第 21 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。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。
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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、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 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。
DSEE-TFRT-00007

align 引数が 2 の累乗になっていません。

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。
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。
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。
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 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。
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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: 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-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: 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、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

インタクト・レコードは、ネストできません。

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。
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 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。

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。

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
第 21 章 TFRT: RAW タイプ

195

DSEE-TFRT-00015 • DSEE-TFRT-00021
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-00015
説明:

インタクト・スキーマの処理でエラーが発生しました。

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:

なし。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TFRT-00016
説明:

戻り値には = が必要です。戻り値は {0} です。

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
説明:

整数の戻り値が必要です。戻り値は {0} です。

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。
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。
DSEE-TFRT-00019
説明:

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。

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。

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:

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
説明:

スキーマの設定でエラーが発生しました。

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。
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DSEE-TFRT-00022
説明:

length は正の値でなければなりません。戻り値は {0} です。

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:

コード内の length を正の値に変更してください。

DSEE-TFRT-00023
説明:

end-of-file 文字が必要です。戻り値は {0} です。

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-00024
説明:

align が必要です。戻り値は {0} です。

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。

DSEE-TFRT-00025
説明:

2 の累乗が必要です。戻り値は {0} です。

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。
DSEE-TFRT-00026
説明:

align、 length、 max が必要です。戻り値は {0} です。

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
説明:

end-of-file が必要です。戻り値は {0} です。

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
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:
い。

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
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DSEE-TFRT-00034
DSEE-TFRT-00034
説明:

align、 length、 max または variable_max 値が必要です。戻り値は {0} です。

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。
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第 22 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
説明:

size 引数は正の値でなければなりません。

size 引数で指定されたサイズがゼロ以下です。

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。

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。

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。
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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。

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-00008
説明:

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。

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 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。
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。

DSEE-TFST-00010
説明:

length は正の値でなければなりません。戻り値は {integer} です。

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
説明:

最大長は正の値でなければなりません。戻り値は {integer} です。

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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DSEE-TFST-00013
説明:

max、 padchar、または integer リテラルが必要です。戻り値は {value} です。

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
説明:

コンマ文字または EOF が必要です。戻り値は {value} です。

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。

システムの処置:

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
説明:

max、variable_max、padchar、または integer リテラルが必要です。戻り値は {value} です。

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。
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第 23 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。
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: 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。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:
ています。

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

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。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2015
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DSEE-TFSU-00271 ソート・キー "{0}" は、データ・セット・スキーマにもう存在しません。それは、挿入されたソ
ート・マージ・コレクターからドロップされます。
説明: ジョブ・デザインに、特定のソート・キー入力要件を持つ、 Remove Duplicates などのオペレーターが含まれ
ていました。ジョブ実行時に、入力データが必要なキー列を含んでいません。このエラーは、入力がデータ・セットで
あり、かつ必要な列がそのデータ・セットから削除された場合に起こることがあります。ジョブは実行し続けますが、
この警告メッセージが出されます。
ユーザーの処置: ジョブ・デザインを調べて、予期されたソート・キーが指定されるようにしてください。入力デー
タ・セットを調べて、必要なキーがデータ・セット内にあるようにしてください。
DSEE-TFSU-00272
す。

データ・セット・スキーマには、ソート・キーはありません。sortmerge コレクターが挿入されま

説明: ジョブ・デザインに、特定のソート・キー入力要件を持つ、 Remove Duplicates などのオペレーターが含まれ
ていました。ジョブ実行時に、入力データがいかなるキー列も含んでいませんでした。このエラーは、入力がデータ・
セットであり、かつ必要な列がそのデータ・セットから削除された場合に起こることがあります。ジョブは実行し続け
ますが、この警告メッセージが出されます。
ユーザーの処置: ジョブ・デザインを調べて、予期されたソート・キーが指定されるようにしてください。入力デー
タ・セットを調べて、必要なキーがデータ・セット内にあるようにしてください。
DSEE-TFSU-00273 データ・セット・スキーマのソート・キーがありません。パラレル・ソート・マージ・オペレータ
ーは挿入されません。
説明: ジョブ・デザインに、特定のソート・キー入力要件を持つ、 Remove Duplicates などのオペレーターが含まれ
ていました。ジョブ実行時に、入力データがいかなるキー列も含んでいませんでした。このエラーは、入力がデータ・
セットであり、かつ必要な列がそのデータ・セットから削除された場合に起こることがあります。ジョブは実行し続け
ますが、この警告メッセージが出されます。
ユーザーの処置: ジョブ・デザインを調べて、予期されたソート・キーが指定されるようにしてください。入力デー
タ・セットを調べて、必要なキーがデータ・セット内にあるようにしてください。
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。
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。

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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以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFTM メッセージについて説明します。
DSEE-TFTM-00001
説明:

次のスキーマ・ファイルを開くことができませんでした: {0}。

指定された入力スキーマ・ファイルまたは出力スキーマ・ファイルを開くことができませんでした。

ユーザーの処置: ファイル名が正しいことを確認してください。ジョブを実行するユーザーがスキーマ・ファイルとそ
のファイルが保管されている一時ディレクトリーに対して適切な許可を持っていることを確認してください。
DSEE-TFTM-00002
説明:

指定されたスキーマが無効です。

ユーザーの処置:

他のメッセージを調べて考えられる理由を突き止め、必要に応じて問題を訂正してください。

DSEE-TFTM-00003
説明:

スキーマが無効です: {0}

次の式ファイルを開くことができませんでした: {0}。

指定された式ファイルを開くことができませんでした。

ユーザーの処置: 式ファイルのファイル名が正しいことを確認してください。ジョブを実行するユーザーが式ファイル
に対して適切な許可を持っていることを確認してください。
DSEE-TFTM-00004
説明:

指定された引数値が、変数、等号で区切られた値、またはその両方を持っていません。

ユーザーの処置:

引数値が変数または等号で区切られた値を持つようにしてください。

DSEE-TFTM-00005
説明:

空の argvalue `{0}' は無視されます。

指定された引数値は、空であったので無視されました。

ユーザーの処置:

有効なストリングを引数値に指定してください。

DSEE-TFTM-00006
説明:

無効な argvalue `{0}' です。欠落 =。

-flag=compile オプションが使用されましたが、入力スキーマが指定されていません。

この変換処理オペレーターのコンパイル時に入力スキーマが指定されませんでした。

ユーザーの処置:

入力スキーマを指定してください。

DSEE-TFTM-00007

入力データ・セットの数が、下限の 1 より少ないです。

説明: この変換処理オペレーターには入力データ・セットがありません。すべての変換処理オペレーターは、実行時に
入力データ・セットを必要とします。
ユーザーの処置:

この変換処理オペレーターに入力リンクまたは入力データ・セットを指定してください。

DSEE-TFTM-00008
ん。

コンパイル・フラグは実行に設定されましたが、ライブラリー・ファイルが指定されていませ

説明: この変換処理オペレーターがコンパイルされなかったか、またはこの変換処理オペレーターのライブラリー・フ
ァイルが指定されていません。
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DSEE-TFTM-00010 • DSEE-TFTM-00023
ユーザーの処置: 変換処理オペレーターをリコンパイルするか、またはこの変換処理オペレーターのライブラリー・パ
スを訂正してください。
DSEE-TFTM-00010 ライブラリー ¥"{0}¥" のロードに失敗しました。ライブラリー・ファイルを含むディレクトリー
がライブラリー検索パス上にないか、あるいは、ライブラリーがこのシステムと非互換のシステム上でコ
ンパイルされました: {1}。
説明: 変換処理オペレーターの、指定されたライブラリー・ファイルをロードできません。ライブラリー・パスが正し
く設定されていなかったか、または、ライブラリー・ファイルが別のプラットフォームでコンパイルされたか、あるい
はサポートされているものとは異なるコンパイラーでコンパイルされました。
ユーザーの処置: ライブラリー・パスを調べるか、または正しい設定を持つサポートされているコンパイラーを使用し
てライブラリー・ファイルをリコンパイルしてください。
DSEE-TFTM-00011
す。

リジェクト・データ・セットの数 ¥"{0}¥" が、入力データ・セット ¥"{1}¥" の数より多いで

説明: 指定されたリジェクト・リンクが多すぎます。定義できるリジェクト・リンクの数は、定義する入力リンクごと
に 1 つのみです。
ユーザーの処置:

リジェクト・リンクの数を減らすか、または入力リンクの数を増やしてください。

DSEE-TFTM-00012
説明:

リジェクト・データ・セットの数 "{0}" が、入力データ・セット "{1}" の数より少ないです。

定義できるリジェクト・リンクの数は、定義する入力リンクごとに 1 つのみです。

ユーザーの処置:

入力リンクの数を減らすか、またはリジェクト・リンクの数を増やしてください。

DSEE-TFTM-00013

ソース・ファイルを開くことができませんでした: {0}:{1}。

説明: 指定されたソース・ファイルが開かれたときにシステム・レベル・エラーが発生しました。システム・レベルの
エラー・メッセージが出されます。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

DSEE-TFTM-00021

ソース・ファイルを作成します: {0}:{1}。

説明: ソース・ファイルを作成しようとしたときにシステム・レベル・エラーが発生しました。システム・レベルのエ
ラー・メッセージが出されます。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

DSEE-TFTM-00022
説明:

指定された置換制御文字は、変換処理オペレーターのコンパイル時に認識されませんでした。

ユーザーの処置:

有効な置換制御文字を指定してください。

DSEE-TFTM-00023
説明:

スペースは、パス名に使用できません: {0}。

パス名内のスペースは、このオブジェクト・ファイルでは許されません。

ユーザーの処置:
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DSEE-TFTM-00024 • DSEE-TFTM-00040
DSEE-TFTM-00024
説明:

スキーマ・ファイル {0} のコンテンツを変換しようとして変換上の問題が発生しました。

指定されたスキーマ・ファイルを変換できませんでした。

ユーザーの処置: 変換が失敗した理由については、ログ・ファイルを調べてください。スキーマ・ファイルを調べて修
復してください。
DSEE-TFTM-00033
説明:

-flag=compile オプションが使用されましたが、出力スキーマが指定されていません。

この変換処理オペレーターのコンパイル時に出力スキーマが指定されませんでした。

ユーザーの処置:

出力スキーマを定義してください。

DSEE-TFTM-00034

出力データ・セットの数が、下限の 1 より少ないです。

説明: 変換処理オペレーターに対して少なくとも 1 つの出力リンクまたは出力データ・セットを指定する必要があり
ます。
ユーザーの処置:

出力リンクまたは出力データ・セットを指定してください。

DSEE-TFTM-00035
説明:

次のルックアップ・ファイル・セットにスキーマがありません: {0}。

指定されたルックアップ・ファイル・セットには参照スキーマが指定されていません。

ユーザーの処置: 参照リンクにスキーマを指定してください。
DSEE-TFTM-00036
説明:

ファイル・セットが無効です: {0}。

指定されたファイル・セットは、開くことも読み取ることもできません。

ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。ジョブを実行するユーザ
ーがファイル・セットとそのファイル・セットが保管されているディレクトリーに対して適切な許可を持っていること
を確認してください。
DSEE-TFTM-00037
説明:

スキーマ・ファイル {0} のコンテンツを変換しようとして変換上の問題が発生しました。

指定されたスキーマ・ファイルを変換できませんでした。

ユーザーの処置: この変換が失敗した理由については、ログ・ファイルを調べてください。スキーマ・ファイルを調べ
て修復してください。
DSEE-TFTM-00038
説明:

キー {0} 上のサブプロパティーが認識できません: {1}。

指定されたキーの指定されたサブプロパティーが無効です。

ユーザーの処置: 指定されたキーのサブプロパティーのスキーマ・ファイルを訂正してください。
DSEE-TFTM-00039
説明:

この変換処理オペレーターのコンパイル時に参照スキーマが指定されませんでした。

ユーザーの処置:

参照スキーマを指定してください。

DSEE-TFTM-00040
説明:

-flag=compile オプションが使用されましたが、表スキーマが指定されていません。

入力データ・セット {0} がありません

指定された入力データ・セットが始動時に見つかりませんでした。

ユーザーの処置: 他のメッセージを調べて、アップストリーム・オペレーターが変換処理オペレーターにデータ・セッ
トを提供しなかった理由を確認してください。
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DSEE-TFTM-00045
説明:
す。

APT_TRANSFORM_RECORD_CACHE_SIZE を 0 に設定して writerecord を 複数回呼び出します。

複数のレコードが出力リンクによって書き込まれる場合は、キャッシュ・サイズを正しく設定する必要がありま

ユーザーの処置: キャッシュ・サイズを増やすか、または入力レコードごとに出力リンクによって書き込まれるレコー
ドが 1 つだけになるようにしてください。
DSEE-TFTM-00046

APT_TransformOperatorRep: APT_ORCHHOME が定義されていません。

説明: APT_ORCHHOME 環境変数を、IBM InfoSphere Information Server エンジンがインストールされている最上位ディ
レクトリーに設定する必要があります。
ユーザーの処置:

APT_ORCHHOME 環境変数を定義してエクスポートしてください。

DSEE-TFTM-00047
説明:

ライブラリー・パスに "{0}" を検出できません: {1}。

指定されたライブラリー・ファイルが指定されたパスに見つかりません。

ユーザーの処置: IBM InfoSphere Information Server エンジンが変換処理オペレーター・コードをコンパイルしました
が、実行時にオブジェクト・ファイルが見つかりません。コンパイラーとリンカーのセットアップを調べてください。
LIBPATH が正しく設定されているか確認してください。
DSEE-TFTM-00049 複数の更新可能な表が検出されました。表キーのすべてを単一のソース・キーにマップする必要
があります。そうしないとルックアップが失敗します。
説明:

ルックアップが成功するためには、キーを持つソース入力リンクが 1 つだけ存在することが必要です。

ユーザーの処置:

すべてのキーを単一の入力データ・セット・ソースにマップしてください。

DSEE-TFTM-00050 入力フィールド {0} から出力フィールド {1} に変換中に変換エラーが発生しました。データが失
われた可能性があります。
説明: 指定された入力フィールドを指定された出力フィールドに変換できませんでした。指定された出力データ・フィ
ールドは、指定された入力フィールドを格納できるだけの十分な長さがありません。一部のデータが失われた可能性が
あります。
ユーザーの処置: このデータ損失が許容範囲となるようにするか、またはデータの正しい変換のために入力フィールド
の長さと出力フィールドの長さが一致するようにコードを訂正してください。
DSEE-TFTM-00054 レコード {0} に対して get_record() が呼び出されましたが、save_record() によって保存された
レコードは {1} 個のみです。
説明: 指定されたレコードの一致レコードを取得しているときに、指定された数のレコードしか受け取りませんでし
た。トランスフォーマー・ループ・ロジックにエラーがあります。
ユーザーの処置:

正しい数のレコードを参照するようにループ・ロジックを訂正してください。

DSEE-TFTM-00055 レコード {0} に対して save_record() が呼び出されましたが、get_record() によって取得された
レコードは {1} 個のみです。
説明: 指定されたレコードの一致レコードを取得しているときに、指定された数のレコードしか受け取りませんでし
た。トランスフォーマー・ループ・ロジックにエラーがあります。
ユーザーの処置:
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DSEE-TFTM-00057 • DSEE-TFTM-00058
DSEE-TFTM-00057 ライブラリー "{0}" のロードに失敗しました。ライブラリー・ファイルを含むディレクトリーが
ライブラリー検索パス上にないか、あるいは、ライブラリーが "{1}" 以外のバージョンのコンパイラー
でコンパイルされたかのいずれかです。使用されたコンパイラーが "{2}" ではない場合は、外部アプリ
ケーションのマニフェスト・ファイルを使用することが必要になる可能性があります。マニフェスト・フ
ァイルは {3} ディレクトリーにあり、接尾部はコンパイラーのバージョンになっています。適切なマニ
フェスト・ファイルを {4} ディレクトリーにコピーして、"osh.exe.manifest" {5} と名前を変更してくだ
さい。
説明: このメッセージは Microsoft Windows のみに適用されます。マニフェスト・ファイルが、使用しているコンパ
イラーには正しくありません。このエラーが発生する一般的な理由は、間違ったバージョンのコンパイラーがインスト
ールされていることです。
注: Visual Studio 2008 SP1 は Visual Studio 2008 とは異なるマニフェスト・ファイルを持っています。
ユーザーの処置: コンパイラーの要求に応じてマニフェスト・ファイルを訂正してください。
DSEE-TFTM-00058 doFinalProcessingChild() で例外が発生しました。これは、コンパイラーで不一致が起きている可
能性があることを示しており、ヒープ破損の原因となる恐れがあります。このジョブの変換ステージをリ
コンパイルすると、このエラーが解決します。
説明: このメッセージは Microsoft Windows のみに適用されます。元の変換処理オブジェクト・ファイルのビルドに
使用されたコンパイラーは、現行プラットフォームで提供されるコンパイラーまたはランタイム・コンポーネントと異
なります。
ユーザーの処置:

同等のコンパイラーを使用して変換処理オペレーターをリコンパイルしてください。
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第 25 章 TFXR: 転送インプリメンテーション
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TFXR メッセージについて説明します。
DSEE-TFXR-00004

ソース・タイプ "{0}" から宛先タイプ "{1}" への暗黙の変換: {2}。

説明: ジョブ・デザインが特定のデータ・タイプ変換 (「ストリングから整数へ」など) で明示的に宣言されていませ
ん。データ・タイプ変換を明示的に宣言しないと、一部のデータが失われる可能性があります。
ユーザーの処置: データ・タイプ変換を明示的に宣言するようにジョブ・デザインを変更し、必要ならこのステップで
データ検証を行ってください。このデータ損失が許容範囲である場合は、このメッセージを無視することができます。
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第 26 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: 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。
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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2015

213

214

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

第 27 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:
してください。

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

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:

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。
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第 28 章 TOCP: コピー
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOCP メッセージについて説明します。
DSEE-TOCP-00001

入力引数が NULL です。

説明: copy オペレーターの -input オプションに有効な値が含まれていません。-input オプションには、有効なファ
イル名またはネットワーク・アドレスである値が含まれている必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

OSH コマンド・ラインで、-input オプションに有効な値を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOCP-00002
説明:

ステップ引数が NULL です。

copy オペレーターにステップ・ルールが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

OSH コマンド・ラインで、copy オペレーターに適切なステップ・ルールを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOCP-00003

出力引数が NULL です。

説明: copy オペレーターの -output オプションに有効な値が含まれていません。-output オプションには、有効なフ
ァイル名またはネットワーク・アドレスである値が含まれている必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: OSH コマンド・ラインで、copy オペレーターの -output オプションに有効な値を指定する
か、-output オプションを削除してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOCP-00005
説明:

引数が NULL です。

OSH スキーマで、必須の引数に値が指定されていませんでした。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

