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DB2 Connector メッセージ・リファレンス

DB2 Connector のメッセージ
本メッセージ・リファレンスには、DB2 Connector の各種コンポーネントによって
返されるメッセージが収録されています。
DB2 Connector がインストールされているオペレーティング・システムの機能を熟
知している必要があります。本メッセージ・リファレンスの情報を使用して、エラ
ーや警告を特定し、適切なリカバリー・アクションによって問題を解決することが
できます。また、この情報により、メッセージが生成され記録される場所を確認で
きます。
パラレル・エンジンでは、インストール、ファイルの書き込みおよび読み取り、一
般的な製品使用で生じるエラーに関するメッセージを生成します。メッセージ情報
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、解決策を提示しま
す。
各メッセージには、接頭部 (IIS) とメッセージ番号から構成されるメッセージ ID
があります。メッセージは、メッセージ番号に基づいて番号順にリストされていま
す。メッセージ・タイプには、エラー、警告、および通知の 3 種類があります。E
で終わるメッセージ ID は、エラー・メッセージです。W で終わるものは警告を示
しています。I で終わるメッセージは通知メッセージを示しています。
メッセージ中にある {0} 記号は、コードによって戻される変数を示しています。こ
の変数は、生成されたメッセージに固有の値またはプロパティーを示しています。
エラーの詳細は、InfoSphere™ DataStage® and QualityStage™ Director クライアント
のログ・ファイルを参照すれば確認することができます。
IIS-CONN-DB2-00001E
ー名 }

NULL の引数: {パラメータ

説明: NULL 引数がパラメーター {パラメーター名 }
として提供されました。

ェア・サポートに連絡する前に収集しておく必要がある
特定のログと情報については、InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターにあるトラブルシ
ューティングのトピックを参照してください。

重大な内部エラーが発生しました。

IIS-CONN-DB2-00008E

ユーザーの処置: 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。 IBM ソフトウ
ェア・サポートに連絡する前に収集しておく必要がある
特定のログと情報については、InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターにあるトラブルシ
ューティングのトピックを参照してください。

説明: switch ステートメントで予期しない値が検出さ
れました。

IIS-CONN-DB2-00006E
内部エラーが発生しました。
IBM ソフトウェア・サポートにお問い合
わせください。
説明:

予期しない内部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、IBM ソフト
ウェア・サポートに連絡してください。 IBM ソフトウ
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未処理ケース。

通常、このエラーは、手動で .osh ファイルを変更して
いるときに、プロパティーがサポートされない値に設定
された場合に発生します。ただし、メモリーが壊れてい
る可能性もあり、そのためにこのエラーが発生している
可能性もあります。
ユーザーの処置: ジョブ・プロパティーがすべて有効な
値に設定されているか確認してください。ジョブ・プロ
パティーを正しく設定したら、ジョブをリコンパイルし
てください。それでもエラーが解決しない場合は、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。

1

IIS-CONN-DB2-00009E • IIS-CONN-DB2-00018W
IIS-CONN-DB2-00009E DB2 Connector は既にデー
タ・ソースに接続されています。

IIS-CONN-DB2-00015E
プ。

説明: CC_DB2 Connection クラスが複数回呼び出され
ました。通常、このエラーは、アプリケーション開発者
がコネクターと一緒に使用する目的で独自のブリッジを
作成したときに発生します。

説明: SQL ステートメント・タイプが既知のタイプで
はありません。

ユーザーの処置: コードを訂正してください。
IIS-CONN-DB2-00010E
不明なタイプ・コード {DB2
タイプ・コード } 。

不明なステートメント・タイ

DB2 Connector は、SQL ステートメントを処理しまし
たが、タイプは認識されません。
ユーザーの処置: コードを訂正してください。それでも
エラーが発生する場合は、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。 IBM ソ
フトウェア・サポートに連絡する前に収集しておく必要
がある特定のログと情報については、InfoSphere
Information Server インフォメーション・センターにあ
るトラブルシューティングのトピックを参照してくださ
い。

説明: DB2 タイプ {DB2 タイプ・コード } は既知の
DB2 タイプではありません。コネクターが不明な DB2
タイプ・コードを検出しました。コネクターは、この列
のためにどのくらいのメモリーを割り振ればよいか分か
りません。通常、このエラーは、ご使用のコネクター・
バージョンではまだサポートされていない IBM DB2 バ
ージョンを使用しているときに発生します。

IIS-CONN-DB2-00016E ステートメント {SQL コード
} の実行が失敗しました。

ユーザーの処置:
てください。

説明: SQL ステートメント {SQL コード } の実行に
失敗しました。

DB2 Connector をアップグレードし

IIS-CONN-DB2-00011E
ました。

無効なポインターが検出され

説明: DB2 Connector が予期しない NULL ポインター
を検出しました。
予期しない NULL ポインターが DB2 Connector 内の関
数に渡されました。その結果、関数は異常終了しまし
た。
ユーザーの処置: 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。 IBM ソフトウ
ェア・サポートに連絡する前に収集しておく必要がある
特定のログと情報については、InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターにあるトラブルシ
ューティングのトピックを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00012E
NULL ポインターが期待され
たところに、有効なポインターが検出され
ました。
説明: 予期しない内部エラーが発生しました。メモリー
が壊れている可能性があります。
ユーザーの処置: 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。 IBM ソフトウ
ェア・サポートに連絡する前に収集しておく必要がある
特定のログと情報については、InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターにあるトラブルシ
ューティングのトピックを参照してください。
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指定した SQL ステートメントの実行中にエラーが発生
しました。
ユーザーの処置: SQL ステートメントを確認し、エラ
ーがないか調べてください。SQL ステートメントが正
しい場合は、DB2 ログを確認し、SQL ステートメント
が失敗した理由を判別してください。SQL ステートメ
ントを訂正し、ジョブを再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00017E

不明なデータ・タイプ。

説明: ODBC タイプ {ODBC タイプ・コード } は、既
知の ODBC タイプではありません。コネクターは不明
な ODBC タイプ・コードを検出しました。この列に割
り振るメモリーの量を判断できません。通常、このエラ
ーは、ご使用のコネクターのバージョンではまだサポー
トされていない IBM DB2 のバージョンを使用している
場合に発生します。
ユーザーの処置: DB2 Connector をアップグレードし
てください。
IIS-CONN-DB2-00018W サポートされないデータ・タ
イプがあります。列 #{列名 } : Data
type、 ODBC タイプ・コード: {ODBC
タイプ・コード } 、ネイティブ・タイプ:
{ネイティブ・データ・タイプ } 。
説明: 列 {列名 } のデータ・タイプ Data type は、サ
ポートされていません。ODBC タイプ・コードは、
{ODBC タイプ・コード } です。ネイティブ・データ・
タイプは、{ネイティブ・データ・タイプ } です。

IIS-CONN-DB2-00019E • IIS-CONN-DB2-00029E
示された列に指定されているデータ・タイプはサポート
されていません。通常、この警告は、ご使用のコネクタ
ーのバージョンではまだサポートされていない IBM
DB2 のバージョンを使用している場合に発生します。
ユーザーの処置: DB2 Connector ステージの「列」タ
ブで、不明なデータ・タイプにマップするデータ・タイ
プを指定してください。マッピングが正しい場合、DB2
Connector はユーザーが「列」タブで選択したデータ・
タイプを使用して、不明なデータ・タイプを処理しま
す。それでもエラーが解決しない場合は、DB2
Connector をアップグレードしてください。
IIS-CONN-DB2-00019E このドライバーは、バッチ挿入
される各行の実行状況の取得をサポートし
ません。この処理では、配列サイズが 1
より大きい場合に実行状況の取得が必要で
す。配列サイズを 1 にリセットしてくだ
さい。

IIS-CONN-DB2-00026E 既存表のドロップ中にエラーが
発生しました。ステートメント = {SQL
コード }
説明: コネクターがステートメント {SQL コード } を
使用して表のドロップを試みたときにエラーが発生しま
した。
コネクターが指定されたステートメントを使用して表の
ドロップを試みたときにエラーが発生しました。
ユーザーの処置: 「エラーで失敗」プロパティー を
「いいえ」に設定した場合、アクションは不要です。
drop ステートメントが予期せず失敗した場合は、DB2
ログを確認し、drop ステートメントが失敗した理由を判
別してください。
IIS-CONN-DB2-00027E 表の作成中にエラーが発生しま
した。ステートメント = {SQL コード }

説明: DB2 クライアント・ドライバーは、バッチ挿入/
更新/削除される各行の実行状況の取得をサポートしませ
ん。

説明: コネクターがステートメント {SQL コード } を
使用して表の作成を試みたときにエラーが発生しまし
た。

エラーは、DB2 と通信するためにコネクターによって
使用される DB2 クライアント・ドライバーが、配列サ
イズが 1 より大きい配列でバッチ挿入/更新/削除される
各行の実行状況を取得しようとした場合に発生します。

コネクターが指定されたステートメントを使用して表の
作成を試みたときにエラーが発生しました。

通常、このエラーは、ドライバーの構成に問題がある
か、コネクターが代替 DB2 クライアント・ドライバー
を使用するよう構成されている場合に発生します。

create ステートメントが予期せず失敗した場合は、DB2
ログを確認し、create ステートメントが失敗した理由を
判別してください。

ユーザーの処置: 「使用法」>「セッション」>「配列サ
イズ」 でプロパティーを「1」 に設定してください。
IIS-CONN-DB2-00021E 表 {スキーマ名 }.{表名 } が見
つかりませんでした。
説明: スキーマ {スキーマ名 } の表 {表名 } が見つか
りませんでした。
このエラーは、DB2 Connector が、指定された表をデー
タベースで検出できない場合に発生します。通常、この
エラーは、「パーティション読み取りを有効にする」プ
ロパティーが「はい」に設定されており、かつ、「表
名」プロパティーに指定した表が存在しない場合に発生
します。
ユーザーの処置: 表名およびスキーマ名のスペルが正し
いことを確認してください。また、その表がデータベー
スに存在することを確認してください。

ユーザーの処置: 「エラーで失敗」プロパティー を
「いいえ」に設定した場合、アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00028E 表の切り捨て中にエラーが発生
しました。ステートメント = {SQL コー
ド }
説明: コネクターがステートメント {SQL コード } を
使用して表の切り捨てを試みたときにエラーが発生しま
した。
コネクターが指定されたステートメントを使用して表の
切り捨てを試みたときにエラーが発生しました。
ユーザーの処置: 「エラーで失敗」プロパティー を
「いいえ」に設定した場合、アクションは不要です。
truncate ステートメントが予期せず失敗した場合は、
DB2 ログを確認し、truncate ステートメントが失敗した
理由を判別してください。
IIS-CONN-DB2-00029E
サーバーからエラー・メッセ
ージを取得できませんでした (関数={DB2
関数 } )。
説明: {DB2 関数 } DB2 関数の実行中にエラーが発生
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00032E • IIS-CONN-DB2-00040W
しましたが、エラー・メッセージが返されませんでし
た。

IIS-CONN-DB2-00033E プロパティー {プロパティー値
} の値 {無効な値 } が無効です。

通常、このエラーは、DB2 Connector が指定された関数
の失敗理由を判別するために追加情報を要求し、DB2
が追加情報の提供に失敗した場合に発生します。

説明: {プロパティー値 } プロパティーの値 {無効な値
} が無効です。

ユーザーの処置:

指定されたプロパティーに無効値が含まれていると、エ
ラーが発生します。

以下を実行してください。

v エラー・コードについて詳しくは、ご使用の DB2 バ
ージョンのインフォメーション・センターを参照して
ください。
v DB2 CLI トレース・ログを確認して、エラーの原因
を判別してください。ログを生成するには、DB2 CLI
トレースを有効にする必要があります。ジョブ・ログ
を生成する方法について詳しくは、ご使用の DB2 バ
ージョンのインフォメーション・センターを参照して
ください。
v DB2 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。IBM ソフトウェア・サポート
に連絡する前に収集しておく必要がある特定のログと
情報については、InfoSphere Information Server イン
フォメーション・センターにあるトラブルシューティ
ングのトピックを参照してください。

ユーザーの処置: プロパティー値を有効な値に変更して
ください。DB2 プロパティーとそれらの有効な値につ
いて詳しくは、ご使用の DB2 バージョンのインフォメ
ーション・センターを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00035E
した。

説明: オペレーティング・システムが、DB2 Connector
によって要求されたメモリーを割り振るのに失敗しまし
た。
ユーザーの処置: システム・リソースを解放するか、使
用可能なメモリーを増やしてからジョブを再実行してく
ださい。
IIS-CONN-DB2-00039E

IIS-CONN-DB2-00032E
DB2 ライブラリーのエントリ
ー・ポイントのロード中にエラーが発生し
ました。
説明: DB2 クライアント・ライブラリーのロード中に
エラーが発生しました。
DB2 Connector が正しく構成されていません。通常、こ
のエラーは、DB2 クライアント・ライブラリーのパス
が LD_LIBRARY_PATH、LIBPATH、SHLIB_PATH、ま
たは PATH などの適切なシステム環境変数に追加され
ていない場合に発生します。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v IBM InfoSphere Information Server インフォメーショ
ン・センターの『インストールおよび構成要件』のト
ピックに記載されている手順に従って、DB2
Connector を構成してください。
v ジョブ・ログを収集し、DB2 クライアント・ライブ
ラリーが DB2 Connector をロードできなかった原因
を突き止めてください。 IBM ソフトウェア・サポー
トに連絡する前に収集しておく必要がある特定のログ
と情報については、InfoSphere Information Server イ
ンフォメーション・センターにあるトラブルシューテ
ィングのトピックを参照してください。

メモリーの割り振りに失敗しま

プロパティー値が無効です。

説明: プロパティー {プロパティー値 } についてのエ
ラーが発生しました。エラー・メッセージは次のとおり
です: {エラー・メッセージ }
DB2 Connector が欠落したプロパティー値または無効な
プロパティー値を検出した場合にエラーが発生します。
以下のエラー・メッセージが発生する場合があります。
v IIS-CONN-DB2-00033
v 当該プロパティーにプロパティー値を指定する必要が
あります
v プロパティー値が無効です
例えば、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロ
ード」>「転送」>「ユーザー」プロパティーに値が含ま
れていないと、次のメッセージが表示されます:
DB2_Connector_0: プロパティー /Usage/LoadToZOS/
Transfer/User: プロパティー値を指定する必要がありま
す。
ユーザーの処置:
い。

プロパティーの値を訂正してくださ

IIS-CONN-DB2-00040W
ません。
説明:

ロック待機モードを設定でき

ロック待機モードを設定できません。

SQL ステートメントによってロック待機モードを設定
できません。このエラーは、データベースに関するエラ
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IIS-CONN-DB2-00041I • IIS-CONN-DB2-00279E
ーがあるか、ユーザーがロック待機モードを設定するの
に必要な許可を持っていない場合に発生する可能性があ
ります。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v この警告メッセージより前に出力されている通知メッ
セージを確認して、SQL ステートメントがロック待
機モードを設定するのに失敗した理由を判別してくだ
さい。
v ユーザーがロック待機モードを設定するために必要な
許可を付与してください。
IIS-CONN-DB2-00041I

REOPT 値を設定できません。

説明: SQL_ATTR_REOPT 接続属性の設定中にエラー
が発生しました。
ユーザーの処置: DB2 CLI トレースを有効にし、
DB2CLI トレース・ログを確認して、
SQL_ATTR_REOPT 属性を設定できなかった理由を判別
してください。
SQL_ATTR_REOPT について詳しくは、ご使用の DB2
バージョンのインフォメーション・センターを参照して
ください。
IIS-CONN-DB2-00216E INSERT、UPDATE、または
DELETE ステートメントの実行が失敗し
ました。
説明: INSERT、UDPATE、または DELETE の SQL
ステートメントの実行が失敗しました。
ユーザーの処置: このエラー・メッセージより前に出力
されている通知メッセージを確認して、SQL ステート
メントが失敗した理由を判別してください。
IIS-CONN-DB2-00271E MetaStage_Loc_Info 表から情
報を取得できませんでした。ステートメン
トは次のものでした: {SQL コード }
説明: {SQL コード } ステートメントを使用して、
DB2 Connector からメタデータ情報を取得できませんで
した。
指定されたステートメントを使用して、DB2 Connector
からメタデータ情報を取得できませんでした。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v このエラー・メッセージより前に出力されている通知
メッセージを確認して、SQL ステートメントが失敗
した理由を判別してください。

v ステートメントが失敗した理由を判別できない場合、
DS_NO_PROCESS_METADATA 環境変数を 1 に設定
すると、MetaStage_Loc_Info 表の照会を使用不可にす
ることができます。
IIS-CONN-DB2-00278E LOB ロケーターを作成中にエ
ラーが発生しました。LOB 列 {LOB 列名
} の表名を取得できません。
説明: LOB ロケーターを作成できませんでした。 DB2
Connector が LOB 列 {LOB 列名 } の表名を判別でき
ませんでした。
LOB ロケーターを作成できませんでした。指定された
LOB 列の表名を DB2 Connector が判別できませんでし
た。このエラーは、「使用法」>「SQL」>「SELECT ステ
ートメント」プロパティーで指定された SELECT ステ
ートメントでのエラーによって引き起こされた可能性が
あります。
ユーザーの処置: 「SQL を生成」プロパティーを「は
い」に設定している場合は、表名が「表名」プロパティ
ーに正しく入力されているか確認してください。
「SQL を生成」プロパティーを「いいえ」に設定してい
る場合は、「SELECT ステートメント」プロパティーの
SELECT ステートメントを単純化することを検討してく
ださい。
IIS-CONN-DB2-00279E LOB ロケーターを作成中にエ
ラーが発生しました。LOB 表 {LOB 列名
} のキー情報を取得できません。
説明: LOB ロケーターを作成できませんでした。 DB2
Connector が LOB 列 {LOB 列名 } の表名を判別でき
ませんでした。
LOB ロケーターを作成できませんでした。指定された
LOB 列の表名を DB2 Connector が判別できませんでし
た。このエラーは、「使用法」>「SQL」>「SELECT ステ
ートメント」プロパティーで指定された SELECT ステ
ートメントでのエラーによって引き起こされた可能性が
あります。
ユーザーの処置: 「SQL を生成」プロパティーを「は
い」に設定している場合は、表名が「表名」プロパティ
ーに正しく入力されているか確認してください。
「SQL を生成」プロパティーを「いいえ」に設定してい
る場合は、「SELECT ステートメント」プロパティーの
SELECT ステートメントを単純化することを検討してく
ださい。

メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00280E LOB ロケーターを作成中にエ
ラーが発生しました。BLOB、CLOB、お
よび DBCLOB 列を主キーの一部にする
ことはできません。
説明: LOB ロケーターを作成できませんでした。
BLOB、CLOB、および DBCLOB のデータ・タイプの
列を主キーの一部にすることはできません。
LOB ロケーターを作成できませんでした。 通常、この
エラーは、表の主キーにデータ・タイプ
BLOB、CLOB、または DBCLOB の列が含まれている
場合に発生します。
ユーザーの処置: BLOB、CLOB、または DBCLOB の
データ・タイプの列を主キーから削除してください。

v DB2 コマンド・ラインで有効なユーザー名とパスワ
ードを使用して LOB ロケーター照会を実行し、単一
レコードが戻るどうか確認してください。
v 照会キー列が固有であるかどうかを確認してくださ
い。
v 追加のキー列を指定して、照会を訂正してください。
キーの一部ではあるが、DB2 Connector プロパティー
の「列」タブで「キー」列として指定されていない列
が表内にある可能性があるので、これは必須です。
IIS-CONN-DB2-00283E 内部エラー: バルク・ロード処
理はターゲット・コンテキスト内になけれ
ばなりません。

IIS-CONN-DB2-00281E LOB ロケーター照会が行を返
しませんでした。照会: {LOB ロケーター
照会 }

説明: バルク・ロードが試みられたが、DB2 Connector
がターゲット・ステージではなかった場合に、内部エラ
ーが発生しました。このエラーは、osh ファイルが破損
している可能性があるか、または、DB2 Connector ステ
ージにデザイン上の誤りがあることを示しています。

説明: LOB ロケーター照会 {LOB ロケーター照会 }
がレコードを返しませんでした。

ユーザーの処置: DB2 Connector ステージをキャンバ
スから削除し、ジョブを再設計してください。

DB2 Connector は、指定された LOB ロケーター照会の
実行を試みましたが、レコードが返されませんでした。
通常、このエラーは、その LOB を含むレコードが変更
または削除された場合に発生します。

IIS-CONN-DB2-00284E CreateMutex がエラー・コー
ド {エラー・コード } で失敗しました。

ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v 1. LOB ロケーター照会がレコード内で正しいことを
確認してください。
v 1. LOB ロケーター照会が正しい場合は、有効なユー
ザー名とパスワードを使用して DB2 コマンド・ライ
ンで LOB ロケーター照会を実行することにより、こ
の照会が正しいレコードを返すかどうか確認してくだ
さい。
IIS-CONN-DB2-00282E LOB ロケーター照会が複数の
行を返しました。照会: {LOB ロケーター
照会 }
説明: LOB ロケーター照会 {LOB ロケーター照会 }
が複数のレコードを返しました。
DB2 Connector は指定された照会ステートメントを実行
し、複数のレコードが戻りました。通常、このエラー
は、ソース表が変更されたか、固有性を保証するのに十
分なキー列が照会に含まれていない場合に発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v LOB ロケーター照会がレコード内で正しいことを確
認してください。

説明: オペレーティング・システムは mutex を作成で
きませんでした。エラー・コードは {エラー・コード }
です。
オペレーティング・システムは mutex を作成できませ
んでした。通常、このエラーは、オペレーティング・シ
ステムに十分なシステム・リソースがない場合に発生し
ます。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。オペレーティング・システムの
ロードを削減し、ジョブを再実行してください。 エラ
ー・コードについては、オペレーティング・システムの
資料を参照してください。
IIS-CONN-DB2-00285E CreateSemaphore がエラー・
コード {エラー・コード } で失敗しまし
た。
説明: オペレーティング・システムは、セマフォーを作
成できませんでした。エラー・コードは {エラー・コー
ド } です。
オペレーティング・システムは、セマフォーを作成でき
ませんでした。このエラーは、Windows システムでのみ
発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
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使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。オペレーティング・システムの
ロードを削減し、ジョブを再実行してください。 エラ
ー・コードについては、オペレーティング・システムの
資料を参照してください。
IIS-CONN-DB2-00286E ¥'end of load¥' セマフォーを
待機中にエラー {エラー・コード } が発
生しました。
説明: 'end of load' セマフォーの待機中にエラーが発生
しました。エラー・コードは {エラー・コード } で
す。

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。
IIS-CONN-DB2-00289E CreateNamedPipe がエラー・
コード {エラー・コード } で失敗しまし
た。
説明: 名前付きパイプを作成できませんでした。エラ
ー・コードは {エラー・コード } です。
DB2 ローダーを使用して、名前付きパイプを作成でき
ませんでした。このエラーは、Windows システムでのみ
発生します。

指定されたセマフォーの待機中にエラーが発生しまし
た。通常、このエラーは、バルク・ロードの実行中に発
生します。このエラーは、Windows システムでのみ発生
します。

ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーを判別できない場合は、
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。

ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーが発生した理由を特定で
きない場合は、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。

IIS-CONN-DB2-00290E 名前付きパイプへの接続中にエ
ラー {エラー・コード } が発生しまし
た。

IIS-CONN-DB2-00287E ¥'error in thread¥' mutex を
待機中にエラー {エラー・コード } が発
生しました。
説明: 'error in thread' mutex の待機中にエラーが発生
しました。エラー・コードは {エラー・コード } で
す。
指定された mutex の待機中にエラーが発生しました。
通常、このエラーは、バルク・ロードの実行中に発生し
ます。このエラーは、Windows システムでのみ発生しま
す。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーを判別できない場合は、
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。
IIS-CONN-DB2-00288E udbpipe ファイル・テンプレー
ト名を作成中にエラー {エラー・コード }
が発生しました。
説明: udb pipe ファイルの名前を作成できませんでし
た。エラー・コードは {エラー・コード } です。
udb pipe ファイルの名前を作成できませんでした。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーを判別できない場合は、

説明: DB2 Connector は、名前付きパイプに接続でき
ませんでした。エラー・コードは {エラー・コード }
です。
コネクターは、DB2 ローダーを使用して名前付きパイ
プに接続できませんでした。このエラーは、Windows シ
ステムでのみ発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーを判別できない場合は、
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。
IIS-CONN-DB2-00291E 名前付きパイプへの書き込み中
にエラー {エラー・コード } が発生しま
した。
説明: DB2 Connector は、名前付きパイプにデータを
書き込むことができませんでした。エラー・コードは {
エラー・コード } です。
コネクターは、DB2 ローダーを使用して名前付きパイ
プにデータを書き込むことができませんでした。このエ
ラーは、Windows システムおよび UNIX システムで発
生します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーを判別できない場合は、
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。
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00292E ファイル・バッファーをフラッ
シュ中にエラー {エラー・コード } が発
生しました。
説明: ファイル・バッファーをクリアできませんでし
た。エラー・コードは {エラー・コード } です。
DB2 ローダーは、名前付きパイプに関連付けられたバ
ッファーをクリアできませんでした。このエラーは、
Windows システムでのみ発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーを判別できない場合は、
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。
IIS-CONN-DB2-00293E
名前付きパイプからの切断中
にエラー {エラー・コード } が発生しま
した。
説明: DB2 ローダーは、名前付きパイプから切断でき
ませんでした。エラー・コードは {エラー・コード }
です。
DB2 ローダーは、名前付きパイプから切断できません
でした。このエラーは、Windows システムでのみ発生し
ます。 このエラーは、他の何らかのエラーのためにロ
ードが異常終了された場合は、警告メッセージである可
能性があります。
ユーザーの処置: 返されたエラー・コードを確認して、
オペレーティング・システムがエラーを報告した理由を
特定してください。エラーを判別できない場合は、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。IBM ソフトウェア・サポートに連絡
する前に収集しておく必要がある特定のログと情報につ
いては、InfoSphere Information Server インフォメーショ
ン・センターにあるトラブルシューティングのトピック
を参照してください。
IIS-CONN-DB2-00294E 名前付きパイプのクローズ中に
エラー {エラー・コード } が発生しまし
た。

v エラー・コードについて詳しくは、ご使用の DB2 バ
ージョンのインフォメーション・センターを参照して
ください。それがエラーである場合、すべてのデータ
が DB2 ローダーに提供されたことを示しています
が、このエラーにより、オペレーティング・システム
はコネクターの名前付きパイプを閉じることができな
くなっています。表は、LOAD PENDING 状態のまま
になりました。「失敗時にクリーンアップ」プロパテ
ィーを「はい」に設定すると、コネクターは表を
NORMAL 状態に移します。
v 表が期待された状態であり、期待されたデータが表内
に存在することを確認してください。確認後、ロード
を再試行してください。
IIS-CONN-DB2-00295E 名前付きパイプを作成中に
mkfifo からエラー {エラー・コード } が
発生しました。
説明: mkfifo 関数が名前付きパイプを作成できません
でした。エラー・コードは {エラー・コード } です。
mkfifo 関数が名前付きパイプを作成できませんでした。
パイプが作成されないと、データを DB2 ローダーに書
き込めません。このエラーは、Linux システムおよび
UNIX システムでのみ発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。エラーが発生した理由を特定で
きない場合は、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。
IIS-CONN-DB2-00296E load_data の BeginThread が
エラー・コード {エラー・コード } で失
敗しました。
説明: DB2 Connector は、DB2 ローダーの呼び出し用
のスレッドを生成できませんでした。エラー・コードは
{エラー・コード } です。
DB2 Connector は、DB2 ローダーの呼び出し用のスレ
ッドを生成できませんでした。通常、このエラーは、シ
ステムに十分なリソースがない場合に発生します。

説明: DB2 ローダーは、名前付きパイプを閉じること
ができませんでした。エラー・コードは {エラー・コー
ド } です。

ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。システムで使用可能なリソース
が増加したら、ジョブを再実行してください。

DB2 ローダーは、名前付きパイプを閉じることができ
ませんでした。このエラーは、他の何らかのエラーのた
めにロードが異常終了された場合は、警告メッセージで
ある可能性があります。

IIS-CONN-DB2-00297E スレッドを初期化中に
pthread_attr_init エラー {エラー・コード
} が発生しました。

ユーザーの処置:
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関数は、エラー・コード {エラー・コード } を返しま
した。
DB2 Connector は、DB2 ローダーの呼び出し用のスレ
ッドを初期化できませんでした。指定された関数は、こ
のエラーを返しました。このエラーは、AIX システムで
のみ発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00298E
スレッドを初期化中に
pthread_attr_setdetachstate エラー {エラ
ー・コード } が発生しました。
説明: DB2 Connector は、DB2 ローダーを呼び出すた
めのスレッドの状態を設定できませんでした。
pthread_attr_setdetachstate() 関数はエラーを返しました。
DB2 Connector は、DB2 ローダーを呼び出すスレッド
の状態を設定できませんでした。指定された関数は、エ
ラーを返しました。このエラーは、AIX システムでのみ
発生します。

DB2 Connector は、指定されたファイルをディレクトリ
ーから開くことができませんでした。通常、このエラー
は以下の場合に発生します。
v 「使用法」>「ロード制御」>「メッセージ・ファイ
ル」プロパティーから指定されたファイルのオープン
を試みている場合。絶対パスを指定した場合、メッセ
ージ・ファイルは指定したディレクトリーに作成され
ます。絶対パスを指定しなかった場合、メッセージ・
ファイルはジョブの現行作業ディレクトリーに作成さ
れます。
v コネクターが、DB2 ローダーでロードするデータを
書き込むための順次ファイルを、作成または上書きし
ようとしている場合。コネクターは、ファイル名を生
成し、「使用法」>「ロード制御」>「入力データ・フ
ァイル・ディレクトリー」プロパティーで指定された
ディレクトリーにそのファイルを作成します。
v ユーザーが、そのユーザー ID でファイルまたはパス
にアクセスするために必要な許可を持っていない場
合。
ユーザーの処置: 以下を実行してください。
v DB2 ログで理由コードを確認してください。

ユーザーの処置: 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。 IBM ソフトウ
ェア・サポートに連絡する前に収集しておく必要がある
特定のログと情報については、InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターにあるトラブルシ
ューティングのトピックを参照してください。

v 「ロード制御」>「ロード・タイムアウト」プロパテ
ィーで使用量の値を上げてください。そうすれば、コ
ネクターがタイムアウトになるまでに、DB2 ローダ
ーがパイプを開いて開始するために使用できる時間が
増加します。

IIS-CONN-DB2-00299E データ・ロード用のスレッドで
エラーが発生しました。

IIS-CONN-DB2-00304E ファイル {ファイル名 } をオ
ープン中にエラー {エラー・コード } が
発生しました。

説明: DB2 ローダーの呼び出し中にスレッドでエラー
が発生しました。
DB2 ローダーの呼び出し中にスレッドでエラーが発生
しました。このエラーにより、ジョブは異常終了しま
す。
ユーザーの処置: エラー・メッセージについては、DB2
ログ・ファイルを参照してください。ログには、このエ
ラー・メッセージにより前に警告メッセージが出力され
ています。警告メッセージを確認して、ロードが失敗し
た理由を判別してください。
IIS-CONN-DB2-00302E 書き込みのために名前付きパイ
プをオープン中にエラー {エラー・コード
} が発生しました。
説明: DB2 Connector は、DB2 ローダーを使用してデ
ータを書き込む際に、名前付きパイプを開くことができ
ませんでした。エラー・コードは {エラー・コード }
です。