OSH スキーマで、必須の引数に有効な値を指定してください。

関連情報:
インポート/エクスポート・プロパティー
DSEE-TOCP-00006

スキーマ・フラグメント "{0}" が正しくありません: {1}。

説明: 示されているスキーマ・フラグメントが破損しているため、ジョブが停止しました。ログ・ファイルでこのジョ
ブが失敗とマークされました。システム・レベルのエラー・メッセージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
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ユーザーの処置: システム・レベルのエラー・メッセージを確認し、スキーマ定義を調べ、スキーマ定義が適切にフォ
ーマット設定されていることを確認してください。
関連情報:
インポート/エクスポート・プロパティー
DSEE-TOCP-00007 スキーマ・フラグメント・フィールド "{0}" は、スキーマ変数、タグ付き、あるいはサブレコー
ドであってはなりません。
説明: 示されているフィールドをスキーマ変数、タグ付きデータ・タイプ、またはサブレコード・データ・タイプにす
ることはできません。copy オペレーターでは、これらのデータ・タイプはサポートされません。
ユーザーの処置: スキーマ定義を確認し、示されているフィールドでサポートされないデータ・タイプをすべて削除し
てください。「列メタデータ編集」ウィンドウを使用して、サポートされないデータ・タイプを削除できます。
関連情報:
「列メタデータ編集」ウィンドウ
DSEE-TOCP-00008
説明:

スキーマ・フラグメント・フィールド "{0}" は、非汎用タイプを使用する必要があります。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されているフィールドに、copy オペレーターでは
サポートされない汎用データ・タイプが含まれています。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOCP-00010

セグメント・レコード・カウントは、負にはできません。

説明: -checkpoint オプションに指定されている値が 0 未満です。-checkpoint オプションの値は、正整数でなけれ
ばなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

-checkpoint オプションに 0 以上の値を指定してください。

DSEE-TOCP-00011
説明:

スキーマまたはスキーマ・フラグメントが無効です: {0}。

示されているスキーマまたはスキーマ・フラグメントは無効です。

ユーザーの処置:
さい。

スキーマ定義を確認し、示されているスキーマまたはスキーマ・フラグメントを適切に定義してくだ

関連情報:
インポート/エクスポート・プロパティー
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DSEE-TOCP-00012 • DSEE-TOCP-00017
DSEE-TOCP-00012
説明:

無効な検証スキーマです: {0}。

示されているスキーマは無効です。

ユーザーの処置: スキーマ定義を確認し、示されているスキーマを修正してください。
関連情報:
インポート/エクスポート・プロパティー
DSEE-TOCP-00013

認識できないプロパティー: {0}。

説明: 示されているプロパティーは copy オペレーターで受け入れられる構文の一部ではないため、認識されませんで
した。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: OSH コマンド・ラインで、示されているプロパティーを copy オペレーターに有効なプロパティー
に変更するか、示されているプロパティーを削除してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
インポート/エクスポート・プロパティー
DSEE-TOCP-00015

入力を順次モードでセグメント化することはできません。

説明: 「実行モード」プロパティーが「順次」に設定されている場合、-checkpoint オプションに値を指定することは
できません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:
さい。

「実行モード」プロパティーを「パラレル」に設定するか、-checkpoint オプションを削除してくだ

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOCP-00016
説明:
す。

Copy ステージを開始オペレーターにすることはできません。Copy ステージには入力データ・セットが必要で

ユーザーの処置:

Copy ステージ用に定義されたスキーマが含まれている入力データ・セットを指定してください。

DSEE-TOCP-00017
説明:

入力データ・セットがなければなりません。

仮想データ・セット入力をセグメント化できません。

仮想データ・セットには -checkpoint オプションを指定できません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

OSH コマンド・ラインで、仮想データ・セットの -checkpoint オプションを削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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DSEE-TOCP-00018 スキーマ検証が失敗しました。入力スキーマ: {0} が指定された検証スキーマ: {1} と等しくあり
ません。
説明:

示されている入力データ・セットのデータが、示されている検証スキーマに一致していません。

ユーザーの処置:
してください。

入力データ・セットを確認し、入力データ・セットまたはスキーマを変更して両者が一致するように

DSEE-TOCP-00019 -outputSchema オプションからのスキーマに NULL 可能でないフィールドが含まれています:
{0}。
説明: データに NULL 可能ではないフィールドが含まれていますが、出力スキーマは、NULL 可能ではないフィール
ドが含まれていると失敗するように構成されています。
ユーザーの処置: 「列メタデータ編集」ウィンドウで、「NULL 可能」フィールドを「はい」に設定するか、NULL
可能ではないフィールドを -ouputSchema オプションから削除してください。
DSEE-TOCP-00020

-outputSchema オプションからのスキーマに NULL 可能フィールドが含まれています: {0}。

説明: データに NULL 可能のフィールドが含まれていますが、出力スキーマは、NULL 可能のフィールドが含まれて
いると失敗するように構成されています。
ユーザーの処置: 「列メタデータ編集」ウィンドウで、「NULL 可能」フィールドを「いいえ」に設定するか、NULL
可能フィールドを -ouputSchema オプションから削除してください。
DSEE-TOCP-00021

-outputSchema オプションからのスキーマが無効です。エラー: {0}。スキーマ: {1}

説明: -outputSchema オプションに無効なプロパティーが含まれているため、示されている出力スキーマを構文解析で
きません。エラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:
てください。
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第 29 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。
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 挿入
v 削除
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)
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。
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第 30 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-00002
説明:

スキーマ・ファイル "{0}" を開くことができませんでした。

osh コードで定義されている指定スキーマ・ファイルを開くことができません。

ユーザーの処置:

ファイルが指定のパスまたは現行ディレクトリーに存在することを確認してください。

DSEE-TOIX-00003

スキーマ・ファイル {0} の内容を変換しようとして変換上の問題が発生しました。

説明: 指定のスキーマ・ファイルに無効なスキーマ表定義が含まれているため、そのスキーマ・ファイルを変換できま
せんでした。このため、スキーマ・ファイルを読み取ることができません。
ユーザーの処置:

指定のスキーマ・ファイルに有効なスキーマ表定義を含めてください。

DSEE-TOIX-00004

エクスポート・フィールド "{0}": 誤った形式のインタクト・スキーマ:

説明: インタクト・プロパティーで指定されている部分レコード・スキーマで、指定のエクスポート・フィールドに無
効なデフォルト値または無効なパラメーターが含まれます。追加のメッセージが出されました。
ユーザーの処置: インタクト・プロパティーで指定されているレコード・スキーマのエクスポート・フィールドに対し
有効なプロパティーを指定してください。追加のメッセージを確認し、他に問題があれば解決してください。
関連情報:
インタクト
デフォルトのエクスポート・スキーマ
DSEE-TOIX-00005
説明:

エクスポート・フィールド "{0}": エクスポートの検証が失敗しました:

指定のエクスポート・フィールドを検証できません。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置: 追加の情報を使用して、問題を解決してください。
関連情報:
デフォルトのエクスポート・スキーマ
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
す。

{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

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。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2015
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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。
DSEE-TOIX-00009
説明:

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。

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。

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。

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
た。

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

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:
ださい。

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

DSEE-TOIX-00014

インポート・フィールド "{0}": 誤った形式のインタクト・スキーマ。

説明: インタクト・プロパティーで指定されている部分レコード・スキーマで、指定のインポート・フィールドに無効
なデフォルト値または無効なパラメーターが含まれます。追加のメッセージが出されました。
ユーザーの処置: インタクト・プロパティーで指定されているレコード・スキーマのインポート・フィールドに対し有
効なプロパティーを指定してください。追加のメッセージを確認し、他に問題があれば解決してください。
関連情報:
インタクト
デフォルトのインポート・スキーマ
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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: 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。
システムの処置:

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-00016
説明:

インポート・スキーマの検証時:

インポート・スキーマ定義を検証できません。エラーに関する追加情報が提供されます。

ユーザーの処置:

追加の情報を使用して、問題を解決してください。

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:

なし。

ユーザーの処置:
い。

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

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。
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-00019
説明:

{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。

{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-00020

インポートが成功するまで、このフィールドから新たにレポートが生成されることはありません。

説明: このメッセージの前に複数のメッセージが出されており、それらのメッセージにより、スキーマの同じフィール
ドに関する複数の問題が示されています。
ユーザーの処置:

出されたメッセージを確認し、問題を解決してください。

関連情報:
失敗
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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。
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。
DSEE-TOIX-00023
説明:

パラレル・エンジンでエクスポート・スキーマを検証できません。

ユーザーの処置:

ログを調べ、どのフィールドを検証できなかったか確認し、問題を解決してください。

DSEE-TOIX-00024
説明:
た。

エクスポートの検証が失敗しました。

ファイル・セット記述子 {0} を作成できません: {1}。

指定されたファイル・セット記述子を作成できません。システム・レベルのエラー・メッセージが出されまし

ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TOIX-00025

ファイル・セット記述子 {0} を STAT できません: {1}。

説明: 指定されたファイル・セット記述子に関する情報を取得できません。システム・レベルのエラー・メッセージが
出されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TOIX-00026

ファイル・セット記述子 {0} に書き込むことができません: {1}。

説明: 指定されたファイル・セット記述子に書き込むことができません。システム・レベルのエラー・メッセージが出
されました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TOIX-00027

ファイル・セット記述子 {0} を閉じることができません: {1}。

説明: 指定されたファイル・セット記述子を閉じることができません。システム・レベルのエラー・メッセージが出さ
れました。
ユーザーの処置:

システム・レベルのエラー・メッセージを使用して、問題を解決してください。

DSEE-TOIX-00028

ファイル {0} ({1}) のホスト名が ORCHESTRATE 構成ファイル内にありません。

説明: 指定ファイルの指定ホスト名が、osh 構成ファイルの fastname フィールドにありません。指定ファイルの場所
が見つかりません。
ユーザーの処置: osh 構成ファイルを更新して、fastname フィールドで指定されているファイルの特定ホスト名を持つ
ノードを含めてください。
DSEE-TOIX-00029
説明:

コードでスキーマが指定されていません。スキーマが指定されるまで、ジョブを実行できません。

ユーザーの処置:
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DSEE-TOIX-00030
説明:

ファイル名または宛先は使用する前に設定されていなければなりません。

順次ファイル・ステージに対してファイル名および宛先が指定されていません。

ユーザーの処置:

順次ファイル・ステージに対してファイル名および宛先を指定してください。

DSEE-TOIX-00031 "{0}" リソース・プールの中にディスクを伴うノードはありません。代わりに、デフォルトのディ
スク・プールを使用します。
説明: ユーザー・ジョブ・デザインではステージが特定のリソース・ノード・プールを使用することが指定されていま
すが、指定された構成ファイル (実行時に APT_CONFIG_FILE 環境変数で定義される) は指定されたリソース・プールの
ノードを定義していません。デフォルトのノード・プールが使用されます。
注: DB2® Enterprise オペレーターには db2 というリソース・プールが必要です。
ユーザーの処置: 関連するステージのノード・プールを訂正するようにジョブ・デザインを変更するか、または欠落し
ているノード・プール名を含むように構成ファイルを変更してください。
DSEE-TOIX-00032 "{0}" リソース・プールの中、およびデフォルトのディスク・プールのどちらにも、ディスクを伴
うノードはありません。
説明:
ん。

指定のリソース・プール内またはデフォルト・ディスク・プール内のノードが構成ファイルで定義されていませ

ユーザーの処置: 指定のリソース・プールまたはデフォルト・ディスク・プールに対して、構成ファイルでノードを指
定してください。
DSEE-TOIX-00033
説明:

"{0}" リソース・プールの中にディスクを伴うノードはありません。

構成ファイルに、指定のリソース・プール用に定義されたリソース・ディスクが含まれていません。

ユーザーの処置:
い。

指定のリソース・プールに、構成ファイルで定義されたディスクが含まれることを確認してくださ

関連情報:
バッファー・スクラッチ・ディスク・プール
DSEE-TOIX-00034 ファイル・セット出力にフィルターを使用することは、パーティションごとに 1 ファイルである
ことを意味します。
説明:
す。

ファイル・セット出力でフィルターを使用する場合、パーティションごとに 1 つのファイルのみ許可されま

ユーザーの処置: パーティションごとに 1 つのファイルのみ使用するようジョブ・デザインを変更するか、ファイ
ル・セット出力でフィルターを使用しないようにジョブ・デザインを変更してください。
DSEE-TOIX-00035 singleFilePerPartition が要求されましたが、ファイル・セットのパーティション {0} には、{1} フ
ァイル含まれます。
説明: 示されているパーティションでは、示されている数のファイルがファイル・セットに含まれていま
す。-singleFilePerPartition が設定されているため、1 つのパーティション当たりに書き込むことができるファイル
は 1 つのみです。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

以下のいずれかを実行します。

v osh コマンド・ラインから -singleFilePerPartition オプションを削除する。
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v File Set ステージの入力リンク・プロパティー・タブで「パーティションごとに 1 ファイル」=「偽」を設定する。
v File Set ステージのエディター・ウィンドウの「プロパティー」タブで、ターゲット・ファイル・セットに対して
「ファイル・セット更新ポリシー」=「上書き」を設定して、-singleFilePerPartition オプションを上書きする。
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-00037

APT_FileExportOperator はファイル・セット {0} からノード・マップを生成できませんでした。

説明: ノード・マップは、オペレーターが実行されるノード・セットを指定します。示されているファイル・セットか
らノード・マップを作成できませんでした。現在の構成では、このファイル・セットを使用できません。
ユーザーの処置:

構成を修正するか、ファイル・セットを再度作成してください。

DSEE-TOIX-00038
説明:

指定されたスキーマを理解できません

指定されたスキーマを理解できません。理由は、TFRS 接頭部を持つ前の関連メッセージに示されています。

ユーザーの処置:

関連 TFRS メッセージを探し、メッセージに示されている適切なアクションを実行してください。

DSEE-TOIX-00044

予期しないエクスポート・モード: {0}。

説明: ファイル・セットは存在しますが、ファイル・セットに対する処理に無効なエクスポート・モードが指定されて
います。追加のエラー・メッセージが出されました。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エラーを確認し、エクスポート・モードを適宜修正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOIX-00045

ノード {0} でファイルを作成できません。

説明: 既存のファイル・セットに書き込んでいる、示されているノードでファイルが見つかりませんでした。プログラ
ムで新規ファイルを作成できません。現在の構成では、既存のファイル・セットを使用できません。
ユーザーの処置:

構成を修正するか、ファイル・セットを再度作成してください。

関連情報:
File Set ステージ
DSEE-TOIX-00047
説明:

示されているファイルは存在しますが、プログラムは示されているファイルに関する情報を取得できません。

ユーザーの処置:

ファイルの名前を変更するか、ファイルを再度作成してください。

DSEE-TOIX-00048
説明:

{0} ファイルは既に存在します。

{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。

システムの処置:
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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-00049

{0} を開くことができません: {1}。

説明: プログラムで指定ファイルを指定モードで開くことができません。ファイルの SQL ステートメントでオープ
ン・モード・オプション (例えば、replace、append、create) を確認してください。追加のエラー・メッセージが出され
ました。
ユーザーの処置:

メッセージを確認し、問題を修正してください。

DSEE-TOIX-00050

パイプ接続が失敗しました: {0}。

説明: プログラムでファイル・パターンの処理用の内部通信パイプを作成できませんでした。ulimit -n 制限の設定値
が十分に大きくない可能性があります。ほとんどの InfoSphere DataStage 環境では、ulimit -n を 100000 に設定すれば
十分です。 ulimit -n 制限を unlimited に設定しないでください。unlimited 設定にすると、プログラムで問題が生じる
ことがあります。追加のエラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: ulimit -n 制限が十分であるかを確認してください。リソースの問題がないかを確認してください。
エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。
DSEE-TOIX-00053
説明:

エクスポートが失敗しました。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOIX-00058

クローズが失敗しました: {0}。

説明: パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。 追加エラー・メッセ
ージが示されました。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。エクスポート・ファイル記述子を閉じることができ
ません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOIX-00060
説明:

フィルター処理が失敗しました: {0}。

示されている状況でフィルター処理が失敗しました。

ユーザーの処置:

状況を確認して、エラーの理由を判別し、適切なアクションを実行してください。
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DSEE-TOIX-00061
説明:

フィルター処理がシグナル {0} により停止しました。

シグナルにより、フィルター・プロセスが停止しました。追加のエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: メッセージを確認し、問題を修正してください。
DSEE-TOIX-00062
説明:

予期しない waitpid() 値: {0}。

Export ステージで外部フィルター・プロセスが呼び出されましたが、外部プロセスを開始できませんでした。

ユーザーの処置: フィルター・プロセスの問題を修正してください。フィルターの資料で、考えられるエラー戻り値を
確認してください。
DSEE-TOIX-00064

stdout 書き込みファイル記述子を閉じることができません: {0}。

説明: 処理の終了後、プレイヤー・プロセス・クリーンアップ時に stdout ファイル記述子を閉じることができません
でした。これは、別のジョブが同じファイルを参照している場合に発生することがあります。
ユーザーの処置:

ジョブを再実行してください。

DSEE-TOIX-00065

stdout 書き込み処理が失敗しました: {0}。

説明: ステップは正常に完了し、オペレーターの出力が stdout に書き込まれました。ただし、stdout への書き込み中
にエラーが発生しました。追加のエラー・メッセージが出されました。これは、一時的なネットワーク・エラーまたは
システム・エラーである可能性があります。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

DSEE-TOIX-00066

stdout 書き込み処理がシグナル {0} により停止しました。

説明: ステップは正常に完了し、オペレーターの出力が stdout に書き込まれました。ただし、示されている UNIX シ
グナルを受信したため、書き込みプロセスが停止しました。
ユーザーの処置:

プロセスを終了させたシグナルを確認し、エラーを修正してください。

DSEE-TOIX-00067

APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: {0} の mkfifo が失敗しました: {1}。

説明: stdout に出力を送信するパイプを作成できませんでした。 ulimit -n 制限の設定値が十分に大きくない可能性が
あります。ほとんどの InfoSphere DataStage 環境では、ulimit -n を 100000 に設定すれば十分です。 ulimit -n を
unlimited に設定しないでください。unlimited 設定にすると、プログラムで問題が生じることがあります。追加のエラ
ー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: ulimit -n 制限が十分であるかを確認してください。リソースの問題がないかを確認してください。
メッセージを確認し、問題を修正してください。
DSEE-TOIX-00068
説明:

APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: fork が失敗しました: {0}。

fork() のため、stdout プロセスの作成が失敗しました。

ユーザーの処置:

ジョブが失敗した時点におけるシステム・リソース (メモリーなど) を確認してください。

DSEE-TOIX-00069 APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: エラー: fifo {0} のオープンが失敗しました: {1}。
親プロセス ({2}) はハングしている可能性があります。
説明: stdout に書き込む子プロセスで、示されている記述子を開くことができませんでした。進行状況の情報が示され
ました。示されている親プロセスがハングしている可能性があります。これはシステム・エラーです。
ユーザーの処置:
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DSEE-TOIX-00070 APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: fifo {0} の読み取りが失敗しました: {1}。親プロセ
ス ({2}) はハングしている可能性があります。
説明: stdout に書き込む子プロセスで、示されている記述子を開くことができませんでした。進行状況の情報が示され
ました。示されている親プロセスがハングしている可能性があります。これは、システムが過負荷状態であるか、必要
なリソースが使用できないことによる、システム・エラーです。
ユーザーの処置:

ジョブを再実行してください。

DSEE-TOIX-00071 APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: 標準出力の書き込みが失敗しました。bytesRead =
{0}、¥nbytesWritten = {1}、エラー = {2}。親プロセス {3} はハングしている可能性があります。
説明: プログラムで stdout への書き込みに失敗しました。stdout に書き込まれたバイト数が、プログラムで親プロセ
スから読み取ったバイト数と同じでありません。
ユーザーの処置: ファイル・システムでの許可を確認してください。ネットワークやディスク・スペースの問題がない
ことを確認してください。
DSEE-TOIX-00072 APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: fifo {0} のリンク解除が失敗しました: {1}。親プロ
セス ({2}) はハングしている可能性があります。
説明: stdout プロセスで指定ファイルを閉じることができませんでした。示されている親プロセスがハングしている可
能性があります。このメッセージは多くの場合、システム・リソース制限が原因です。追加のエラー・メッセージが出
されました。
ユーザーの処置:

エラーを確認し、問題を修正してください。ジョブを再実行してください。

DSEE-TOIX-00073

APT_FileExportOperator::setOutputToStdout: fifo {0} のオープンが失敗しました: {1}。

説明: stdout に出力を送信するパイプを作成できませんでした。 ulimit -n 制限の設定値が十分に大きくない可能性が
あります。ほとんどの InfoSphere DataStage 環境では、ulimit -n を 100000 に設定すれば十分です。 ulimit -n 制限を
unlimited に設定しないでください。unlimited 設定にすると、プログラムで問題が生じることがあります。追加のエラ
ー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置: ulimit -n 制限が十分であるかを確認してください。リソースの問題がないかを確認してください。
エラーを確認し、問題を修正してください。
DSEE-TOIX-00074

無効なファイル名が指定されました: {0}。

説明: 示されているファイル名は無効です。構文は [[host:]filename です。ホスト名と区切り文字のコロンはオプショ
ン設定です。ファイル名にコロンが含まれている場合、コロンを指定する必要があります。
ユーザーの処置:

有効なファイル名を指定してください。

DSEE-TOIX-00075

ファイル、宛先、ファイル・セット、または stdout のうちの 1 つのみ指定できます。

説明: エクスポート・ファイルについて、export オペレーターに指定できるオプションは 1 つのみです (file、
destination、file set、または stdout のいずれか)。
ユーザーの処置:

エクスポート・ファイルに対してパラメーターを 1 つのみ指定してください。

DSEE-TOIX-00076

無効な宛先プログラム名が指定されました: {0}。

説明: エクスポート・ファイルがターゲット・プログラムとして指定されましたが、その名前が無効です。指定するフ
ァイル名のすべての文字は、英字、数字、ピリオド、ダッシュ、または下線のいずれかでなければなりません。ファイ
ル・パスは有効でなければなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
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DSEE-TOIX-00077 • DSEE-TOIX-00082
ユーザーの処置:

有効なプログラム名を指定し、ファイル・パスが正しいことを確認してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOIX-00077

宛先、ファイル、ファイル・セット、または stdout のうちの 1 つのみ指定できます。

説明: エクスポート・ファイルについて、export オペレーターに指定できるオプションは 1 つのみです (file、
destination、file set、または stdout のいずれか)。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

エクスポート・ファイルに対して有効なオプションを 1 つのみ指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOIX-00078
説明:

フィルターを出力宛先と同時に指定できません。

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
説明:

ファイル、ファイル・セット、stdout のみが指定できます。

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:
い。

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

DSEE-TOIX-00080
説明:

フィルターをファイル・セットと同時に指定できません。

フィルターがファイル・セット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、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-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。

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。
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。
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DSEE-TOIX-00083
説明:

フィルターを出力宛先と同時に使用できません。

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。

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:

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-00085
説明:
ん。

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

-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

システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:

-file オプションを削除してください。

DSEE-TOIX-00086
説明:
ん。

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

-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

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。

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。

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:

-destinationlist オプションを削除してください。

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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ユーザーの処置:

-destinationlist オプションを削除してください。

DSEE-TOIX-00090
説明:

宛先リスト・ファイル "{0}" を開くことができませんでした。

示されている宛先リスト・ファイルを開くことができません。

ユーザーの処置:
ください。

ファイル・パスおよびファイル許可を確認し、ファイルに対するアクセス権限があることを確認して

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:

-fileset オプションを削除してください。

DSEE-TOIX-00092
説明:

認識できないプロパティー: {0}。

エクスポート・オプションに指定されているオプションが、プログラムで認識されませんでした。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 指定したオプションを修正してください。
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:

-append オプションを削除してください。

DSEE-TOIX-00094

mode_ = {0}。

説明: モードの指定が、create、replace、append、discard records、または discard schema and records のいずれでもあ
りません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効なモードを指定してください。

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。
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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・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。
システムの処置:

なし。

ユーザーの処置:
ください。

-replace、-discard_records、 -discard_schema_and_records、-append オプションのいずれかを指定して

DSEE-TOIX-00098

ファイル・セット記述子 {0} を構文解析できません: {1}。

説明: 示されているファイル・セットを開くことができず、プログラムを続行できません。追加のエラー・メッセージ
が出されました。
ユーザーの処置: 指定したファイル・セット・パスが正しいか確認してください。正しいアクセス許可を指定してくだ
さい。エラー・メッセージを確認し、問題を修正してください。
DSEE-TOIX-00099
説明:

ファイル・セット記述子 {0} を構文解析できません: {1}。

指定されたファイル・セットを構文解析できません。追加のエラー・メッセージが出されました。

ユーザーの処置: エラー・メッセージを確認し、ファイル・セットを修正してください。
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。
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DSEE-TOIX-00108
説明:

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。

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
説明:

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。

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
説明:

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。

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:
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DSEE-TOIX-00155 • DSEE-TOIX-00179
DSEE-TOIX-00155
説明:

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。

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
説明:

進行状況: {0} パーセント。

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。

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
説明:

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。

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。

第 30 章 TOIX: インポートとエクスポート
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DSEE-TOIX-00189
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・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。
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第 31 章 TOJO: 結合オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOJO メッセージについて説明します。
DSEE-TOJO-00001
説明:

完全外部結合オペレーターでは 2 つ以下の入力がサポートされます。

完全外部結合オペレーターに 2 つより多い入力データ・セットが指定されています。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

完全外部結合オペレーターに対して正確に 2 つの入力データ・セットを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOJO-00002

サイズ・オプションはサポートされなくなっており、無視されました。

説明: 結合オペレーターの -size オプションは非推奨になりました。これと関連付けられているアクションや値はす
べて無視されます。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

結合オペレーターの -size オプションを削除するように osh コードを更新してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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第 32 章 TOLC: ルックアップ・オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOLC メッセージについて説明します。
DSEE-TOLC-00001

FileSet 記述子 "{0}" の構文解析に失敗しました: {1}

説明: 指定された記述子ファイルの内容を読み取ることができません。メッセージの最後にシステム・レベルのエラ
ー・メッセージが提供されます。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

DSEE-TOLC-00002

保存表に名前が指定されていません

説明: ルックアップ・ファイル・セットの作成時に、ファイル名が指定されていません。このエラーは、ジョブ・パラ
メーターでファイル名が指定され、パラメーター名が定義されていない場合に起こることがあります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから osh を実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

ルックアップ・ファイル・セットのファイル名を指定してください。

DSEE-TOLC-00003
説明:

表は少なくとも 1 つのキーを必要とします

ルックアップ・ファイル・セットを作成するためには、少なくとも 1 つのキーを定義する必要があります。

ユーザーの処置: ルックアップ・ファイル・セット用の定義済みキーがスキーマ定義に少なくとも 1 つ含まれるよう
にしてください。
DSEE-TOLC-00004
説明:
す。

ファイル・セット記述子 {0} の作成に失敗しました: {1}

指定された記述子を作成できません。メッセージの最後にシステム・レベルのエラー・メッセージが提供されま

ユーザーの処置: エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。
DSEE-TOLC-00005

ストリームを fd {0} にアタッチするときにエラーがありました

説明: 指定された記述子ファイルを開くことができません。オペレーティング・システムからエラー・メッセージは出
されません。通常、このエラーはシステム障害が原因で起こります。
ユーザーの処置:

エラーについての詳しい情報は、ログ・ファイルを確認してください。

DSEE-TOLC-00006

ファイル・セット記述子 {0} の書き込みに失敗しました: {1}

説明: 指定された記述子ファイルに書き込みを行うことができません。メッセージの最後にシステム・レベルのエラ
ー・メッセージが提供されます。
ユーザーの処置: エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。
DSEE-TOLC-00008
説明:

LUT ファイル・セット {1} のノード {0} のマッチングに失敗しました:

指定されたファイル・セット内で、指定されたノードはジョブ構成ファイル内に存在しません。

ユーザーの処置: ジョブ構成ファイルが指定されたファイル・セットと連動できるようにするか、または正しい構成フ
ァイルを使用してファイル・セットを再作成してください。
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DSEE-TOLC-00009

表 {0} のファイナライズ/保存でエラーがありました

説明: 最終セットの情報を記述子ファイルに書き込めません。メッセージの最後にシステム・レベルのエラー・メッセ
ージが提供されます。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

DSEE-TOLC-00017

キー・フィールド "{0}" が入力データ・セット {1} 上で見つかりません

説明: ルックアップ・ファイル・セットからルックアップ・テーブルを作成する際に、スキーマ定義内の指定されたキ
ー・フィールドに対して入力データ・セット・ファイルが指定されませんでした。
ユーザーの処置:
い。