説明: DB2 Connector は、ファイル {ファイル名 } を
ディレクトリーから開くことができませんでした。エラ
ー・コードは {エラー・コード } です。
DB2 Connector は、指定されたファイルをディレクトリ
ーから開くことができませんでした。通常、このエラー
は以下の場合に発生します。
v 「使用法」>「ロード制御」>「メッセージ・ファイ
ル」プロパティーから指定されたファイルのオープン
を試みている場合。絶対パスを指定した場合、メッセ
ージ・ファイルは指定したディレクトリーに作成され
ます。絶対パスを指定しなかった場合、メッセージ・
ファイルはジョブの現行作業ディレクトリーに作成さ
れます。
v コネクターが、DB2 ローダーでロードするデータを
書き込むための順次ファイルを、作成または上書きし
ようとしている場合。コネクターは、ファイル名を生
成し、「使用法」>「ロード制御」>「入力データ・フ
ァイル・ディレクトリー」プロパティーで指定された
ディレクトリーにそのファイルを作成します。
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00305E • IIS-CONN-DB2-00313I
v ユーザーが、そのユーザー ID でファイルまたはパス
にアクセスするために必要な許可を持っていない場
合。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v DB2 ログで理由コードを確認してください。
v ユーザー ID がファイルまたはパスにアクセスするた
めに必要な許可を付与してください。
IIS-CONN-DB2-00305E ファイル {ファイル名 } への
書き込み中にエラー {エラー・コード }
が発生しました。
説明: DB2 Connector は、ファイル {ファイル名 } へ
書き込めませんでした。エラー・コードは {エラー・コ
ード } です。
DB2 Connector は、指定されたファイルへ書き込めませ
んでした。通常、このエラーは以下を試みている場合に
発生します。
v 「使用法」>「ロード制御」>「メッセージ・ファイ
ル」プロパティーに指定されたメッセージ・ファイル
の末尾にロードのサマリーを書き込む。絶対パスを指
定した場合、メッセージ・ファイルは指定したディレ
クトリーに作成されます。 絶対パスを指定しなかっ
た場合、メッセージ・ファイルはジョブの現行作業デ
ィレクトリーに作成されます。
v DB2 ローダーにデータを転送するために使用されて
いる順次ファイルにデータを書き込む。コネクター
は、ファイル名を生成し、「使用法」>「ロード制
御」>「入力データ・ファイル・ディレクトリー」プ
ロパティーで指定されたディレクトリーにそのファイ
ルを作成します。
ユーザーの処置:

ップ中にエラーが発生した場合、これは警告である可能
性があります。
ユーザーの処置: 理由コードを確認して、ファイルの削
除中にエラーが発生した原因を特定してください。この
DataStage ジョブ以外の別のプロセスが、削除しようと
しているファイルにアクセスしているかどうか確認して
ください。
IIS-CONN-DB2-00308E ロード・コマンド・ファイルを
構成中にエラーが発生しました。
説明: ロード・コマンド・ファイルを構成できませんで
した。
無効な書き込みモードが .osh ファイルで指定されてい
ます。通常、このエラーは、InfoSphere DataStage の外
部で osh ファイルが変更される場合に発生します。
ユーザーの処置: エラー・メッセージについては、DB2
ログ・ファイルを参照してください。また、エラーが発
生した理由を特定してください。特定できない場合は、
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。
IIS-CONN-DB2-00309E DB2 のバージョン情報を取得
できませんでした。バージョンは、バージ
ョン 8 以降でなければなりません。
説明: バルク・ロード書き込みモードを使用できません
でした。通常、このエラーは、ご使用のコネクターのバ
ージョンではサポートされていない IBM DB2 のバージ
ョンを使用している場合に発生します。
ユーザーの処置: DB2 のバージョンをアップグレード
してください。

以下を実行してください。

v DB2 ログで理由コードを確認してください。

IIS-CONN-DB2-00310I

v 必要なディスク・スペース量を測定し、必要最小限の
空きディスク・スペースがあるディレクトリー・パス
を指定してください。

説明: この状況メッセージは、DB2 Load の開始時に表
示されます。
ユーザーの処置:

IIS-CONN-DB2-00307E ファイル {ファイル名 } の削
除中にエラー {エラー・コード } が発生
しました。
説明: DB2 Connector は、ファイル {ファイル名 } を
削除できませんでした。エラー・コードは {エラー・コ
ード } です。
DB2 Connector は、指定されたファイルを削除できませ
んでした。通常、このエラーは、この DataStage ジョブ
以外の別のプロセスがファイルにアクセスしている場合
に発生します。別の理由で失敗したロードのクリーンア

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00313I 読み取られた行数 = {0}¥nスキ
ップされた行数 = {1}¥nロードされた行数
= {2}¥nリジェクトされた行数 = {3}¥n削
除された行数 = {4}¥nコミットされた行数
= {5}¥n
説明: この状況メッセージは、DB2 ローダーがジョブ
を完了したときに表示されます。読み取られた行数、ス
キップされた行数、ロードされた行数、リジェクトされ
た行数、削除された行数、およびコミットされた行数を
報告します。
ユーザーの処置:
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DB2 Load を開始します ...

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00314E • IIS-CONN-DB2-00329E
IIS-CONN-DB2-00314E DB2 Load API 呼び出しが
SQLCODE {SQL コード } で失敗しまし
た。¥n ロード・メッセージはメッセー
ジ・ファイル {メッセージ・ファイル名 }
に保管されます。
説明: DB2 Load が SQLCODE {SQL コード } で失敗
しました。ロード・メッセージは、メッセージ・ファイ
ル {メッセージ・ファイル名 } 内にあります。
DB2 Load 操作が指定された SQLCODE で失敗しまし
た。ロード・メッセージは、指定されたメッセージ・フ
ァイルに保管されます。このエラーは、ユーザーがロー
ド操作の実行に必要な許可を持っていない場合に発生す
る可能性があります。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v SQLCODE について詳しくは、ご使用の DB2 バージ
ョンのインフォメーション・センターを参照してくだ
さい。
v ユーザーがロード操作を実行するために必要な許可を
付与してください。
IIS-CONN-DB2-00315E
ました。

表のロード中にエラーが発生し

DB2 Connector は、表をロードできませんでし

DB2 Connector は、表をロードできませんでした。この
エラーより前に出力されたエラー・メッセージまたは警
告メッセージに、このエラーの原因が報告されていま
す。
ユーザーの処置:
てください。

ユーザーの処置: システムに十分なリソースがあること
を確認してください。システムのロードを削減し、ジョ
ブを再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00317I ロード処理は、名前付きパイプ
{0} を使用しています。
説明: ロード処理は、名前付きパイプ {0} を使用して
います。
この通知メッセージは、指定された名前付きパイプがデ
ータを DB2 ローダーに受け渡すために使用されている
ときに表示されます。
ユーザーの処置: アクションは不要です。

v メッセージ・ファイル内のメッセージを確認し、適切
な修正アクションをとってください。

説明:
た。

DB2 Connector による名前付きパイプへの接続の待ち時
間が 10 秒を超えると、タイムアウトが発生します。こ
のエラーは、Windows システムでのみ発生します。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 先行するエラー・メッセージまたは警告メッセージを
確認して、ロードが失敗した理由を判別してくださ
い。
v 「使用法」>「ロード制御」>「メッセージ・ファイ
ル」プロパティーで指定されているメッセージ・ファ
イルを確認してください。メッセージ・ファイル内の
メッセージには、ロードに関連した DB2 エラーとロ
ードに受け渡されるデータが含まれています。
IIS-CONN-DB2-00316E 名前付きパイプのクライアント
で、接続がタイムアウトになりました。
説明: 接続がタイムアウトになったため、DB2
Connector は名前付きパイプに接続できませんでした。

IIS-CONN-DB2-00324E データ・ファイルとコマンド・
ファイルのディレクトリーを指定しなけれ
ばなりません。
説明: データ・ファイルとコマンド・ファイルのディレ
クトリー・パスが無効です。
「使用法」>「ロード制御」>「入力データ・ファイル・
ディレクトリー」プロパティーに指定されたディレクト
リーは、無効なディレクトリーです。
ユーザーの処置: 「使用法」>「ロード制御」>「入力デ
ータ・ファイル・ディレクトリー」プロパティーに有効
なパスを指定してください。
IIS-CONN-DB2-00327E 内部エラー: DB2 Connector
が ¥'describe schema¥'を受け取りません
でした。
説明: DB2 Connector が期待されるスキーマを受け取
らなかった場合に、予期しない内部エラーが発生しまし
た。
DB2 Connector がスキーマ調整中に指定されたスキーマ
を受け取らなかった場合に、予期しない内部エラーが発
生しました。
ユーザーの処置: ジョブ・ログを収集し、IBM ソフト
ウェア・サポートに連絡してください。
IIS-CONN-DB2-00329E スキーマ調整に失敗しました。
デザイン・スキーマで余分な列が検出され
ました。
説明: デザイン・スキーマで余分な列が検出されたた
め、スキーマ調整に失敗しました。
デザイン・スキーマで余分な列が検出されたため、スキ
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00337E • IIS-CONN-DB2-00347E
ーマ調整中にエラーが発生しました。通常、このエラー
は、ジョブ・デザインでのスキーマ (デザイン・スキー
マ) と DB2 内の表のスキーマ (外部スキーマ) 間に不
一致が検出された場合に発生します。このため、デザイ
ン・スキーマで余分な列が生じています。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v ジョブ・デザインから余分な列をすべて削除してくだ
さい。

v デザイン・スキーマを修正して、CREATE TABLE ス
テートメント内に希望する列が指定されるようにして
ください。
v 「使用法」>「表のアクション」>「実行時に CREATE
ステートメントを生成」プロパティーを「いいえ」に
設定し、独自の CREATE ステートメントを指定して
ください。

v 「使用法」>「セッション」>「スキーマ調整」>「不
一致のフィールドをドロップ」プロパティーを「は
い」に設定します。

IIS-CONN-DB2-00346E CREATE TABLE ステートメ
ントの生成中にエラーが発生しました。列
のデータ・タイプ情報は取得されませんで
した。{列名 } 。

IIS-CONN-DB2-00337E 不明な SQL タイプ ({SQL デ
ータ・タイプ } ) が指定されました。

説明: CREATE TABLE ステートメントを生成できま
せんでした。DB2 Connector は、列 {列名 } のデー
タ・タイプ情報を取得できませんでした。

説明: SQL データ・タイプ {SQL データ・タイプ }
が既知のデータ・タイプではありません。
DB2 Connector が不明な SQL データ・タイプを検出し
ました。通常、このエラーは、ご使用のコネクターのバ
ージョンではサポートされていない IBM DB2 のバージ
ョンを使用している場合に発生します。
表の DB2 CLI 列にある SQL データ・タイプについて
詳しくは、ご使用の DB2 バージョンのインフォメーシ
ョン・センターを参照してください。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v DB2 Connector をアップグレードしてください。
v DB2 表から不明なデータ・タイプを削除してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00338E 表を作成するための列が指定さ
れていません。
説明:

表の作成時に列が見つかりませんでした。

デザイン・スキーマと外部スキーマの調整後にスキーマ
内に列が見つからなかったため、コネクターは中に列が
ない状態で CREATE TABLE ステートメントを生成し
ます。
「使用法」>「表のアクション」>「実行時に CREATE ス
テートメントを生成」>「エラーで失敗」プロパティー
を「はい」に設定している場合にエラーが発生します。
「使用法」>「表のアクション」>「実行時に CREATE ス
テートメントを生成」>「エラーで失敗」プロパティー
を「いいえ」に設定している場合は、警告が発生する可
能性があります。
ユーザーの処置:
てください。
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以下のいずれかのアクションを実行し

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

CREATE TABLE ステートメントを生成できませんでし
た。DB2 Connector は、指定された列のデータ・タイプ
情報を取得できませんでした。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v デザイン・スキーマで指定された列に対して別の
SQL データ・タイプを使用してください。
v 「使用法」>「表のアクション」>「実行時に CREATE
ステートメントを生成」プロパティーを「いいえ」に
設定し、独自の CREATE ステートメントを指定して
ください。
IIS-CONN-DB2-00347E 実行時、CREATE TABLE ス
テートメントの生成中にエラーが発生しま
した。GUI を使用して、手動でステート
メントを入力してください。列 = {タイ
プ・コード } 、タイプ = {1}。
説明: 実行時に CREATE TABLE ステートメントを生
成できませんでした。CREATE ステートメントを手動
で入力してください。列名は {タイプ・コード } で
す。タイプ・コードは {1} です。
実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成でき
ませんでした。コネクターは不明な列タイプを検出しま
した。その列タイプのタイプ・コードが認識されなかっ
たためです。その結果、コネクターはこの列をマップす
る方法がわかりませんでした。
ユーザーの処置: 「使用法」>「表のアクション」>「実
行時に CREATE ステートメントを生成」プロパティーを
「いいえ」に設定し、独自の CREATE ステートメント
を指定してください。

IIS-CONN-DB2-00350I • IIS-CONN-DB2-00358E
IIS-CONN-DB2-00350I BEFORE SQL コマンドが正常
に実行されました。
説明: この状況メッセージは、BEFORE SQL コマンドが
正常に実行された後に表示されます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00351I AFTER SQL コマンドが正常
に実行されました。
説明: この状況メッセージは、AFTER SQL コマンドが正
常に実行された後に表示されます。

IIS-CONN-DB2-00358E アクティブな DB2 インスタン
スの値を {アクティブな DB2 インスタン
スの値 } に設定しようとしてエラーが発
生しました。アクティブな DB2 インスタ
ンスには、既に値 {既存の DB2 インスタ
ンス値 } が設定されています。
説明: アクティブな DB2 インスタンス値を {アクティ
ブな DB2 インスタンスの値 } に設定できませんでし
た。既存の DB2 インスタンス値は {既存の DB2 イン
スタンス値 } です。

ユーザーの処置: アクションは不要です。

DB2 Connector は、アクティブ DB2 インスタンスを指
定された値に設定できませんでした。

IIS-CONN-DB2-00352I CREATE TABLE ステートメ
ントが正常に実行されました。

DB2 Connector を使用するそれぞれの CPU プロセス
は、1 つの DB2 インスタンスのみと関連付けることが
できます。

説明: この状況メッセージは、表が正常に作成されたと
きに表示されます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00353I DROP TABLE ステートメント
が正常に実行されました。
説明: この状況メッセージは、表が正常にドロップされ
たときに表示されます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00354I TRUNCATE TABLE ステート
メントが正常に実行されました。
説明: この状況メッセージは、表が正常に切り捨てられ
たときに表示されます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00355I BEFORE SQL ノード・コマン
ドが正常に実行されました。
説明: この状況メッセージは、BEFORE SQL node コマン
ドが正常に実行された後に表示されます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00356I AFTER SQL ノード・コマン
ドが正常に実行されました。
説明: この状況メッセージは、AFTER SQL node コマン
ドが正常に実行された後に表示されます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

ジョブの実行時に、コンダクターおよびプレイヤーのプ
ロセスは 1 つの DB2 インスタンスのみを使用できま
す。ジョブ内の各 DB2 Connector ステージは独自の設
定があるため、これはプレイヤー・プロセスにおいて問
題とはなりません。しかし、コンダクター・プロセス
は、ジョブ内のすべての DB2 Connector ステージ間で
共有されます。このメッセージは、ジョブ内の 2 つ以
上の DB2 Connector ステージが異なるインスタンスを
コンダクター・プロセスで指定していることを示してい
ます。
ジョブのデザイン時には、単一の連続的に実行されてい
る (ASBAgent と呼ばれる) プロセスがすべてのデザイ
ン時アクティビティーを処理しているため、DB2
Connector は 1 つの DB2 インスタンスからのみ、接続
のテスト、データの表示、およびメタデータのインポー
トを行うことができます。接続のテスト、データの表
示、またはメタデータのインポートに使用される最初の
DB2 インスタンスは、いずれのデザイン時アクション
の場合も、コネクターがバインドされているインスタン
スです。
ユーザーの処置: 実行時にこのエラーが表示されている
場合は、以下のいずれかのアクションを実行します。
v ジョブ内のすべての DB2 Connector ステージを、同
じ DB2 インスタンス値を使用するように変更しま
す。
v すべての DB2 Connector ステージで「代替コンダク
ター設定」プロパティーを「はい」 に設定し、「代
替コンダクター設定」>「インスタンス」サブプロパ
ティーで同じ DB2 インスタンスを指定します。
デザイン時にこのエラーが表示されている場合は、以下
のアクションを実行します。

メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00362E • IIS-CONN-DB2-00365E
v Information Server 層で ASBAgent を再開し、別の
DB2 インスタンスへの接続のテスト、別の DB2 イ
ンスタンスからのデータの表示やメタデータのインポ
ートを行います。この問題について詳しくは、「リリ
ース・ノート」文書を参照してください
(http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21330967)。
IIS-CONN-DB2-00362E パーティション情報を取得する
表の名前を判断できません。
説明: DB2 Connector は、パーティション情報を取得
する表の名前を特定できませんでした。
DB2 Connector がパーティション情報を照会する表名を
特定できませんでした。通常、このエラーは、SQL ビ
ルダーが INSERT、UPDATE、または DELETE ステー
トメント内の表名を構文解析できない場合に発生しま
す。このエラーは、この SQL ステートメントで使用さ
れているジョブ・プロパティーが原因で発生する可能性
があります。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v DB2 Connector がソース・ステージまたはルックアッ
プ・ステージである場合、「パーティション読み取り
を有効にする」>「パーティション読み取り方式」>
「表名」プロパティーに確実に表名を指定してくださ
い。
v DB2 Connector がターゲット・ステージであり、かつ
「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロー
ド」に設定された場合は、「表名」プロパティーにプ
ロパティー値が設定されるようにしてください。「書
き込みモード」プロパティーの他の値についても、指
定する SQL ステートメントが複雑にならないように
してください。黄色の警告サインが SQL ステートメ
ントの横に表示されている場合、SQL ビルダーはス
テートメント内の表名を構文解析できません。黄色の
警告サインが消えるまで SQL ステートメントを単純
化してください。
v SQL ステートメント全体をジョブ・パラメーターで
置換するか、SQL ステートメント内で使用されるジ
ョブ・パラメーターを単純化してください。
IIS-CONN-DB2-00363E
表パーティション情報を準備
中にエラーが発生しました。表名は完全修
飾してください。現在の表名の設定: {表
名 } 。
説明: 表パーティション情報を特定できませんでした。
表名は {表名 } に設定されています。
DB2 Connector は、指定された表でスキーマを検出でき
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ませんでした。通常、このエラーは、以下のいずれかの
理由によって発生します。
v メモリーが壊れている場合
v 内部エラーがある場合
v DB2 Connector が表名内のピリオド (.) を検出できな
い場合
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v 「表名」プロパティーでスキーマを追加し、ジョブを
再実行してください。
v DB2 Connector が SQL ステートメント内の正しい表
名を使用しているかどうか確認してください。
v DB2 Connector 要件を満たすのに十分なメモリーが使
用可能であることを確認してください。
v それでもエラーが起こる場合は、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。 IBM ソフトウェア・サポートに連絡する前に収
集しておく必要がある特定のログと情報については、
InfoSphere Information Server インフォメーション・
センターにあるトラブルシューティングのトピックを
参照してください。
IIS-CONN-DB2-00364E 表パーティション情報を準備中
にエラーが発生しました。メソッド {理由
コード } から理由コード {SQL コード }
、SQLCODE {2} が返されました。
説明: データの行が保管されているパーティションを特
定できませんでした。メソッドは {理由コード } で
す。返された理由コードは、{SQL コード } です。SQL
コードは {2} です。
データの行が保管されているパーティションを特定でき
ませんでした。
ユーザーの処置: 理由コードを確認してください。エラ
ー・コードについて詳しくは、API 資料を参照し、それ
にしたがって対応してください。SQL コードについて
詳しくは、ご使用の DB2 バージョンのインフォメーシ
ョン・センターを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00365E 行のパーティションを判別中に
エラーが発生しました。メソッド {メソッ
ド名 } から理由コード {理由コード } 、
SQLCODE {SQL コード } が返されまし
た。
説明: DB2 行のパーティションを判別できませんでし
た。メソッドは {メソッド名 } です。返された理由コ
ードは、{理由コード } です。SQL コードは {SQL コ
ード } です。

IIS-CONN-DB2-00367E • IIS-CONN-DB2-00370E
DB2 行のパーティションを判別できませんでした。
ユーザーの処置: 理由コードを確認してください。エラ
ー・コードについて詳しくは、API 資料を参照し、それ
にしたがって対応してください。SQL コードについて
詳しくは、ご使用の DB2 バージョンのインフォメーシ
ョン・センターを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00367E 環境構成エラー。ノード {ノー
ド } とノード {ノード } は両方が同じ
DB2 パーティション番号 {DB2 パーティ
ション番号 } を指定しています。
説明: 環境構成ファイルでエラーが発生しました。 ノ
ードは {ノード } および {ノード } です。DB2 パーテ
ィション番号は {DB2 パーティション番号 } です。
環境構成ファイルが正しく構成されていません。通常、
このエラーは、1 つ以上のノードの DB2 リソースが同
じ DB2 パーティションを指している場合に発生しま
す。このエラー・メッセージは、データベースが DB2
for z/OS である場合に 8.1 FP2 以降のバージョンでの
み発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 各ノードの DB2 リソースが固有のパーティションを
指定するように DataStage 構成ファイルを修正してく
ださい。
v すべての DB2 リソース項目を構成ファイルから削除
して、コネクターが DB2 パーティションを
InfoSphere DataStage ノード (これらのノードは、構
成ファイルに指定されているものです) にマップでき
るようにしてください。
IIS-CONN-DB2-00368E 環境構成エラー。ノード {ノー
ド } が指定している DB2 パーティショ
ン番号 {DB2 パーティション番号 } は、
指定されたターゲット表の有効なパーティ
ション番号でありません。
説明: 環境構成でエラーが発生しました。 ノードは {
ノード } です。DB2 パーティション番号は {DB2 パー
ティション番号 } です。
環境構成ファイルでエラーが発生しました。 通常、こ
のエラーは、構成ファイルに指定された DB2 パーティ
ション番号がデータベース内の無効なパーティションで
ある場合に発生します。このエラー・メッセージは、デ
ータベースが DB2 for z/OS である場合にバージョン
8.1 Fix Pack 2 以降のバージョンでのみ発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v DataStage 構成ファイルに指定されたノードの DB2
リソースを有効なパーティション番号に訂正してくだ
さい。
v すべての DB2 リソース項目を構成ファイルから削除
して、コネクターが DB2 パーティションを
DataStage ノードにマップできるようにしてくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00369E 環境構成の中にエラーがありま
した。ターゲット表には {パーティション
番号 } 個のパーティションがあります
が、環境構成には {環境構成に必要なノー
ド数 } 個のノードが使用可能です。環境
構成には少なくとも {パーティション番号
} 個のノードがあることを確認してくださ
い。環境構成内のノード数は、パーティシ
ョンが DB2 Connector に設定されている
か、環境構成で 2 つ以上のノードを持つ
バルク・ロード書き込みモードを使用する
ときは、データベース表のパーティション
数以上である必要があります。
説明: 環境構成ファイルでエラーが発生しました。 パ
ーティション番号は {パーティション番号 } です。使
用可能なノード数は {環境構成に必要なノード数 } で
す。環境構成には、少なくとも {2} 個のノードが必要
です。
通常、このエラーは、構成ファイルに十分なノードが定
義されていない場合に発生します。構成ファイル内のノ
ード数は、データベース内のパーティション数より大き
いか等しくなければなりません。このエラーは、バージ
ョン 8.1 Fix Pack 2 以降のバージョンでは表示されま
せん。構成ファイルは、InfoSphere Information Server 環
境を定義します。このファイル内でノードを定義できま
す。
ユーザーの処置: 構成ファイル内のノードの数を増やし
て、データベース内のパーティションの数と一致させて
ください。
IIS-CONN-DB2-00370E 環境構成エラー: すべての
DB2 パーティションが既に他のノードに
関連付けられているため、ノード {ノード
} は DB2 パーティションにマップできま
せん。
説明: 環境構成でエラーが発生しました。 すべての
DB2 パーティションが既に他のノードに関連付けられ
ているため、DB2 Connector はノード {ノード } を
DB2 パーティションにマップできません。
DB2 Connector の実行中に、構成ファイルを利用しよう
としているときにエラーが発生しました。構成ファイル
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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は、InfoSphere Information Server 環境を定義します。こ
のファイル内でノードを定義できます。通常、このエラ
ーは、指定されたノードを DB2 パーティションにマッ
プできない場合に発生します。なぜなら、すべての
DB2 パーティションが既に他のノードに関連付けられ
ているためです。バージョン 8.1 Fix Pack 2 以降のバ
ージョンを使用している場合、このメッセージが表示さ
れるのは DB2 for z/OS データベースを使用している場
合のみです。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

IIS-CONN-DB2-00379W メイン・スレッドでエラーが
発生しました。
説明:

メイン・スレッドでエラーが発生しました。

データをモニターし、データをロードしているスレッド
にデータを提供するメイン・スレッドでエラーが発生し
ました。これは、「DB2 loader」という名前のスレッド
です。
ユーザーの処置: メイン・スレッドで発生したエラーに
ついて詳しくは、その前後に出力されたメッセージをロ
グで確認してください。

v 環境構成ファイルでノード数を削減してください。
v DB2 パーティションにマップする、指定されたノー
ドを削除してください。
IIS-CONN-DB2-00371E 列 {列名 } に関連付けること
ができるスキーマ・フィールドを見つける
ことができません。この列は、パーティシ
ョン・アルゴリズムを機能させるために取
得する必要があるパーティション・キーに
属しているため、このフィールドがスキー
マに存在しなければなりません。

IIS-CONN-DB2-00380I 引用符付きの ID は SQL ステ
ートメントでサポートされません。
説明: DB2 Connector は、引用符で囲んだ ID を SQL
ステートメントの中で使用することはサポートしていま
せん。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00381I 生成されたステートメントは
{0} です。

説明: DB2 Connector は、列 {列名 } に関連付けられ
たスキーマ内のフィールドを見つけることができません
でした。

説明: 生成された SQL ステートメントは {0} です。

DB2 Connector は、指定された列に関連付けられたスキ
ーマ内のフィールドを見つけることができませんでし
た。通常、このエラーは、指定された列が表のパーティ
ション・キーの一部であるが、その列をデザイン・スキ
ーマで見つけることができない場合に発生します。

ユーザーの処置: アクションは不要です。

ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v パーティション・キーの一部であるすべての列がデザ
イン・スキーマ内に存在することを確認してくださ
い。
v 列名のスペルが正しいことを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00378E LOB の読み取り時、配列サイ
ズは 1 でなければなりません。
説明: LOB 列の読み取り時に、配列サイズが 1 ではあ
りませんでした。
「配列サイズ」プロパティーが 1 より大きい値に設定
されています。LOB 列の読み取り時、配列サイズは 1
でなければなりません。
ユーザーの処置: 「配列サイズ」プロパティーを 1 に
設定してください。

DB2 Connector は、指定された SQL ステートメントを
生成しました。

IIS-CONN-DB2-00390I ¥'Bulk Load¥' 書き込みモード
ではリジェクト行は生成されません。
説明: バルク・ロード書き込みモードではリジェクト行
を生成できません。
DB2 Connector ステージにリジェクト・リンクはありま
すが、「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロ
ード」に設定されています。このエラーは、DB2
Connector が DB2 ローダーによってリジェクトされた
レコードにアクセスを試みた場合に発生します。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
IIS-CONN-DB2-00391E ディレクトリー {ディレクトリ
ー名 } は存在しません。
説明: ディレクトリー {ディレクトリー名 } は存在し
ません。
通常、このエラーは、「ロード制御」>「入力データ・
ファイル・ディレクトリー」プロパティーに指定された
ディレクトリーが存在しない場合に発生します。
ユーザーの処置: 指定されたディレクトリーを作成する
か、「入力データ・ファイル・ディレクトリー」プロパ

16

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

IIS-CONN-DB2-00392E • IIS-CONN-DB2-00409W
ティーに、既に存在しているディレクトリーを指定して
ください。
IIS-CONN-DB2-00392E {ディレクトリー名 } に対する
許可が十分でありません。
説明: ユーザーがディレクトリー {ディレクトリー名 }
に対して必要な許可を持っていませんでした。
ジョブを実行するには、ユーザーが 「ロード制御」>
「入力データ・ファイル・ディレクトリー」プロパティ
ーで指定されたディレクトリーに対して必要な許可を持
っている必要があります。

定のログと情報については、InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターにあるトラブルシ
ューティングのトピックを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00400I
コネクターは自動コミット・
モードで作動しています。プロパティー設
定を使用して手動でトランザクションをコ
ミットする代わりに、データベースによる
判断でトランザクションのコミットが自動
的に実行されます。

ユーザーの処置: ユーザーがジョブを実行するために、
指定されたディレクトリーに対する必要な許可をユーザ
ーに付与してください。

説明: DB2 Connector は自動コミット・モードで実行
されています。「セッション」>「自動コミット・モー
ド」プロパティーを「オン」に設定すると、プロパティ
ー設定を使用して手動でトランザクションをコミットす
る代わりに、トランザクションが実行されたときにデー
タベースはトランザクションをコミットします。

IIS-CONN-DB2-00393W ¥'db2load¥' API 呼び出しに
よって例外がスローされました。

ユーザーの処置: アクションは不要です。

説明:

IIS-CONN-DB2-00402I {ファイル名 } ファイルの作成
が完了しました。ロードの準備ができまし
た。

DB2 ローダーが例外を検出しました。

ユーザーの処置:

以下を実行してください。

1. ログ・ファイルで前後に出力されたメッセージを確
認して、DB2 ローダーが例外をスローした理由を特
定してください。
2. 「使用法」>「ロード制御」>「メッセージ・ファイ
ル」プロパティーで指定されているメッセージ・フ
ァイルにあるすべてのメッセージを確認してくださ
い。
3. エラーを解決した後、ジョブを再実行してくださ
い。

説明: {ファイル名 } ファイルが正常に作成され、ロー
ドの準備ができました。
DB2 Connector が最後のデータを順次ファイルに書き込
みました。これで、DB2 ローダーはファイルをロード
できます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00408I

ロード処理が成功しました。

IIS-CONN-DB2-00395E
ディレクトリー {エラー・コ
ード } の状況を取得できません。エラー
{1} を受け取りました。

説明: ロード操作が正常に完了しました。

説明: DB2 Connector がディレクトリー {エラー・コ
ード } にアクセスできませんでした。エラー・コード
は {1} です。

ユーザーの処置: アクションは不要です。

DB2 Connector は、指定されたディレクトリーにアクセ
スできませんでした。通常、DB2 Connector は、ディレ
クトリーが存在していない場合、またはユーザーがその
ディレクトリーにアクセスするために必要な許可を持っ
ていない場合、それを認識します。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、オ
ペレーティング・システムの資料を参照してください。
エラー・コードを確認して、エラーが発生した原因を特
定してください。 エラーが発生した原因を突き止めら
れない場合は、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。 IBM ソフトウェ
ア・サポートに連絡する前に収集しておく必要がある特

ロード操作またはロード・クリーンアップ操作が正常に
完了しました。

IIS-CONN-DB2-00409W ロード処理が失敗しました。
DB2 LOAD TERMINATE 処理を開始し
ます。
説明: ロード操作が失敗しました。DB2 LOAD
TERMINATE 操作が開始されました。
ロード操作が失敗すると、DB2 Connector は DB2 ロー
ダーを呼び出して LOAD TERMINATE 操作を実行しま
す。通常、この警告メッセージは、「ロード制御」>
「失敗時にクリーンアップ」プロパティーが「はい」に
設定されている場合に発生します。
ユーザーの処置: クリーンアップを実行したくない場合
は、「ロード制御」>「失敗時にクリーンアップ」プロ
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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パティーを「いいえ」に設定してください。
IIS-CONN-DB2-00416E 結果セットの中に、名前が {列
名 } の列が 1 つ以上あります。
説明: 結果セットの中に、名前が {列名 } の列が 1 つ
以上存在しています。
結果セットの中に、指定された名前を持つ列が 1 つ以
上存在しています。通常、このエラーは、以下のいずれ
かの理由によって発生します。

ス名 } の表 {表名 } のパーティション情報を取得でき
ません。返された理由コードは、{理由コード } です。
SQLCODE は {SQL コード } です。
DB2 Connector が指定されたデータベースの指定された
表のパーティション情報を取得できません。通常、この
エラーは、指定された表がデータベースに存在しない場
合に発生します。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。

v SQL ステートメントに、結果セット内に列を生成す
る式が含まれている。

v データベース内に表が存在するかどうかを確認してく
ださい。

v DB2 が SQL ステートメント内の式によって生成さ
れる列に数字名を割り当てている。「使用法」>「式
の列の接頭部」プロパティー内の値が数字名と連結さ
れると、コネクターはデザイン・スキーマで列のいず
れかとの競合を検出します。

v 表名のスペルが正しいことを確認してください。

ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v デザイン・スキーマで競合している列の名前を変更し
てください。
v SQL ステートメントから問題の式を削除してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00419E DB2 ライブラリーをロードで
きませんでした。
説明: DB2 クライアント・ライブラリーをロードでき
ませんでした。
DB2 クライアント・ライブラリーをロードできません
でした。通常、このエラーは、オペレーティング・シス
テムが DB2 クライアント・ライブラリーを見つけるこ
とができない場合に発生します。
ユーザーの処置: DB2 クライアント・ライブラリー・
パスがライブラリー・パス環境変数に指定されているこ
とを確認してください。 IBM InfoSphere Information
Server インフォメーション・センターの『インストール
および構成要件』のトピックに記載されている手順に従
って、DB2 Connector を構成してください。
IIS-CONN-DB2-00420E コネクターは、データベース {
データベース名 } の表 {表名 } のパーテ
ィション情報を取得できませんでした。メ
ソッド sqlugtpi は、理由コード {理由コ
ード } 、SQLCODE {SQL コード } を返
しました。表が存在することと、それにア
クセス可能であることを確認してくださ
い。
説明:

18

v 理由コードおよび SQLCODE を確認して、エラーが
発生した原因を特定してください。SQLCODE につい
て詳しくは、ご使用の DB2 バージョンのインフォメ
ーション・センターを参照してください。

DB2 Connector は、データベース {データベー
DB2 Connector メッセージ・リファレンス

IIS-CONN-DB2-00421I ALTER TABLE ステートメン
トが失敗しました。おそらく、ユーザー特
権が不十分なためです。代わりに
DELETE ステートメントが実行されま
す。
説明: ユーザー特権が不十分であるために、ALTER
TABLE ステートメントが失敗しました。その結果、
DB2 Connector は DELETE ステートメントを実行しま
す。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
IIS-CONN-DB2-00428W 列 {列名 } の長さを取得でき
ませんでした。代わりに、DB2 のデー
タ・タイプ {ネイティブ・データ・タイプ
} のデフォルトの長さが使用されます。デ
フォルトの長さが受け入れられない場合
は、GUI を使用して、手動でステートメ
ントを入力してください。
説明: 「実行時に CREATE ステートメントを生成」プ
ロパティーが「はい」に設定されていますが、メッセー
ジに指定された列の長さが指定されていませんでした。
生成された CREATE TABLE ステートメントは、指定
されたデータ・タイプのデフォルトの長さを使用しま
す。
ユーザーの処置: ジョブ・デザインで指定された列の長
さを指定してください。

IIS-CONN-DB2-00429W • IIS-CONN-DB2-00435E
IIS-CONN-DB2-00429W コンダクター・ノードのすべ
ての DB2 クライアント・ライブラリー・
プロパティーは、同じでなければなりませ
ん。コンダクターはジョブ内の最初の
DB2 Connector ステージの DB2 クライ
アント・ライブラリーを使用します。コン
ダクターは {最初の DB2 Connector ステ
ージの DB2 クライアント・ライブラリー
の値 } を使用します。
説明: ジョブ内に複数の DB2 Connector ステージがあ
り、コンダクター・ノードの DB2 クライアント・ライ
ブラリー・プロパティーはすべての DB2 Connector ス
テージで同じでなければなりません。コンダクター・ノ
ードのジョブに異なる複数の DB2 クライアント・ライ
ブラリーが指定されているため、コネクターはジョブの
最初のステージに指定されている DB2 クライアント・
ライブラリーを使用します。
ユーザーの処置: DB2 クライアント・ライブラリー・
プロパティーがジョブ内のすべての DB2 Connector ス
テージで同じなるよう変更してください。または、「代
替コンダクター設定」プロパティーを「はい」に設定し
て、ジョブ内のすべての DB2 Connector ステージにつ
いて「代替コンダクター設定」>「DB2 クライアント・
ライブラリー」プロパティーに同じ値を指定してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00430E DB2 クライアント・ライブラ
リー {DB2 クライアント・ライブラリー
} へのパスを、適切な環境変数に追加する
必要が生じる場合もあります。詳細は、コ
ネクターの資料を参照してください。
説明: DB2 クライアント・ライブラリーのロード中に
エラーが発生しました。環境に指定された誤ったパスの
ために、ロード・エラーが発生した可能性があります。
ユーザーの処置: DB2 クライアント・ライブラリーへ
の完全修飾パスを、DB2 クライアント・ライブラリ
ー・プロパティーに指定してください。パスが正しく環
境に指定されているか確認してください。DB2
Connector の環境変数を構成する方法について詳しく
は、ご使用の DB2 バージョンのインフォメーション・
センターを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00431I ロード・クリーンアップが開始
しました。
説明: 「失敗時にクリーンアップ」プロパティーが「は
い」に設定されている場合、コネクターは表をロードす
る前と後に LOAD TERMINATE を開始します。表がロ
ード・ペンディング状態にない場合、または表が存在し
ない場合、データベースは LOAD TERMINATE を無視

します。LOAD TERMINATE が不要な場合は、それが
ログ内の後続のメッセージに示されます。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
IIS-CONN-DB2-00432I ロード・クリーンアップが正常
に完了しました
説明: コネクターは LOAD TERMINATE を正常に完
了しました。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00433I
です

ロード・クリーンアップは不要

説明: 「失敗時にクリーンアップ」プロパティーが「は
い」に設定されているため、コネクターは LOAD
TERMINATE を発行しましたが、表が存在していなかっ
たか、ロード・ペンディング状態にありませんでした。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
IIS-CONN-DB2-00434I ロード・クリーンアップが失敗
しました。SQLCODE={LOAD によって返
された SQLCODE }
説明: 「失敗時にクリーンアップ」プロパティーが「は
い」に設定されているため、コネクターは LOAD
TERMINATE を発行しましたが、LOAD TERMINATE
は失敗しました。
ユーザーの処置: メッセージに指定された SQLCODE
を確認して、LOAD TERMINATE が失敗した原因を特
定してください。DB2 CLP から手動で LOAD
TERMINATE を実行してください。
IIS-CONN-DB2-00435E DB2 インスタンスの取得中に
エラーが発生しました。有効な DB2 イン
スタンスが「インスタンス」プロパティー
に指定されていることを確認してくださ
い。メソッド {現行インスタンスの DB2
を照会するために呼び出された API } か
ら理由コード {理由コード } 、
SQLCODE SQLCODE が返されました。
説明: コネクターは、指定された API を介して DB2
に環境内の現行インスタンス・セットの名前について照
会しました。照会は指定された理由コードおよび
SQLCODE で失敗しました。この失敗は、
DB2INSTANCE 環境変数が誤って設定されているか、無
効なインスタンスが「インスタンス」プロパティーに指
定されていることを示しています。
ユーザーの処置: 「インスタンス」プロパティーが有効
なインスタンスに設定されているかどうか確認してくだ
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00436E • IIS-CONN-DB2-00440E
さい。「インスタンス」プロパティーが空の場合、
DB2INSTANCE 環境変数が有効なインスタンスに設定さ
れていることを確認してください。コマンド「db2ilist」
を実行してインスタンス・リストを取得し、そのインス
タンスが出力にリストされていることを確認してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00436E DB2 インスタンスの検証でエ
ラーが発生しました。有効な DB2 インス
タンスが「インスタンス」プロパティーに
指定されていることを確認してください。
説明: DB2 Connector は、DB2 インスタンスを検証で
きませんでした。

v 「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロー
ド」に設定され、複数のノードが環境構成ファイル内
にある場合。
v 「パーティション・タイプ」プロパティーが「DB2
Connector」に設定されている場合、ターゲット表に
ついてのパーティション情報が DataStage ノードを
DB2 パーティションにマップするために必要となり
ます。
ユーザーの処置: 「使用法」>「表のアクション」>「実
行時に CREATE ステートメントを生成」プロパティーを
「いいえ」に変更し、CREATE TABLE ステートメント
を手動で指定してください。

DB2 Connector は、環境構成ファイルに指定された
DB2 インスタンスを検証できませんでした。

IIS-CONN-DB2-00438I 表にパーティションがないか、
パーティション情報がありません

ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。

説明: 表にパーティションがなかったか、あるいはパー
ティション情報がありませんでした。

v 「接続」>「インスタンス」プロパティーまたは「接
続」>「代替コンダクター設定」>「インスタンス」プ
ロパティーが指定されている場合は、有効な DB2 イ
ンスタンス名が指定されていることを確認してくださ
い。

表がパーティション化されていないか、1 つのパーティ
ションのみから成っています。「パーティション・タイ
プ」プロパティーが「DB2 Connector」に設定されてい
ます。このエラーは、DB2 for z/OS データベースでの
み発生します。

v 「接続」>「インスタンス」プロパティーまたは「接
続」>「代替コンダクター設定」>「インスタンス」プ
ロパティーが空の場合は、DB2INSTANCE 環境変数
が有効な DB2 インスタンスに設定されていることを
確認してください。

ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。

有効な DB2 インスタンスのリストを取得するには、コ
ネクターが実行されているノード (通常、ETL ノード)
で DB2 コマンド・プロンプトから db2ilist コマンドを
実行します。「接続」>「インスタンス」プロパティー
または DB2INSTANCE 環境変数に指定されているイン
スタンスがリストにあることを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00437E 表のアクションが「作成」また
は「置換」で、実行時に Create ステート
メントが生成される場合、コネクターはパ
ーティショナーとして選択できないか、あ
るいは、環境構成内で、書き込みモード
が、2 つ以上のノードを持つ「バルク・ロ
ード」に設定されます。
説明: 実行時に CREATE TABLE ステートメントを生
成できませんでした。
実行時に生成された CREATE ステートメントを使用し
て表の作成または表の置換を試みているときにエラーが
発生しました。通常、このエラーは、以下のいずれかの
理由によって発生します。
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v 「パーティション・タイプ」プロパティーを異なるパ
ーティション方式に変更してください。
v 表をパーティション化してください。
IIS-CONN-DB2-00439E 行がパーティション範囲境界の
外であるため、行を挿入できません
説明: 現行行がパーティションの範囲外にあるため、そ
の行を挿入できません。
現行行のパーティション・キー列の値は、DB2 for z/OS
表が及ぶパーティションの範囲の外にあります。このエ
ラーは、DB2 for z/OS データベースでのみ発生しま
す。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v パーティションがカバーする範囲を広げてください。
v データをその範囲に変換するか、その範囲に制限して
ください。
IIS-CONN-DB2-00440E パーティション・キーの列タイ
プが無効です。SQLTYPE: {SQLTYPE コ
ード }
説明: パーティション・キーに無効な列タイプが存在し
ています。SQLTYPE は {SQLTYPE コード } です。

IIS-CONN-DB2-00441E • IIS-CONN-DB2-00459E
パーティション・キーに不明なデータ・タイプが含まれ
ています。通常、このエラーは、LOB データ・タイプ
がパーティション・キーで使用されている場合に発生し
ます。
ユーザーの処置: パーティション・キーでサポートされ
ているデータ・タイプのみを使用してください。
IIS-CONN-DB2-00441E z/OS 上の DB2 サーバーへの
ロードでは、¥'z/OS 上の DB2 へのバル
ク・ロード¥' プロパティーは、¥'はい¥'
でなければなりません。
説明: z/OS 上の DB2 データベースにデータをロード
できませんでした。このエラーは、「z/OS 上の DB2 へ
のバルク・ロード」プロパティーが「いいえ」に設定さ
れているために発生しています。
ユーザーの処置: 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバ
ルク・ロード」プロパティーを「はい」に設定してくだ
さい。
IIS-CONN-DB2-00442E パーティション表 {0} が見つ
かりません
説明:
た。

パーティション表 {0} が見つかりませんでし

DB2 Connector は、指定された表を見つけることができ
ませんでした。通常、このエラーは、指定された表が存
在しない場合に発生します。また、このメッセージが
DB2 for z/OS データベース表がパーティション化され
ていないことを示している可能性もあります。
ユーザーの処置: パーティション表を作成し、ジョブを
再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00456E DB2 Connector は、現行 DB2
クライアント・ライブラリーでパーティシ
ョナーとして使用できません: {DB2 クラ
イアント・ライブラリー }
説明: DB2 Connector は、現行 DB2 クライアント・ラ
イブラリー {DB2 クライアント・ライブラリー } でパ
ーティション・タイプとして指定できません。
指定された DB2 クライアント・ライブラリーは、パー
ティションに必要な DB2 API をサポートしません。通
常、このエラーは、DB2 シン・クライアント・ドライ
バーを使用している場合に発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v パーティションに必要な DB2 API をサポートしてい
る DB2 クライアント・ライブラリー・ファイルを使
用してください。

v 「パーティション・タイプ」プロパティーを別の値に
設定してください。
IIS-CONN-DB2-00457E バルク・ロードは、現行 DB2
クライアント・ライブラリーでは使用でき
ません: {DB2 クライアント・ライブラリ
ー }
説明: DB2 クライアント・ライブラリー {DB2 クライ
アント・ライブラリー } は、バルク・ロードをサポー
トしません。
この DB2 クライアント・ライブラリーは、バルク・ロ
ードをサポートしません。通常、このエラーは、DB2
シン・クライアント・ドライバーを使用しているか、
DB2 バージョン 8 を使用している場合に発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v フル DB2 クライアントの DB2 クライアント・ライ
ブラリー・ファイルを使用してください。
v 「書き込みモード」プロパティーを別の値に設定して
ください。
IIS-CONN-DB2-00458I DB2 インスタンスは現行ライ
ブラリーで検証できません: {DB2 クライ
アント・ライブラリー }
説明: DB2 インスタンスは現行 DB2 クライアント・
ライブラリー {DB2 クライアント・ライブラリー } で
検証できません。
指定された DB2 クライアント・ライブラリー・ファイ
ルは、DB2 インスタンスの検証に必要な DB2 API を
サポートしません。通常、このメッセージは、DB2 シ
ン・クライアント・ドライバーを使用している場合に表
示されます。
ユーザーの処置: 「接続」>「インスタンス」プロパテ
ィーまたは「接続」>「代替コンダクター設定」>「イン
スタンス」プロパティーに、有効な DB2 インスタンス
を入力してください。
IIS-CONN-DB2-00459E LOB 参照は、複数の表を参照
する SELECT ステートメントでは使用で
きません。LOB 参照を無効にします。
説明: LOB 参照は、複数の表を参照する SELECT ス
テートメントでは使用できません。
ジョブ内の SELECT ステートメントが 2 つ以上の表の
データを選択しています。LOB 参照は、複数の表のデ
ータを選択する SELECT ステートメントでは使用でき
ません。

メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00472E • IIS-CONN-DB2-00477E
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。

v 「使用法」>「セッション」>「LOB 参照を可能にす
る」プロパティーを「いいえ」に設定して、LOB 参
照を無効にしてください。

v 「使用法」>「SQL」>「パーティション読み取りを有
効にする」>「パーティション読み取り方式」プロパ
ティーで、別の値を選択してください。

v 1 つの表から選択するよう SELECT ステートメント
を単純化してください。

v 「使用法」>「SQL」>「パーティション読み取りを有
効にする」>「パーティション読み取り方式」>「列
名」プロパティーに、別の列を入力してください。

IIS-CONN-DB2-00472E ユーザー定義 SQL ファイル
{0} が見つかりません
説明: ユーザー定義 SQL ファイル {0} が見つかりま
せんでした。
「使用法」>「SQL」>「ユーザー定義」>「ファイル」
プロパティーに指定されたファイルが見つかりませんで
した。
ファイル名が相対パスしか提供しない場合、DB2
Connector はプロジェクト・ディレクトリーである作業
ディレクトリーでファイルを探します。絶対パスが提供
される場合、DB2 Connector は提供された特定のロケー
ションでファイルを探します。
また、このエラーは、ユーザーがファイルへのアクセス
に必要な許可を持っていない場合にも発生する可能性が
あります。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 正しいファイルを指定していること、およびそのファ
イルがコンダクター・プロセスが実行されているノー
ド上に存在していることを確認してください。
v ユーザーがファイルにアクセスするために必要な許可
を持っているか確認してください。ユーザーが必要な
許可を持っていない場合、その許可を付与し、ジョブ
を再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00475E 列 {列名 } はサポートされな
いデータ・タイプであるため、パーティシ
ョン読み取りの最小範囲と最大範囲のパー
ティション・キーとして使用できません。
別の列またはパーティション読み取り方式
を選択してください。
説明: 列 {列名 } はサポートされないデータ・タイプ
であるため、パーティション読み取りの最小範囲と最大
範囲が設定されている場合に、パーティション読み取り
のパーティション・キーとして使用できません。
「使用法」>「SQL」>「パーティション読み取りを有効
にする」>「パーティション読み取り方式」プロパティ
ーが最小範囲と最大範囲に設定されています。この範囲
が設定されている場合、数値データ・タイプのみがパー
ティション・キーとしてサポートされます。

22

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

IIS-CONN-DB2-00476E パーティション・キーのデー
タ・タイプの判別でエラーが発生しまし
た。表名と列名が正しいことを確認してく
ださい。表名: {表名 } 、列名: {列名 }
説明: DB2 Connector がパーティション・キーのデー
タ・タイプを判別できません。表名は {表名 } です。
列名は {列名 } です。
DB2 Connector が指定された表内の指定された列を見つ
けることができないために、パーティション・キーのデ
ータ・タイプを判別できません。
ユーザーの処置: 表名および列名のスペルが正しいこと
を確認してください。
IIS-CONN-DB2-00477E 1 つ以上のキー列が LOB デ
ータ・タイプです。LOB データ・タイプ
は、「SQL を生成」が「はい」に設定さ
れ、生成されるステートメントに
WHERE 節が含まれる場合 (例えば、ス
パース・ルックアップを実行するか、ある
いは、書き込みモードが「更新」、「挿入
してから更新」、「更新してから挿入」ま
たは「削除」である場合)、キー列として
使用することはできません。
説明: 1 つ以上のキー列が LOB データ・タイプです。
「SQL を生成」プロパティーが「はい」に設定され、か
つ SELECT、INSERT、UPDATE、または DELETE ス
テートメントなどの生成された SQL ステートメントに
WHERE 節が含まれているときは、LOB データ・タイ
プをキー列として使用することはできません。
1 つ以上のキー列が LOB データ・タイプです。通常、
このエラーは、DB2 Connector が
SELECT、INSERT、UPDATE、または DELETE ステー
トメントなどの WHERE 節が含まれている SQL ステ
ートメントを生成し、すべてのキー列がその節に含まれ
ている場合に発生します。WHERE 節に LOB データ・
タイプを含めることはできません。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v LOB 列をキー列として指定しないでください。
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v 「使用法」>「SQL を生成」プロパティーを「いい
え」に設定し、手動で SQL ステートメントを入力し
てください。
IIS-CONN-DB2-00478I
した

z/OS DB2 サーバーに接続しま

説明: DB2 Connector は、DB2 for z/OS データベース
に接続されています。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00480I
した

LUW DB2 サーバーに接続しま

説明: DB2 Connector は、DB2 for Linux、UNIX、およ
び Windows データベースに接続されています。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00481W 表のアクションが「作成」ま
たは「置換」の場合、コネクターは、環境
およびスキーマ調整の実行に一時表を使用
します。一時表 {表名 } の作成でエラー
が発生しました。既に同じ名前の別の表が
存在していないかどうか確認してくださ
い。
説明: 一時表 {表名 } を作成できませんでした。表の
アクションが「作成」または「置換」の場合、DB2
Connector は環境調整およびスキーマ調整の実行に一時
表を使用します。一時表 {表名 } を作成できませんで
した。
DB2 Connector は環境調整およびスキーマ調整を実行す
るために一時表を使用しますが、コネクターが指定され
た一時表を作成できませんでした。この警告メッセージ
の後に、失敗した CREATE TABLE ステートメントに
関するエラー・メッセージが表示されます。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

説明: 一時表 {表名 } をドロップできませんでした。
表のアクションが「作成」または「置換」の場合、DB2
Connector は環境調整およびスキーマ調整の実行に一時
表を使用します。DB2 Connector は、一時表 {表名 }
をドロップできませんでした。
DB2 Connector は環境調整およびスキーマ調整を実行す
るために一時表を使用しますが、コネクターが指定され
た一時表をドロップできませんでした。この警告メッセ
ージの後に、失敗した DROP TABLE ステートメント
に関するエラー・メッセージが表示されます。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v 後続のエラー・メッセージを確認して、表をドロップ
できなかった理由を特定してください。
v 後続のエラー・メッセージに記録されている DROP
TABLE ステートメントを実行して、表を手動で削除
してください。
IIS-CONN-DB2-00483E 表名 {表名 } がユーザー提供
のステートメントの中で見つかりませんで
した。{ユーザー提供の SQL ステートメ
ント } 。表名が、「表名」プロパティー
と SQL ステートメントの中で、同じ方
法で修飾されていることを確認してくださ
い。
説明: 表名 {表名 } がユーザー提供のステートメント
{ユーザー提供の SQL ステートメント } の中で見つか
りませんでした。Table name プロパティーおよび SQL
ステートメントの中の表名が正しいか確認してくださ
い。
指定された表がユーザー提供のステートメントの中で見
つかりませんでした。通常、このエラーは、「使用法」
>「表名」プロパティーと「使用法」>「表のアクショ
ン」>「実行時に CREATE ステートメントを生成」
>「CREATE ステートメント」プロパティー間で不一致が
ある場合に発生します。

v 指定された表が既にデータベースにあることを確認し
てください。

ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。

v 後続のエラー・メッセージを確認して、表を作成でき
なかった理由を特定してください。

v 「使用法」>「表名」プロパティーに指定された表名
と、「使用法」>「表のアクション」>「実行時に
CREATE ステートメントを生成」>「CREATE ステート
メント」プロパティーに指定された表名が同じになる
ようにしてください。

IIS-CONN-DB2-00482W 表のアクションが「作成」ま
たは「置換」の場合、コネクターは、環境
およびスキーマ調整の実行に一時表を使用
します。一時表 {表名 } のドロップでエ
ラーが発生しました。表が存在する場合、
ジョブを再度実行する前に、その表を手動
でドロップしてください。

v 表名が両方のプロパティーの中で、同じ方法で修飾さ
れていることを確認してください。
v それでもエラーが解決しない場合は、「使用法」>
「表のアクション」>「実行時に CREATE ステートメ
ントを生成」プロパティーを「はい」に設定して、
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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DB2 Connector によって CREATE TABLE ステート
メントを生成してください。

使用できません。二重引用符を使用するには、「識別子
を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定しま
す。

IIS-CONN-DB2-00484W ユーザーが DB2 クライアン
ト・ライブラリー・プロパティーの中にパ
ス {パス名 } を入力しました。パスが有
効であり、{DB2 クライアント・ライブラ
リー・パス } 環境変数の中の最初の DB2
クライアント・ライブラリー・パスが
Variable であることを確認してください。

「使用法」>「表名」プロパティーまたは「使用法」
>「SQL」>「パーティション読み取りを有効にする」>
「パーティション読み取り方式」>「表名」プロパティ
ーに二重引用符 (") 文字が含まれています。

説明: この警告メッセージは、ユーザーが DB2 クライ
アント・ライブラリー・プロパティーの中にパス {パス
名 } を入力した場合に表示されます。{DB2 クライアン
ト・ライブラリー・パス } 環境変数の中の最初の DB2
クライアント・ライブラリー・パスが Variable である
ことを確認してください。
この警告メッセージは、「接続」>「DB2 クライアン
ト・ライブラリー・ファイル」プロパティーで指定され
た DB2 クライアント・ライブラリー・ファイルを
Linux または UNIX システムにロードできないときに
表示されます。通常、このエラーは、誤ったライブラリ
ー・パス環境変数のために発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v オペレーティング・システムのメッセージを確認し
て、DB2 クライアント・ライブラリーがロードに失
敗した理由を特定してください。メッセージを表示す
るには、CC_MSG_LEVEL 環境変数を 1 (トレース)
または 2 (デバッグ) に設定します。
v 指定された環境変数の最初のパスが DB2 クライアン
ト・ライブラリーのパスであることを確認してくださ
い。
v DB2 クライアント・ライブラリーへのパスを、オペ
レーティング・システムのライブラリー・パス環境変
数 (LIBPATH、LD_LIBRARY_PATH、または PATH)
に指定するようにしてください。IBM InfoSphere
Information Server インフォメーション・センターの
『インストールおよび構成要件』のトピックに記載さ
れている手順に従って、DB2 Connector を構成してく
ださい。
IIS-CONN-DB2-00485E 「表名」プロパティーの中では
二重引用符は使用できません。コネクター
がステートメントを生成するときに二重引
用符で囲まれた表名などを識別する場合
は、「識別子を引用符で囲む」プロパティ
ーが「はい」に設定されていることを確認
してください。
説明:
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ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v 「表名」プロパティーから二重引用符をすべて削除し
てください。
v 表名で識別子の大/小文字を区別する必要がある場合
は、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「は
い」に設定してください。
IIS-CONN-DB2-00505E LOB および XML をロードす
る場合、「LOB または XML 列を使用し
たバルク・ロード」プロパティーは、「は
い」に設定する必要があります。
説明: 「LOB または XML 列を使用したバルク・ロー
ド」プロパティーが「いいえ」に設定されたため、LOB
列および XML 列をロードできませんでした。
DB2 Connector は、LOB 列または XML 列をロードで
きませんでした。LOB 列または XML 列をロードする
には、「LOB または XML 列を使用したバルク・ロー
ド」プロパティーを「はい」に設定する必要がありま
す。LOB 列および XML 列をサポートしているのは
DB2 CLI API のみです。したがって、DB2 Connector
がこの API を使用するために、このプロパティーを
「はい」に設定する必要があります。
ユーザーの処置: 「LOB または XML 列を使用したバル
ク・ロード」プロパティーを「はい」に設定してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00506E データベース・ディレクトリー
情報のスキャン中にエラーが発生しまし
た。メソッド {メソッド名 } から理由コ
ード {返された理由コード } 、
SQLCODE {SQL コード } が返されまし
た。
説明: DB2 API がデータベース・ディレクトリー情報
をスキャンできませんでした。メソッドは {メソッド名
} です。返された理由コードは {返された理由コード }
です。SQLCODE は {SQL コード } です。
DB2 API がデータベース・ディレクトリーから情報を
取得できませんでした。これらの API は、コネクター
がメタデータ情報およびパーティション情報を収集する
ときに呼び出されます。

IIS-CONN-DB2-00507W • IIS-CONN-DB2-00649I
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 理由コードおよび SQLCODE を確認して、指定され
た API が失敗した原因を特定してください。
v エラー・コードについて詳しくは、ご使用の DB2 バ
ージョンのインフォメーション・センターを参照して
ください。DB2 Connector がこの API を使用しない
ように DS_NO_PROCESS_METADATA 環境変数を 1
に設定してください。
v ターゲット・データベースがパーティション化されて
いない場合は、「パーティション・タイプ」プロパテ
ィーを「DB2 Connector」に設定しないでください。
IIS-CONN-DB2-00507W 例外表 {表名 } は存在しませ
ん。ターゲット表の定義を模倣した例外表
を作成してください。
説明:

例外表 {表名 } は存在しません。

「使用法」>「ロード制御」>「例外表名」プロパティー
に指定された表は存在しませんが、ロードする必要があ
ります。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v ターゲット表と同じスキーマを使用する例外表を作成
してください。
v 例外表が既に存在している場合は、その名前が指定さ
れた表名と一致しているか確認してください。
IIS-CONN-DB2-00508I ユニーク索引違反または主キー
索引違反の行は、削除されて、例外表 {表
名 } に保管されています。
説明: ユニーク索引のない行または主キー索引のない行
は削除されて、例外表 {表名 } に保管されました。
1 行以上が削除され、指定された例外表に保管されまし
た。削除された行は、ロード・サマリー内の「削除され
た行数」の項目に記録されています。 ロード・サマリ
ーは、ジョブ・ログ内、および「使用法」>「ロード制
御」>「メッセージ・ファイル」プロパティーで指定さ
れたメッセージ・ファイル内にあります。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00509I ユニーク索引違反または主キー
索引違反の行は、削除されています。¥n
削除された行を表示するには、例外表を作
成して、¥'例外表¥' ステージ・タイプ・
プロパティーを設定してください。
説明: ユニーク索引のない行または主キー索引のない行
は削除されました。例外表が指定されていなかったた

め、これらの行は保管されませんでした。
1 行以上が削除され、指定された例外表に保管されまし
た。削除された行は、ロード・サマリー内の「削除され
た行数」の項目に記録されています。 ロード・サマリ
ーは、ジョブ・ログ内、および「使用法」>「ロード制
御」>「メッセージ・ファイル」プロパティーで指定さ
れたメッセージ・ファイル内にあります。
ユーザーの処置: 例外表を作成し、「使用法」>「ロー
ド制御」>「例外表名」プロパティーにその名前を指定
してください。ジョブを再実行すると、削除された行が
表示されます。
IIS-CONN-DB2-00647E パイプ作成がエラー {エラー・
コード } で失敗しました。{オペレーティ
ング・システムから返されたメッセージ }
説明: パイプを作成できませんでした。エラー・コード
は {エラー・コード } です。 オペレーティング・シス
テムから返されたメッセージは、{オペレーティング・
システムから返されたメッセージ } です。
パイプを作成できませんでした。通常、このエラーは、
オペレーティング・システムに十分なシステム・リソー
スがない場合に発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードおよび返されたメッセ
ージを確認して、パイプを作成できなかった理由を特定
してください。エラー・コードについて詳しくは、オペ
レーティング・システムの資料を参照してください。
オペレーティング・システムの負荷を軽減し、ジョブを
再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00648E コマンド {コマンド } を実行
できません。これは、エラー {エラー・コ
ード } で失敗しました。{エラー・メッセ
ージ }
説明: オペレーティング・システムはコマンド {コマン
ド } を実行できませんでした。エラー・コードは {エ
ラー・コード } です。メッセージは {エラー・メッセ
ージ } です。
オペレーティング・システムは、別個のプロセスで指定
されたコマンドを実行できませんでした。
ユーザーの処置: エラー・コードおよび返されたメッセ
ージを確認して、コマンドが失敗した理由を特定してく
ださい。
IIS-CONN-DB2-00649I {コマンド } を開始しました。
PID {プロセス ID }
説明: コネクターが {コマンド } コマンドを開始しま
した。プロセス ID (PID) は {プロセス ID } です。
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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指定されたコマンドを実行するために、指定されたプロ
セス ID を持つ別個のプロセスが正常に作成されまし
た。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00650E 書き込みがエラー {エラー・コ
ード } で失敗しました。{エラー・メッセ
ージ }
説明: DB2 Connector は、パイプへの書き込みを行う
ことができませんでした。エラー・コードは {エラー・
コード } です。オペレーティング・システムから返さ
れたメッセージは {エラー・メッセージ } です。
DB2 Connector は、パイプへの書き込みを行うことがで
きませんでした。通常、このエラーは、オペレーティン
グ・システムに十分なシステム・リソースがない場合に
発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードおよび返されたメッセ
ージを確認して、コネクターがパイプに書き込めなかっ
た理由を特定してください。エラー・コードについて詳
しくは、オペレーティング・システムの資料を参照して
ください。 オペレーティング・システムのロードを削
減し、ジョブを再実行してください。

システムから返されたメッセージは {エラー・メッセー
ジ } です。
別個のプロセス ID が完了するのをコネクターが待機し
ているときに、オペレーティング・システムがエラーを
検出しました。
ユーザーの処置: エラー・コードおよび返されたメッセ
ージを確認して、エラーが発生した理由を特定してくだ
さい。エラー・コードについて詳しくは、オペレーティ
ング・システムの資料を参照してください。 その後、
ジョブを再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00653I プロセス {プロセス ID } は終
了コード {終了コード } で終了しました
説明: {プロセス ID } プロセスは、終了コード {終了
コード } で終了しました。
指定された プロセス ID を持つ別個のプロセスが、指
定された終了コードで完了しました。
ユーザーの処置: アクションは不要です。
IIS-CONN-DB2-00654E 転送ホスト {転送ホスト名 }
への接続がエラーで失敗しました。{エラ
ー・メッセージ }

IIS-CONN-DB2-00651E 読み取りがエラー {エラー・コ
ード } で失敗しました。{エラー・メッセ
ージ }

説明: コネクターが転送ホスト {転送ホスト名 } に接
続できません。FTP クライアントからのエラー・メッセ
ージは {エラー・メッセージ } です。

説明: DB2 Connector は、パイプから読み取りを行う
ことができませんでした。エラー・コードは {エラー・
コード } です。オペレーティング・システムから返さ
れたメッセージは {エラー・メッセージ } です。

コネクターが、指定されたホストに接続できません。ホ
ストは、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロ
ード」>「転送」>「転送先」プロパティーに指定されて
います。

DB2 Connector は、パイプから読み取りを行うことがで
きませんでした。通常、このエラーは、オペレーティン
グ・システムに十分なシステム・リソースがない場合に
発生します。