参照ファイル内のスキーマ定義を調べ、指定されたキー・フィールドが存在するようにしてくださ

DSEE-TOLC-00021

FileSet 記述子 "{0}" の構文解析に失敗しました: {1}

説明: 指定された記述子ファイルを構文解析できません。このエラーは、ファイル・セットからの破損した記述子ファ
イルが原因で起こることがあります。データ・セットの記述子ファイルを手動で編集することはできません。メッセー
ジの最後にシステム・レベルのエラー・メッセージが提供されます。
ユーザーの処置: ルックアップ・ファイル・セットを再作成してください。
DSEE-TOLC-00023

ルックアップ・テーブル {0} は古くなっています: バージョン情報がありません。

説明: ルックアップ・ファイル・セットは旧バージョンのコンパイラーで作成されたものであり、現行バージョンと互
換性がありません。
ユーザーの処置:

ルックアップ・ファイル・セットを再作成してください。

DSEE-TOLC-00025 ルックアップ・テーブル {0} のバージョンが正しくありません: {1} が予測されましたが、{2} を
取得しました
説明: 指定されたルックアップ・ファイル・セット名の場合は、ルックアップ・ファイル・セットの指定されたバージ
ョンは無効です。
ユーザーの処置:
い。

メッセージに示されている正しいバージョンのルックアップ・ファイル・セットを再作成してくださ

DSEE-TOLC-00027

範囲表は共有として作成する必要があります

説明: 範囲ルックアップを行う際に、参照として使用されるルックアップ・ファイル・セットが、「範囲ルックアッ
プ」オプションを有効にして作成されませんでした。
ユーザーの処置: 「範囲ルックアップ」オプションを有効にし、範囲ルックアップ用にルックアップ・ファイル・セッ
トを再作成してください。
DSEE-TOLC-00028 プール ¥"{0}¥" の中にディスク・リソースが見つかりません。このプールの中のディスク・リソ
ースは、ルックアップ・テーブルの作成に必要です。
説明: 指定されたノード・プールの場合に、このルックアップ・ファイル・セットのデータ・ファイルが見つかりませ
んでした。
ユーザーの処置: 有効なノード・プールを指定する構成ファイルを使用して、ルックアップ・ファイル・セットを再作
成してください。
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DSEE-TOLC-00030 • DSEE-TOLC-00036
DSEE-TOLC-00030

LUT ファイル・セット {2} のノード {0} (fastname {1}) のマッチングが失敗しました。

説明: 指定されたノードを、ルックアップ・テーブルの指定されたファイル・セットを含むメイン構成ファイルからの
指定された fastname と関連付けることはできません。
ユーザーの処置: ジョブ構成ファイルが指定されたファイル・セットと連動できるようにするか、または正しい構成フ
ァイルを使用してファイル・セットを再作成してください。
DSEE-TOLC-00032

表 ({0}) でのキー・ルックアップが失敗しました。キー値: {1}

説明: 指定されたキー値は、指定された参照ファイル・セット内で見つかりませんでした。このエラーは、指定された
キー値が指定された参照ファイル・セットと一致しないときにジョブを履行しないように、オプションをルックアッ
プ・オペレーターで設定した場合に、起こることがあります。
ユーザーの処置: 指定された値についてレコードがキーと一致するようにしてください。
DSEE-TOLC-00036 更新可能なルックアップ・テーブルは、ルックアップ・キーでハッシュ・パーティションが必要
です。他のパーティション方式は正しい結果を出さない可能性があります。
説明: ルックアップ・ファイル・セットがルックアップ・キーに基づいてハッシュ・パーティション化されませんでし
た。入力や参照のために同じデータ集合が同じノード上にあるようにするには、適切なパーティション化が必要です。
ユーザーの処置: ルックアップ・ファイル・セットがキー・フィールドに基づいて正しくパーティション化されるよう
にしてください。

第 32 章 TOLC: ルックアップ・オペレーター
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第 33 章 TOLP: ルックアップ・オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOLP メッセージについて説明します。
DSEE-TOLP-00010

不明な失敗。アクション・ディレクティブ: {0}

説明: ルックアップ・オペレーター・コードで、-ifNotFound オプションの指定されたアクションは無効です。
fail、drop、reject、または continue のいずれかでなければなりません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効ないずれかの値を指定するようにルックアップ・コードを訂正してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOLP-00025
説明:

レコード {0} キー値のキー・ルックアップが失敗しました: {1}

指定されたレコードは、指定された値のキー・ルックアップと一致しません。ジョブは停止します。

ユーザーの処置: すべての入力レコードが、指定されたキー値について一致する参照レコードを持つようにしてくださ
い。
DSEE-TOLP-00032
説明:

複数のルックアップ・テーブルは重複するエントリーを許可します: {0} ({1}) と {2} ({3})

重複レコードを許可できるのは参照リンク上のただ 1 つのルックアップ・テーブルのみです。

ユーザーの処置: 参照リンクが別々のルックアップ・テーブルにマップされるようにするか、または 1 つだけが重複
レコードを許可するように参照リンクを変更してください。
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第 34 章 TOLU: ルックアップ・オペレーター
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOLU メッセージについて説明します。
DSEE-TOLU-00011

ファイル・セット記述子 "{0}" のオープンに失敗しました: {1}。

説明: ファイル・セットの指定された記述子ファイルが開かれたときにエラーが発生しました。システム・レベルのエ
ラー・メッセージが出されました。
ユーザーの処置:

エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。

DSEE-TOLU-00016
説明:

少なくとも 1 つの表を宣言する必要があります。

ルックアップ・オペレーターの開始フェーズで、システムが参照表を検出できませんでした。

ユーザーの処置: コード内のルックアップ・オペレーターに対して少なくとも 1 つの参照表を定義してください。
DSEE-TOLU-00019
説明:

入力データ・セット {0} がありません。

ルックアップ・オペレーターの開始フェーズで、指定された入力データ・セットが見つかりませんでした。

ユーザーの処置:
い。

ルックアップ・オペレーターに対して少なくとも 1 つの入力リンクが定義されるようにしてくださ

DSEE-TOLU-00020

{0} の {1} への名前の変更が失敗しました: {2}。

説明: 既存のルックアップ・ファイル・セットを上書きしているときに、元の参照ファイルを名前変更することができ
ませんでした。システム・レベルのエラー・メッセージが出されます。
ユーザーの処置: エラー・メッセージを調べ、問題を訂正してください。
DSEE-TOLU-00022

-createOnly オプションを使用するときは、-save オプションを指定する必要があります。

説明: ルックアップ・オペレーターのコードに -createOnly オプションが含まれている場合は、-save オプションも
定義する必要があります。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:
ださい。

-createOnly オプションを削除するか、または有効な値を使用して -save オプションを追加してく

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
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第 35 章 TOMG: マージ
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOMG メッセージについて説明します。
DSEE-TOMG-00001 このパーティションから、正しくないマスター・レコードについて新たに警告が出されることは
ありません。
説明:

このメッセージは、過剰なロギング・メッセージを制限するための内部制限に達した場合に発行されます。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TOMG-00002 このパーティションから、正しくない更新レコードについて新たに警告が出されることはありま
せん。
説明:

このメッセージは、過剰なロギング・メッセージを制限するための内部制限に達した場合に発行されます。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

DSEE-TOMG-00003
説明:

マージのために指定されたキーはありません。

merge オペレーターにキーが指定されていません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

merge オペレーターで 1 つ以上のキー・フィールドを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOMG-00004
説明:

入力データ・セット {0} は、キーの要件を満たしません。

示されている入力スキーマに、Merge ステージで定義されているキー列が含まれていません。

ユーザーの処置:

Merge ステージで、入力スキーマに対して有効なキー列を指定してください。

DSEE-TOMG-00005

マスター引数が NULL です。

説明: オペレーターの OSH コマンドが作成されたときに、1 つ以上の変数の値が指定されませんでした。パラレル・
エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TOMG-00006 • DSEE-TOMG-00008
DSEE-TOMG-00006

ステップ引数が NULL です。

説明: オペレーターの OSH コマンドが作成されたときに、1 つ以上の変数の値が指定されませんでした。パラレル・
エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOMG-00007

出力引数が NULL です。

説明: オペレーターの OSH コマンドが作成されたときに、1 つ以上の変数の値が指定されませんでした。パラレル・
エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOMG-00008

更新引数が NULL です。

説明: オペレーターの OSH コマンドが作成されたときに、1 つ以上の変数の値が指定されませんでした。パラレル・
エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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DSEE-TOMG-00009 merge オペレーターに対して、少なくとも 2 つの入力データ・セットをアタッチする必要があ
ります。
説明:

merge オペレーターには 2 つ以上の入力リンクが必要です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 2 つ以上の入力リンクを merge オペレーターに追加してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOMG-00010 merge オペレーターに対して、少なくとも 1 つの出力データ・セットをアタッチする必要があ
ります。
説明:

merge オペレーターには 1 つ以上の出力リンクが必要です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置: 1 つ以上の出力リンクを merge オペレーターに追加してください。
関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOMG-00011
リジェクト・データ・セットを、すべての更新データ・セットにアタッチするか、まったくア
タッチしないかのどちらかである必要があります。
説明:

リジェクト・リンクを指定する場合、出力リンクと同じ数のリジェクト・リンクがなければなりません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

出力リンクごとに 1 つのリジェクト・リンクを指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOMG-00012