ユーザーの処置:

ユーザーの処置: エラー・コードおよび返されたメッセ
ージを確認して、コネクターがパイプから読み取れなか
った理由を特定してください。エラー・コードについて
詳しくは、オペレーティング・システムの資料を参照し
てください。 オペレーティング・システムのロードを
削減し、ジョブを再実行してください。

v エラー・メッセージを確認して、転送ホストへの接続
が失敗した理由を特定してください。

IIS-CONN-DB2-00652E プロセス {プロセス ID } の待
機がエラー {エラー・コード } で失敗し
ました。{エラー・メッセージ }
説明: プロセス ID {プロセス ID } が完了するのを待
機しているときに、エラーが発生しました。エラー・コ
ードは {エラー・コード } です。 オペレーティング・
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以下を実行してください。

v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「転送」>「転送先」プロパティーに指定されたホス
ト名が正しいことを確認してください。

v DataStage ノードから指定されたホスト名へ正常に
FTP でファイルを転送できることを確認してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00655E 転送ホスト {転送ホスト名 }
へのユーザー {エラー・メッセージ } の
ログインがエラーで失敗しました。{2}
説明: DB2 Connector が転送ホスト {転送ホスト名 }
にログインできませんでした。エラー・メッセージは
{2} です。
DB2 Connector は、指定された転送ホストにユーザー

IIS-CONN-DB2-00656E • IIS-CONN-DB2-00660E
ID でログインできませんでした。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「転送」>「ユーザー」プロパティーおよび 「使用
法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>「転
送」>「パスワード」プロパティーに指定されたユー
ザー ID とパスワードが正しいことを確認してくださ
い。
v FTP クライアントからのエラー・メッセージを確認し
て、ログインが失敗した理由を特定してください。
v ユーザー ID を使用して DataStage ノードから指定さ
れたホスト名へ正常に転送できることを確認してくだ
さい。
IIS-CONN-DB2-00656E プロセス {プロセス ID } は終
了コード {終了コード } で失敗しました
説明: プロセス {プロセス ID } は終了コード {終了コ
ード } で失敗しました。
指定されたコマンドがこのエラー・コードで失敗しまし
た。通常、このエラーは FTP 転送中に発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v ジョブを実行した ユーザー ID を使用して、指定さ
れたコマンドを実行してください。
v FTP クライアントからのエラー・メッセージを確認し
て、ログインが失敗した理由を特定してください。
v エラー・メッセージを確認してプロセスが失敗した理
由を特定し、その後、ジョブを再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00657E ファイル {ファイルまたは名前
付きパイプ } の作成は、エラー {エラ
ー・コード } で失敗しました。{エラー・
メッセージ }
説明: ファイルまたは名前付きパイプ {ファイルまたは
名前付きパイプ } を作成できませんでした。エラー・
コードは {エラー・コード } です。 オペレーティン
グ・システムから返されたメッセージは {エラー・メッ
セージ } です。
指定されたファイルまたは名前付きパイプを作成できま
せんでした。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

IIS-CONN-DB2-00658E MKS ツールキットがインスト
ールされていないか、NUTCROOT 環境
変数がありません
説明: MKS ツールキットがインストールされていない
か、NUTCROOT 環境変数がありません。
DB2 for z/OS データベースへのバルク・ロード中、
DB2 Connector は MKS ツールキットでパイプを作成す
る必要があります。コネクターは、通常、MKS ツール
キットがインストールされている環境にある
NUTCROOT 環境変数を使用して、MKS ツールキット
を見つけます。このエラーは、Windows システムでのみ
発生します。
ユーザーの処置:
v

以下を実行してください。

MKS ツールキットがインストールされていない場合
はインストールしてください。

v NUTCROOT 環境変数を定義し、MKS インストール
済み環境のルート・ディレクトリーを追加してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00659E ファイル {ファイル名 } のオ
ープンは、エラー {エラー・コード } で
失敗しました。{エラー・メッセージ }
説明: ファイル {ファイル名 } を開くことができませ
んでした。エラー・コードは {エラー・コード } で
す。 オペレーティング・システムから返されたメッセ
ージは {エラー・メッセージ } です。
指定されたファイルを開くことができませんでした。こ
のエラーは、ジョブを実行しているユーザーにファイル
のオープンまたは作成を行うための許可がない場合に発
生する可能性があります。
ユーザーの処置:
てください。
v

以下のいずれかのアクションを実行し

パイプまたはファイルを作成するのに十分なリソー
スがシステムにあることを確認してください。

v ユーザーが指定されたファイルを開くために必要な許
可を付与してください。
v エラー・コードおよびメッセージを確認して、ファイ
ルのオープン時にエラーが発生した理由を特定してく
ださい。ジョブを再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00660E 列 {列名 } の SQL タイプは
サポートされません

v パイプまたはファイルを作成するのに十分なリソース
がシステムにあることを確認してください。

説明:
ん。

v エラー・コードおよびメッセージを確認して、ファイ
ルを作成できなかった理由を特定してください。ジョ
ブを再実行してください。

指定された列名の SQL タイプはサポートされていませ
ん。通常、このエラーは、DB2 for z/OS に対して特定

列 {列名 } の SQL タイプはサポートされませ
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IIS-CONN-DB2-00661E • IIS-CONN-DB2-00665I
の操作を行っている場合に発生します。
v コネクターは、DB2 for z/OS 表のパーティション・
キー内の float、double、または binary 列はサポート
しません。
v コネクターは、DB2 for z/OS 表への binary 列のバル
ク・ロードはサポートしません。
ユーザーの処置: サポートされないデータ・タイプをパ
ーティション・キーまたは表から削除してください。
IIS-CONN-DB2-00661E データ・セット {データ・セッ
ト } への転送がエラーで失敗しました。{
エラー・コード }
説明: コネクターは、データ・セット {データ・セット
} にデータを転送できませんでした。エラー・コードは
{エラー・コード } です。
コネクターは、指定されたデータ・セットにデータを転
送できませんでした。データ・セット名は、「使用法」
>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>「データ・フ
ァイル属性」>「入力データ・ファイル」>「データ・セ
ット名」プロパティーに指定されている値を使用して生
成されます。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v 指定されたデータ・セット名が正しいことを確認して
ください。
v エラー・メッセージを確認して、データ・セットへの
転送が失敗した理由を特定してください。
v DataStage ノードからデータ・セットへ正常に FTP
でデータを転送できることを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00662E
ット名 }

無効な文字セット名: {文字セ

説明: 文字セット名 {文字セット名 } は、無効な名前
です。
指定された文字セット名が、認定された Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) 名ではありませ
ん。
ユーザーの処置: 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバ
ルク・ロード」>「エンコード」>「文字セット」プロパ
ティーの値が正しいことを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00663E フィールド {フィールド値 }
に含まれている値のバイト長は {バイト長
} ですが、これは割り振られている長さの
{割り振られている長さ } を超えています
(フィールドの値は ¥'{フィールド値 } ¥')
説明: {フィールド値 } フィールドのバイト長 {バイト
長 } は、割り振られている長さの {割り振られている
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長さ } バイトを超えています。フィールド値は {フィ
ールド値 } です。
指定された列の値が割り振られたバイト数を超えていま
す。通常、このエラーは、あるフォーマットまたは文字
セットから別のフォーマットまたは文字セットへと変換
した場合に、結果としてデータが拡張した場合に発生し
ます。変換は、データの文字セットがターゲット・デー
タベースの文字セットと一致しない場合に必要となりま
す。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v ターゲット表内の指定された列のサイズを大きくして
ください。
v コネクターが実行する必要のある変換の数を減らす
か、データを表すのに必要なバイト数が増加しないよ
うな文字セットを選択してください。
IIS-CONN-DB2-00664E
無効です

列 {列名 } の長さ {長さ } が

説明: {列名 } 列の長さ {長さ } が無効です。
DB2 for z/OS 表のロード中に、DB2 Connector は指定
された列の長さが無効であることを検出しました。通
常、このエラーは、ストリング列の最大長が定義されて
いないか、タイム・スタンプ列のスケールが 6 より大
きい場合に発生します。
ユーザーの処置: DB2 Connector ステージの「列」タ
ブで、ストリング列の長さを入力し、タイム・スタンプ
列のスケールを小さくしてください。
IIS-CONN-DB2-00665I フィールド {列名 } は、source
character set 文字セットから target
character set に変換されます
説明: ジョブによって使用される文字セットが指定され
た列の文字セットと一致しないため、コネクターは指定
された列をソース文字セットからターゲット文字セット
に変換します。文字セットの変換により、ジョブのパフ
ォーマンスが低下する場合があります。
ユーザーの処置: ターゲット表で使用されるのと同じ文
字セットをジョブで使用することにより、変換を不要に
できます。「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・
ロード」>「エンコード」>「文字セット」プロパティ
ー、および「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・
ロード」>「エンコード」>「図形文字セット」プロパテ
ィーを使用して、文字列およびワイド文字 (グラフィッ
ク) 列の文字セットを指定できます。これらのプロパテ
ィーが表で使用されている文字セットと一致するように
してください。

IIS-CONN-DB2-00666I • IIS-CONN-DB2-00672E
IIS-CONN-DB2-00666I ユーティリティー ID Utility ID
コマンド {コマンド }
説明: コネクターがユーティリティー ID Utility ID コ
マンド {コマンド } を開始しています。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00667E Utility statement ユーティリテ
ィー・ステートメントの長さは {長さ }
で、これは最大長 Maximum length を超え
ています
説明: Utility statement ユーティリティー・ステートメ
ントの長さは {長さ } で、これは最大長 Maximum
length を超えています。
指定されたユーティリティーに関連付けられたユーティ
リティー・コマンドの長さが、DB2 がサポートする最
大長を超えています。
ユーザーの処置: コマンド内のデータ・セット名、DSN
接頭部、およびクラス名などのユーザー定義ストリング
の長さを削減して、ユーティリティー・コマンドの長さ
を削減してください。オプションの数は、ユーティリテ
ィー・コマンドに指定する必要のあるパラメーターの数
に関わってくるため、この数を減らすことを検討しても
かまいません。
IIS-CONN-DB2-00668E { ユーティリティー } ユーテ
ィリティーはリターン・コード {エラー・
コード } で失敗しました
説明: { ユーティリティー } ユーティリティーで障害
が発生しました。エラー・コードは {エラー・コード }
です。
指定されたユーティリティーで障害が発生しました。
DB2 はエラー・メッセージを報告しました。
ユーザーの処置: エラー・コードを確認し、z/OS オペ
レーティング・システムのログも確認して、このユーテ
ィリティーで障害が発生した理由を特定してください。
IIS-CONN-DB2-00669I { ユーティリティー } ユーテ
ィリティー出力: Output
説明: { ユーティリティー } ユーティリティーが出力
{出力 } を印刷しました。
通常、このメッセージは、データ・セットの置換中に
FTP クライアントからの出力を印刷するために使用され
ます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00670E データ・セット {データ・セッ
ト } は存在しません。必要であれば、
「ファイル処理状況」プロパティーを変更
してください。
説明: データ・セット {データ・セット } は存在しま
せん。
指定されたデータ・セットは存在しません。通常、この
エラーは、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・
ロード」>「データ・ファイル属性」>「入力データ・フ
ァイル」>「ファイル処理」>「状況」プロパティーが
「旧」に設定されている場合に発生します。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「データ・ファイル属性」>「入力データ・ファイ
ル」>「ファイル処理」>「状況」プロパティーを変更
します。「新規」または「置換」を選択してくださ
い。
v 指定されたデータ・セットを作成してください。
IIS-CONN-DB2-00671E データ・セット {データ・セッ
ト } は既に存在しています。必要であれ
ば、「ファイル処理状況」プロパティーを
変更してください。
説明: データ・セット {データ・セット } は既に存在
しています。
指定したデータ・セットは既に存在しています。通常、
このエラーは、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバル
ク・ロード」>「データ・ファイル属性」>「入力デー
タ・ファイル」>「ファイル処理」>「状況」プロパティ
ーが「新規」に設定されている場合に発生します。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「データ・ファイル属性」>「入力データ・ファイ
ル」>「ファイル処理」>「状況」プロパティーを変更
します。「旧」または「置換」のいずれかを選択して
ください。
v 指定されたデータ・セットを削除してください。
IIS-CONN-DB2-00672E データベースは非同期実行をサ
ポートしません
説明: データベースは非同期実行をサポートしません。
バッチ・パイプまたは USS (UNIX システム・サービ
ス) パイプの使用中にエラーが発生しました。これらの
パイプには、非同期実行をサポートするデータベース接
続が必要です。「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバル
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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IIS-CONN-DB2-00673E • IIS-CONN-DB2-00677I
ク・ロード」>「ロード方式」プロパティーがが「バッ
チ・パイプ」または「USS パイプ」に設定されている
が、DB2 はデータベース接続が非同期実行をサポート
していないことを報告しました。
ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「ロード方式」プロパティーを「MVS データ・セッ
ト」に設定してください。
v 非同期実行を有効にするために、DB2 CLI または
ODBC 構成キーワード ASYNCENABLE を確実に設
定してください。
IIS-CONN-DB2-00673E
説明:

非互換のプロパティー値

プロパティー値が非互換です。

通常、このエラーは、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へ
のバルク・ロード」>「イメージ・コピー機能」>「スコ
ープ」プロパティーが「単一パーティション」に設定さ
れているが、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバル
ク・ロード」>「パーティション番号」プロパティーが
「0」に設定されている場合に発生します。
ユーザーの処置: 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバ
ルク・ロード」>「パーティション番号」プロパティー
が有効なパーティション番号に設定されているか確認し
てください。
IIS-CONN-DB2-00674E 照会から {照会から返される行
の数 } 行が返されました。SQL ステート
メント: {SQL ステートメント }
説明: SQL ステートメント {SQL ステートメント }
から {照会から返される行の数 } 行が返されました。
DB2 Connector が指定された照会を使用して、「使用
法」>「表名」プロパティーに指定されている表の表ス
ペースを取得できませんでした。通常、このエラーは、
コネクターは単一行が戻ることを期待していたが、照会
が複数行を返した場合に発生します。
ユーザーの処置: 指定されたステートメントを実行し、
単一行が戻らなかった理由を特定してください。問題を
解決したら、ジョブを再実行してください。
IIS-CONN-DB2-00675I ユニーク索引違反または主キー
索引違反の行は、削除されました。
説明: ユニーク索引のない行または主キー索引のない行
は削除されました。
1 行以上が削除されました。削除された行は、ロード・
サマリー内の「削除された行数」の項目に記録されてい
ます。 ロード・サマリーは、ジョブ・ログ内、および

30

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

「使用法」>「ロード制御」>「メッセージ・ファイル」
プロパティーで指定されたメッセージ・ファイル内にあ
ります。
ユーザーの処置: 「使用法」>「ロード制御」>「例外表
名」プロパティーで、例外表を指定してください。削除
された行を例外表に保管できます。
IIS-CONN-DB2-00676E 表内のパーティション数は {表
内のパーティション数 } 個であるため、
指定したパーティション番号 {指定された
パーティション番号 } は無効です
説明: 指定されたパーティション番号 {指定されたパー
ティション番号 } が無効です。表内のパーティション
数は {表内のパーティション数 } 個です。
「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「パーティション番号」プロパティーに指定されたパー
ティション番号が無効です。通常、このエラーは、指定
されたパーティション番号が表内のパーティション数よ
り大きい場合に発生します。
ユーザーの処置: 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバ
ルク・ロード」>「パーティション番号」プロパティー
に指定されたパーティション番号を訂正してください。
IIS-CONN-DB2-00677I 指定したパーティション・タイ
プが DB2 Connector ではないため、行
は、正しくパーティション化されていない
場合、ロードされません
説明: 指定されたパーティション・タイプが「DB2
Connector」ではないため、行は、正しくパーティション
化されていない場合、ロードされません。
通常、このメッセージは、「使用法」>「書き込みモー
ド」プロパティーが「バルク・ロード」に設定され、タ
ーゲット・データベースに複数のパーティションがある
が、(「パーティション」タブ上の) 「パーティション・
タイプ」プロパティーが「同じ」に設定されている場合
に表示されます。DB2 Connector とターゲット・データ
ベースとでパーティション・データに不一致がある場
合、DB2 はデータを破棄します。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v パーティション・データがターゲット・データベース
と一致しているか確認してください。
v データが正しくパーティション化されるように、「パ
ーティション・タイプ」プロパティーを「DB2
Connector」に設定してください。
v データ・パーティションがデータベースのパーティシ
ョンと一致しているか確認してください。