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) は拒否されます。マスターは残っていません。

説明: 各更新レコードは、マスター・レコードに一致していなければなりません。すべてのマスター・レコードがスキ
ャンされたため、示されているデータ・セットの示されている更新レコードは自動的に拒否されました。このメッセー
ジは、データ関連の問題を示している可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに
一致しない場合や、重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などです。これ以上マスタ
ー・レコードがない場合、更新レコードは無効と見なされる可能性があります。
ユーザーの処置:

各更新レコードがマスター・レコードに一致しているようにしてください。

関連情報:
マージ・オペレーション
DSEE-TOMG-00013

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) はドロップされます。マスターは残っていません。

説明: すべてのマスター・レコードがスキャンされ、リジェクト・リンクが指定されていないことが原因で、示されて
いるデータ・セットの示されている更新レコードがドロップされました。このメッセージは、データ関連の問題を示し
ている可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが
許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などです。これ以上マスター・レコードがない場合、更新レ
コードは無効と見なされる可能性があります。
ユーザーの処置:

各更新レコードがマスター・レコードに一致しているようにしてください。
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DSEE-TOMG-00014 • DSEE-TOMG-00029
DSEE-TOMG-00014
ん。

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) は拒否されます。マスター・レコードはありませ

説明: 更新レコードに一致するマスター・レコードが存在しないため、示されているデータ・セットの示されている更
新レコードは自動的に拒否されました。このメッセージは、データ関連の問題を示している可能性があります。例え
ば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが許可されないときに重複キーが
データに含まれている場合などです。
ユーザーの処置:

以下のタスクを実行してください。

v 各更新レコードがマスター・レコードに一致しているようにしてください。
v ジョブに指定したデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてください。
DSEE-TOMG-00015
ん。

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) はドロップされます。マスター・レコードはありませ

説明: 更新レコードに一致するマスター・レコードが存在しておらず、リジェクト・リンクが指定されていないため
に、示されているデータ・セットの示されている更新レコードはドロップされました。このメッセージは、データ関連
の問題を示している可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合
や、重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などです。
ユーザーの処置:

ジョブに指定したデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてください。

DSEE-TOMG-00026

マスター・レコード ({0}) に更新はなく、ドロップされました。

説明: 示されているマスター・レコードに一致する更新が存在しなかったため、マスター・レコードはドロップされま
した。このメッセージは、データ関連の問題を示している可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスタ
ー・レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などで
す。
ユーザーの処置: ジョブに指定したデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてください。
DSEE-TOMG-00027

マスター・レコード ({0}) に更新はありません。

説明: 示されているマスター・レコードに一致しているレコードがありません。このメッセージは、データ関連の問題
を示している可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、重複
キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などです。
ユーザーの処置:
い。

ジョブに指定されているデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてくださ

DSEE-TOMG-00028

マスター・レコード ({0}) は重複しており、ドロップされました

説明: 示されているマスター・レコードは以前のマスター・レコードと重複しているため、示されているマスター・レ
コードはドロップされました。このメッセージは、データ関連の問題を示している可能性があります。例えば、更新レ
コードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含
まれている場合などです。
ユーザーの処置: ジョブに指定されているデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてくださ
い。
DSEE-TOMG-00029
説明:
す。

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

システムの処置:
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DSEE-TOMG-00030 • DSEE-TOMG-00031
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-TOMG-00030
説明:

マスター・レコード ({0}) は順序どおりではないので、ドロップされました。

このエラーは、以下の理由で発生する可能性があります。

v デフォルトでは、マスター・レコードは、マージ・プロセスの開始前に自動的にソートされます。デフォルトのソー
ト・プロセスがオーバーライドされており、マスター・レコードの順序が正しくない場合は、レコードをマージでき
ません。
v マスター・レコードがデフォルト・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、これはプログラム・エ
ラーです。パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかのタスクを実行します。

v デフォルト・プロセスがオーバーライドされている場合、マスター・レコードが正しい順序でソートされている状態
にするか、デフォルトのソート・プロセスを復元してください。
v マスター・レコードがデフォルトのソート・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、IBM ソフト
ウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポー
トに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることがで
きます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOMG-00031
説明:

マスター・レコード ({0}) は順序どおりではありません

このエラーは、以下の理由で発生する可能性があります。

v デフォルトでは、マスター・レコードは、マージ・プロセスの開始前に自動的にソートされます。デフォルトのソー
ト・プロセスがオーバーライドされており、マスター・レコードの順序が正しくない場合は、レコードをマージでき
ません。
v マスター・レコードがデフォルト・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、これはプログラム・エ
ラーです。パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかのタスクを実行します。

v デフォルト・プロセスがオーバーライドされている場合、マスター・レコードが正しい順序でソートされている状態
にするか、デフォルトのソート・プロセスを復元してください。
v マスター・レコードがデフォルトのソート・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、IBM ソフト
ウェア・サポートに連絡してください。ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポー
トに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることがで
きます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
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DSEE-TOMG-00032 • DSEE-TOMG-00035
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOMG-00032
説明:

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) は拒否されました (順序どおりでない)

このエラーは、以下の理由で発生する可能性があります。

v デフォルトでは、更新レコードは、マージ・プロセスの開始前に自動的にソートされます。デフォルトのソート・プ
ロセスがオーバーライドされており、更新レコードの順序が正しくない場合は、レコードをマージできません。
v 更新レコードがデフォルト・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、これはプログラム・エラーで
す。パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかのタスクを実行します。

v デフォルト・プロセスがオーバーライドされている場合、更新レコードが正しい順序でソートされている状態にする
か、デフォルトのソート・プロセスを復元してください。
v 更新レコードがデフォルトのソート・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、IBM ソフトウェ
ア・サポートに連絡してください。ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに
連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができま
す。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOMG-00033

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) は拒否されました (レコードが重複)

説明: 示されている更新レコードが以前のレコードと重複しています。示されている更新レコードはドロップされまし
た。このメッセージは、データ関連の問題を示している可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスター・
レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などです。
ユーザーの処置:
い。

ジョブに指定されているデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてくださ

DSEE-TOMG-00034

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) は拒否されました

説明: 示されているデータ・セットの示されている更新レコードは拒否されました。このメッセージは、データ関連の
問題を示している可能性があります。例えば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、
重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれている場合などです。
ユーザーの処置:
い。

ジョブに指定されているデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてくださ

DSEE-TOMG-00035
説明:

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) はドロップされました (順序どおりでない)

このエラーは、以下の理由で発生する可能性があります。

v デフォルトでは、更新レコードは、マージ・プロセスの開始前に自動的にソートされます。デフォルトのソート・プ
ロセスがオーバーライドされており、更新レコードの順序が正しくない場合は、レコードをマージできません。
v 更新レコードがデフォルト・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、これはプログラム・エラーで
す。パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。
ユーザーの処置:

以下のいずれかのタスクを実行します。

v デフォルト・プロセスがオーバーライドされている場合、更新レコードが正しい順序でソートされている状態にする
か、デフォルトのソート・プロセスを復元してください。
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v 更新レコードがデフォルトのソート・プロセスでソートされてもこのエラーが発生した場合は、IBM ソフトウェ
ア・サポートに連絡してください。ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに
連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができま
す。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOMG-00036

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) はドロップされました (レコードが重複)

説明: 示されている更新レコードは、以前の更新レコードと重複しており、リジェクト・リンクが指定されていないた
めにドロップされました。このメッセージは、データ関連の問題を示している可能性があります。例えば、更新レコー
ドのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが許可されないときに重複キーがデータに含まれ
ている場合などです。
ユーザーの処置:
い。

ジョブに指定されているデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてくださ

DSEE-TOMG-00037

データ・セット {1} の更新レコード ({0}) はドロップされました

説明: 示されている更新レコードはドロップされました。このメッセージは、データ関連の問題を示している可能性が
あります。例えば、更新レコードのキーがマスター・レコードのキーに一致しない場合や、重複キーが許可されないと
きに重複キーがデータに含まれている場合などです。
ユーザーの処置:

ジョブに指定したデータを確認し、ジョブ・デザインの要件が満たされた状態にしてください。
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第 36 章 TOPK: ピーク
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TOPK メッセージについて説明します。
DSEE-TOPK-00001
説明:

スキーマ・タイプ {0} は print 関数をインプリメンテーションしていません。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されているスキーマ・タイプでは、テキストとし
て読み取り可能な値を表示できません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOPK-00002
説明:

無効な {0} が、スキーマ・タイプ {1} の "print" 関数として登録されています。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されているスキーマ・タイプの示されている関数
は、テキストとして読み取り可能な値を表示するために使用できる、有効な関数ではありません。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOPK-00004
説明:

無効な識別子: {0}。

示されている ID は、有効なスキーマ変数ではありません。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから osh を実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

有効なスキーマ変数を指定してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOPK-00005
説明:

無効なプロパティー: {0}。

OSH コードの示されているパラメーターは無効です。

通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

OSH コードの示されているパラメーターを削除するか修正してください。
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関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOPK-00006

少なくとも 1 つの出力データ・セットをアタッチする必要があります。

説明: -dataset、-ds、または -print_to_ds のいずれかのオプションが指定されましたが、出力データ・セットが指
定されていませんでした。
通常、このメッセージは、コマンド・ラインから OSH プログラムを実行した場合に表示されます。
ユーザーの処置:

オプションに対して出力データ・セットを指定するか、オプションを削除してください。

関連概念:
3 ページの『OSH プログラム』
DSEE-TOPK-00007

入力データ・セットにフィールドがありません: "{0}"。

説明: 入力リンクのスキーマ内の示されているフィールドは実行時に存在しません。このエラーは、アップストリー
ム・ステージの問題を示しています。
ユーザーの処置: 示されているフィールドが入力データ・セットに存在するようにしてください。入力データ・セット
が、指定されているスキーマに一致していることを確認してください。フィールドが存在し、データ・セットが一致し
ている場合、内部エラーが発生しています。ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポ
ートに連絡してください。ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることがで
きます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TOPK-00008 入力スキーマ変数名 "{0}" は、入力スキーマに既に存在するフィールド名と重複します: {1}。入
力アダプターを使用して、重複するフィールドの名前を変更します。
説明: 示されている入力スキーマ変数名が、示されている入力スキーマのフィールド名と同じです。示されているフィ
ールドは予約語であり、使用できません。
ユーザーの処置:

入力アダプターを使用して、重複しているフィールド名を名前変更してください。

DSEE-TOPK-00009
説明:

これ以上新たにレコードは出力されません。無制限にするには、-all オプションを使用します。

レコードをログに出力する制限に達しました。制限に達すると、それ以上レコードは出力されません。

ユーザーの処置: さらにレコードを出力する場合は、パーティション当たりのレコード数を増やすか、レコード数を無
制限にするために -all オプションを指定してください。
DSEE-TOPK-00012 string_charset {1} エンコードの ustring : {0} の record(rec:string) への変換でエラーがありま
した。
説明:

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
IBM ソフトウェア・サポートに以下の情報を提供してください。示されている入力ストリングは、示されているコー
ド・ページに変換できません。
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DSEE-TOPK-00012
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス

第 36 章 TOPK: ピーク
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第 37 章 TORD: 重複削除
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TORD メッセージについて説明します。
DSEE-TORD-00001
説明:

入力引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TORD-00002
説明:

ステップ引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TORD-00003
説明:

出力引数が NULL です。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TORD-00004
説明:

"Var" 値は、有効な識別子でなければなりません: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
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IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TORD-00005
説明:

認識できないプロパティー: {0}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
DSEE-TORD-00006
説明:

入力スキーマ変数名 "{0}" は、入力スキーマに既に存在するフィールド名と重複します: {1}。

パラレル・エンジンで予期しない内部エラーが発生しました。ジョブを実行できません。

ユーザーの処置: ジョブ・ログとジョブ・デザインを収集して、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。
ジョブ・デザインを .dsx ファイルまたは .isx ファイルとしてエクスポートすることができます。
関連情報:
IBM サポートへの情報の送信
オブジェクトのエクスポート
ジョブのデプロイおよびバージョン管理へのアクセス
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第 38 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:
ださい。

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

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。
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:
ください。

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

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-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:
ださい。

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
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第 39 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:
可能にします。

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

DSEE-TOSO-00006

fork が失敗しました。{0}

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。
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。
DSEE-TOSO-00031
説明:

予期しない空の入力ファイルです。

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:
さい。

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

DSEE-TOSO-00032
説明:

スクラッチ readRecord が失敗しました: {0}

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。
DSEE-TOSO-00033
説明:

書き込みが失敗しました。{0}

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
説明:

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。

引数にソート・キーがありません。

システムの処置:

なし。

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。
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DSEE-TOSO-00071
説明:

ソート・キーが指定されていません。

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
説明:

ソート・キー・フィールドが見つかりません: {0}

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
説明:

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}

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
説明:

同じキー・フィールドが 2 回以上指定されました: {0}

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
説明:

hash パーティショナーの設定中にエラーが発生しました。

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。

DSEE-TOSO-00117

パイプ書き込みが失敗しました: {0}

説明: 通常、このエラーは、リソース制限が原因で起こります。ソート・オペレーターが、名前付きパイプを使用して
やりとりする一連の協力し合うスレッドまたはプロセスとして実装されました。名前付きパイプは、リソース・ディス
ク上にバックアップ・ディスク・スペースを持っています。ジョブが名前付きパイプ (フラット・ファイルまたはメモ
リー・ロケーション) への書き込みを行えませんでした。
ユーザーの処置: 構成ファイルで定義されるリソース・ディスクが十分なディスク・スペースを持つようにしてくださ
い。さらに、ジョブを実行するように割り当てられるユーザーが、そのディスク・スペースにファイルを書き込むため
の適切な権限を持つようにしてください。
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第 40 章 TPSM: parallelsortmerge
以下のトピックでは、さまざまな DSEE-TPSM メッセージについて説明します。
DSEE-TPSM-00011

パーティション {0} からの入力が不平衡です: {1} レコードがバッファーに入れられました

説明: データはすべてのパーティション間で平衡化されるわけではないので、ジョブ・パフォーマンスに影響がありま
した。デッドロックその他の問題を防止するために、レコードは一時的にバッファーに入れられます。
ユーザーの処置: 提供されるデータに応じてハッシュ・パーティションまたはラウンドロビン・パーティションを使用
して、データがすべてのパーティション間で平衡化されるようにしてください。ジョブ・デザインやビジネス・ルール
が原因でアクションを実行できないときもあります。
関連情報:
データの均一なパーティション化
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第 41 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
説明:

構成に起動ノード {0} が含まれていません。

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。
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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)
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-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
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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
説明:

NULL アーカイブ

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。
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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。
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-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。

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

{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。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
IBM Knowledge Center には、製品のアクセシビリティー対応資料が用意されていま
す。IBM Knowledge Center では、ほとんどの Web ブラウザーで表示可能な
XHTML 1.0 形式で資料を提供しています。IBM Knowledge Center では XHTML
を使用しているため、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。
IBM Knowledge Center にある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、こちら
は完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

同時には使用できない情報であることを示します。 区切り文字の左側の引
数か、右側の引数のどちらか一方を使用できます。単一のコマンド使用で、
両方の引数を使用することはできません。

{ }

同時には使用できない一連の引数を囲みます。この内の 1 つは必須です。
引数がオプションの場合、引数は大括弧 ([ ]) で囲まれます。

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2015

275

276

パラレル・エンジン・メッセージ・リファレンス

付録 C. 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/training にアクセスし
てください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。
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付録 D. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
v F1 キーを押します。 F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときなどに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

特定のトピックにアクセスするには、製品 ID とバージョン番号、資料プラグイ
ン名、および URL 内のトピック・パスを指定します。例えば、バージョン 11.3
用のこのトピックの URL は以下のとおりです。 (記号「⇒」は、行の継続を表
します)
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

ヒント:
Knowledge Center には、以下の短縮 URL もあります。
http://ibm.biz/knowctr

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、
短縮 URL と製品 ID の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての
InfoSphere Information Server 資料の短縮 URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/
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また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりで
す。(記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

ローカルにインストールしたインフォメーション・センターのセット
アップ
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメー
ション・センターとしてローカル版の資料をインストールして、それを指すように
ヘルプ・リンクを構成することも可能です。ローカルのインフォメーション・セン
ターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていない場合に便
利です。
以下のアクションのいずれかを実行して、任意のコンピューターに、ローカルにイ
ンストールしたインフォメーション・センターをセットアップします。
v インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインスト
ール手順を使用します。
v 以下の技術情報のインストール手順を使用します。 http://www-01.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27042237

ローカルにインストールした資料を参照するヘルプ・リンクの変更
ローカルにインストールしたインフォメーション・センターを開始した後、サービ
ス層のコンピューターで iisAdmin コマンドを使用して、製品のヘルプ・リンクで
参照する資料の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピュ
ーターの名前、 <port> はインフォメーション・センターのポート番号です。デフ
ォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフォルト・ポートを使用するコンピ
ューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

PDF およびハードコピー資料の入手
PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスでき
ます。
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付録 E. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
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IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
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
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います。 お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・
プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 2. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Information Server
(InfoSphere
Information Server Web コンソール
インストール済み
環境の部分)

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 2. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Metadata Asset
(InfoSphere
Information Server Manager
インストール済み
環境の部分)

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

v 認証
v 拡張されたユー
ザーのユーザビ
リティー
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

セッション
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer クライア
ントの中の Data
Rules ステージ

無効にできない

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
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ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細について
は、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他
のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』 (http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

製品資料に関するご使用条件
これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけま
す。
適用条件
これらの使用条件は、IBM Web サイトの利用条件に加えて適用されます。
個人使用
これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくこ
とを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができま
す。ただし、 IBMの明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部
について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表
示 (上映を含む) することはできません。
商業的使用
これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくこ
とを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することがで
きます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作
物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、また
は表示することはできません。
権利

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、
データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、
ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありませ
ん。
資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切
に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、
ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。
お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国の
すべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとしま
す。
IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの
資料は、特定物として現存するままの状態で提供され、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
黙示の保証責任なしで提供されます。

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 Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
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ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における商標です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されてい
ます。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われて
います。

［タ行］

［ア行］

特記事項

インポートとエクスポートのメッセージ
基本タイプ 135
レコード・ストリーム

223

185

表記 1
メッセージ ID
メッセージ変数

特殊文字
コマンド・ライン構文での

87

275

283

［ナ行］
入出力メッセージ

エラー・メッセージ
タイム・スタンプ

データ・マネージャー・メッセージ

131

1

［ハ行］

1

パラレル・エンジン
メッセージ ID 定義

1

例 1
お客様サポート
連絡先 277

1

［マ行］

［カ行］

メッセージ ID 定義
パラレル・エンジン

基本タイプ・メッセージ
インポートとエクスポート

メッセージ、DSEE - その他
メッセージ・リファレンス

135

1
269

パラレル・エンジン・プロセス・マネージャー

グループ・コンポーネント・レイヤーのインポートのメッセー
ジ 95
グループ・コンポーネント・レイヤーのエクスポートのメッセ
ージ 95

［ラ行］

構文
コマンド・ライン 275
構文メッセージ、Orchestrate
コマンド
構文 275
コマンド・ライン構文
規則 275

レコード・ストリーム・メッセージ
263
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185
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