IIS-CONN-DB2-00678E • IIS-CONN-DB2-00689E
IIS-CONN-DB2-00678E パーティション・データベース
へのロード時に、パーティション・タイプ
を DB2 Connector に設定する必要があり
ます
説明: パーティション・データベースにデータをロード
しているときに、パーティション・タイプが「DB2
Connector」に設定されていませんでした。
通常、このエラーは、「使用法」>「書き込みモード」
プロパティーが「バルク・ロード」に設定され、ターゲ
ット・データベースに複数のパーティションがあるが、
(「パーティション」タブ上の) 「パーティション・タイ
プ」プロパティーが「DB2 Connector」に設定されてい
ない場合に発生します。DB2 Connector によってパーテ
ィション化されたデータとターゲット・データベースと
の間に不一致がある場合、DB2 はデータを破棄しま
す。
ユーザーの処置: データが正しくパーティション・デー
タベースにロードされるように、「パーティション・タ
イプ」プロパティーを「DB2 Connector」に設定してく
ださい。
IIS-CONN-DB2-00679E クライアント・エンコード方式
Client encoding からサーバー・エンコー
ド方式 Server encoding へのコード変換
後、列 {列名 } の値が最大長 Maximum
length を超えています。コード変換後の長
さ: {コード変換後の長さ }
説明: クライアント・エンコード方式 Client encoding
からサーバー・エンコード方式 Server encoding へのコ
ード変換後、列 {列名 } の値が最大長 Maximum length
を超えています。コード変換後の長さは {コード変換後
の長さ } です。
通常、このエラーは、「パーティション・タイプ」プロ
パティーが「DB2 Connector」に設定されている場合に
発生します。コネクターは、データの送信先のパーティ
ションを特定するために、DB2 に照会します。DB2 に
照会する前に、コネクターはデータを DB2 サーバーと
同じエンコード方式に変換します。このコード変換によ
り、データが拡張し、指定された列サイズを超えまし
た。
ユーザーの処置:
してください。

説明: DB2 Connector ステージに複数の入力リンクが
あり、「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロ
ード」に設定されています。
ユーザーの処置: 入力リンク数を 1 に減らすか、書き
込みモードを別のモードに設定してください。
IIS-CONN-DB2-00687E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: {エラー・コード } DB2 API がエラーを報告し
ました。SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
DB2 API は結果を返しませんでした。
ユーザーの処置: これが予期されていた場合、アクショ
ンは不要です。予期されていない場合は、エラー・メッ
セージを確認して、DB2 API が結果を返さなかった理
由を特定してください。問題を訂正したら、ジョブを再
実行してください。
IIS-CONN-DB2-00688E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
通常、このエラーは、DB2 API を介して実行された
SQL ステートメントによって表全体またはビュー全体
が変更される場合に発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードを確認して、エラーが
発生した原因を特定してください。 ジョブ内の SQL
ステートメントを変更して、WHERE 節を含めるように
してください。

列サイズを増やして、ジョブを再実行

IIS-CONN-DB2-00683E バルク・ロード書き込みモード
は、複数の入力リンクでは使用できませ
ん。バルク・ロード書き込みモードを使用
するには、入力リンク数を 1 に変更して
ください。

IIS-CONN-DB2-00689E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
通常、このエラーは、DB2 API を介して実行された
SQL ステートメントによって、NOT NULL 列への
NULL 値の割り当てが試みられている場合に発生しま
す。

v シーケンスを再定義してください。
IIS-CONN-DB2-00692E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }

ユーザーの処置: エラー・コードを確認して、エラーが
発生した原因を特定してください。 SQL ステートメン
トを訂正するか、DB2 NULL 割り当てが発生する条件
を修正してください。

説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。

IIS-CONN-DB2-00690E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }

通常、このエラーは、行が、定義されたデータ・パーテ
ィションの範囲外にあるため、DB2 API を介して実行
された SQL ステートメントによって行を挿入できなか
った場合に発生します。

説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
通常、このエラーは、DB2 API によって実行された
SQL ステートメントが主キー、ユニーク制約、または
ユニーク索引を違反した場合に発生します。
ユーザーの処置: エラー・コードを確認して、エラーが
発生した原因を特定してください。 SQL ステートメン
トを訂正するか、キー、制約、または索引の違反対象と
なったデータを修正してください。
IIS-CONN-DB2-00691E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
通常、このエラーは、DB2 API を介して実行された
SQL ステートメントによって、ID 列またはシーケンス
の値の生成が試みられたが、ID 列で許容されるすべて
の値が既に割り当て済みである場合に発生します。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v ID 列の値の範囲を広げて、表を再定義してくださ
い。

32

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 範囲を大きくしてください。
v パーティションを大きくしてください。
IIS-CONN-DB2-00693E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
指定された DB2 API が通信エラーを報告しました。
ユーザーの処置: SQLCODE を確認して、通信エラー
が発生した原因を特定してください。エラー・コードに
ついて詳しくは、ご使用の DB2 バージョンのインフォ
メーション・センターを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00694E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。

IIS-CONN-DB2-00695E • IIS-CONN-DB2-00710E
指定された DB2 API のセキュリティー処理が失敗しま
した。

タベース内で使用可能なすべてのパーティションにする
ことはできません。

ユーザーの処置: SQLCODE を確認して、セキュリテ
ィー処理が失敗した原因を特定してください。エラー・
コードについて詳しくは、ご使用の DB2 バージョンの
インフォメーション・センターを参照してください。

通常、このエラーは、指定されたノードが、読み取り元
または書き込み先の表によって使用されない DB2 ノー
ドであるが、指定されたノードで実行するよう環境が制
約を受けている場合に発生します。言い換えると、この
環境は制約を通じて、指定された DB2 ノードが表によ
って使用されていないにもかかわらず、そのノードを使
用しなければならないことを指定しています。

IIS-CONN-DB2-00695E {エラー・コード } が報告され
ました。SQLSTATE = {SQL の状態 } :
ネイティブ・エラー・コード = {ネイティ
ブ・エラー・コード } : Msg = {エラ
ー・メッセージ }
説明: DB2 API {エラー・コード } がエラーを報告し
ました。 SQLSTATE は {SQL の状態 } です。 ネイテ
ィブ・エラー・コードは {ネイティブ・エラー・コード
} です。返されたメッセージは {エラー・メッセージ }
です。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、ご
使用の DB2 バージョンのインフォメーション・センタ
ーを参照してください。
IIS-CONN-DB2-00700E DB2 環境を初期化できません
でした。有効な DB2 インスタンスを「イ
ンスタンス」プロパティーに入力するか、
DB2INSTANCE 環境変数が有効な DB2
インスタンスに設定されているか確認して
ください。
説明: コネクターが DB2 に環境ハンドルを割り振るよ
う要求したときに、エラーが発生しました。DB2 は、
環境が正しく構成されていないと、環境ハンドルを割り
振ることができません。
ユーザーの処置: コネクターの「インスタンス」プロパ
ティーが設定されている場合は、その値が有効であるか
確認してください。「インスタンス」プロパティーが空
の場合、DB2INSTANCE 環境変数が有効な DB2 インス
タンスに設定されているか確認してください。
IIS-CONN-DB2-00708E ノード・マップの制約に指定さ
れたノード {ノード } は、表には無効で
す。DB2 ノード上で実行する場合は、表
パーティションをホストする物理 DB2 ノ
ードに対応するノードのみ指定できます。
表の範囲をデータベース内で使用可能なす
べてのパーティションにすることはできま
せん。
説明: ノード・マップの制約に指定された {ノード }
ノードは、表には無効です。DB2 ノード上で実行する
場合は、表パーティションをホストする物理 DB2 ノー
ドに対応するノードのみ指定できます。表の範囲をデー

ユーザーの処置:
てください。

以下のいずれかのアクションを実行し

v 指定されたノードの使用を要求しているノード制約を
削除してください。
v 範囲が指定されたノードに及ぶよう表を変更してくだ
さい。
IIS-CONN-DB2-00709E ノードの制約に DB2 と DB2
以外のノードの両方を含めることはサポー
トされません。
説明: DB2 Connector は、ノードの制約に DB2 と
DB2 以外のノードの両方を含めることをサポートして
いません。
通常、このエラーは、ノードの制約に DB2 と DB2 以
外のノードの両方を含めた場合に発生します。DB2 ノ
ードまたは DB2 以外のノードのいずれかで DB2
Connector を実行するよう制約することは可能です。
ユーザーの処置: ノード制約からすべての DB2 ノード
を削除するか、DB2 以外のすべてのノードを削除して
ください。
IIS-CONN-DB2-00710E ノード・マップの制約に物理
DB2 ノード {物理 DB2 ノード } が表さ
れていません。コネクターが DB2 ノード
で実行中の場合、それぞれの物理 DB2 ノ
ードは、少なくとも 1 つの論理ノードに
よって APT 構成ファイル内に表される必
要があり、そのような少なくとも 1 つの
論理ノードがノード・マップの制約に含ま
れる必要があります。
説明: {物理 DB2 ノード } 物理 DB2 ノードがノー
ド・マップの制約に指定されていません。DB2 ノード
で DB2 Connector を実行している場合は、APT 構成フ
ァイル内に各物理 DB2 ノードを指定します。各物理
DB2 ノードを表す少なくとも 1 つの論理ノードが存在
し、それらの論理ノードがノード・マップの制約に指定
されていることを確認してください。
通常、このエラーは、読み取り元または書き込み先の表
によって使用される指定された物理 DB2 ノードが、ノ
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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ードの制約に含まれていない場合に発生します。
ユーザーの処置: 指定されたすべての物理 DB2 ノード
が APT 構成ファイルで指定され、そのすべてのノード
がノードの制約に含まれていることを確認してくださ
い。
IIS-CONN-DB2-00711E 物理 DB2 ノード {物理 DB2
ノード } が APT 構成ファイルに見つか
りません。コネクターが DB2 ノードで実
行中の場合、それぞれの物理 DB2 ノード
は、少なくとも 1 つの論理ノードによっ
て APT 構成ファイル内に表される必要が
あります。
説明: {物理 DB2 ノード } 物理 DB2 ノードが APT
構成ファイルで見つかりませんでした。DB2 ノード上
で DB2 Connector を実行している場合は、APT 構成フ
ァイルで物理 DB2 ノードごとに少なくとも 1 つの論
理ノードを指定します。
通常、このエラーは、読み取り元または書き込み先の表
によって使用される指定された物理 DB2 ノードが、
APT 構成ファイルで指定されていない場合に発生しま
す。
ユーザーの処置: すべての物理 DB2 ノードが APT 構
成ファイルで指定されていることを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00712E プレイヤー・プロセス制限の設
定が低すぎます。コネクターが DB2 ノー
ドで実行中の場合、DB2 ノードごとに少
なくとも 1 つのプレイヤー・プロセスが
なければなりません。プレイヤー・プロセ
スの必要最小数は {プレイヤー・プロセス
の必要最小数 } です。
説明: プレイヤー・プロセス制限の設定が低すぎます。
DB2 ノード上で DB2 Connector を実行している場合
は、DB2 ノードごとに少なくとも 1 つのプレイヤー・
プロセスが必要となります。プレイヤー・プロセスの必
要最小数は {プレイヤー・プロセスの必要最小数 } で
す。
通常、このエラーは、「使用法」>「並列処理を制限」>
「プレイヤー・プロセスの総数」プロパティーが、表の
範囲内にある DB2 ノードの数よりも少ない値を指定し
ている場合に発生します。
ユーザーの処置: 「使用法」>「並列処理を制限」>「プ
レイヤー・プロセスの総数」プロパティーを、指定され
たプレイヤー・プロセス数以上に設定してください。
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IIS-CONN-DB2-00714E ノード・マップの制約に指定さ
れたノード数が多すぎます。ノード数がパ
ーティション総数 ({パーティションの数
} ) を超えることはできません。
説明: ノードの制約に指定された論理ノード数が多すぎ
ます。ノード数は、表内のパーティション数を超えては
いけません。
ユーザーの処置:
してください。

ノードの制約内の論理ノード数を削減

IIS-CONN-DB2-00715E ノードの制約で、DB2 ホスト
{DB2 ホスト } に指定された論理ノード
が多すぎます。ノード数がノードのパーテ
ィション数を超えることはできません。こ
のノードのパーティション数は {パーティ
ションの数 } 個です。
説明: ノードの制約で、DB2 ホスト {DB2 ホスト }
に指定された論理ノードが多すぎます。ノード数は、ノ
ード上のパーティション数を超えてはいけません。この
ノードのパーティション数は {パーティションの数 }
個です。
通常、このエラーは、指定された DB2 ホストの論理ノ
ード数が、その DB2 ホストによってホストされている
パーティションの数を超えている場合に発生します。そ
の結果、DB2 Connector が DB2 ホスト上で実行するプ
ロセスの数が多すぎます。
ユーザーの処置: ノードの制約内の指定された DB2 ホ
ストの論理ノード数を削減してください。
IIS-CONN-DB2-00716I ノード・マップの制約が指定さ
れているため、プレイヤー・プロセス制限
は無視されます。
説明: ノード・マップの制約が指定されているため、
DB2 Connector がプレイヤー・プロセス制限を無視しま
した。
プレイヤー・プロセス制限が「使用法」>「並列処理を
制限」>「プレイヤー・プロセスの総数」プロパティー
に指定されていますが、ノードの制約があるときに、こ
の値を使用することはできません。そのため、ノードの
制約が受け入れられ、プレイヤー・プロセス制限が無視
されます。
ユーザーの処置: アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00717I • IIS-CONN-DB2-00722E
IIS-CONN-DB2-00717I

DB2 ノードで実行します

説明: DB2 Connector は DB2 ノード上で実行されてい
ます。
ユーザーの処置: アクションは不要です。

ています。{ノード・マップ } 。
このメッセージは、コンダクター・プロセスによって表
示され、DB2 Connector が APT 構成ファイルを DB2
データベース・パーティションと一致させた後に、ノー
ド・マップを記録します。
例えば、以下のノード・マップを使用しているとき:

IIS-CONN-DB2-00718I
す

DB2 以外のノードで実行しま

説明: DB2 Connector は DB2 ノード以外のノード上で
実行されています。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

(論理名、ホスト名、接続接尾部、パーティション)
node1, ds1.ibm.com, 0, 0
node1, ds1.ibm.com, 0, 1
node1, ds1.ibm.com, 0, 2
node1, ds1.ibm.com, 0, 3

IIS-CONN-DB2-00719I プレイヤー・プロセス PID: {
プレイヤー・プロセス ID } 、論理ノード
: {論理ノード } 、ホスト名: {ホスト名 }
、コーディネーター・パーティション: {
コーディネーター・パーティション } 、
接続接尾部: {接続接尾部 } 、パーティシ
ョン: {パーティションの数 }
説明: プレイヤー・プロセス ID は {プレイヤー・プ
ロセス ID } です。論理ノードは {論理ノード } で
す。ホスト名は {ホスト名 } です。コーディネータ
ー・パーティションは {コーディネーター・パーティシ
ョン } です。接続接尾部は {接続接尾部 } です。パー
ティションは {パーティションの数 } です。
このメッセージは、各プレイヤー・プロセスによって表
示され、プレイヤー・プロセスについての重要情報をす
べてリストします。次の詳細情報が表示されます。
v プロセス ID。
v プレイヤー・プロセスが実行されている論理ノードの
名前 (APT 構成ファイルから)。
v プレイヤーが実行されている物理ノードのホスト名。
v コーディネーター・パーティションとして使用されて
いる DB2 パーティション。

node2, ds2.ibm.com, 4, 4
node2, ds2.ibm.com, 4, 5
node2, ds2.ibm.com, 4, 6
node2, ds2.ibm.com, 4, 7
上記のノード・マップは、ds1.ibm.com 上で実行されて
いる node1 と ds2.ibm.com 上で実行されている node2
を示しています。node1 上で実行されている 4 つのプ
レイヤー・プロセスは、最初の 4 つのパーティション
(0 から 3) をターゲットにしています。node1 のデータ
ベースをカタログするときに使用する接尾部は 0 で
す。
node2 上で実行されている 4 つのプレイヤー・プロセ
スは、次の 4 つのパーティション (4 から 7) をターゲ
ットにしています。node2 のデータベースをカタログす
るときに使用する接尾部は 4 です。
このメッセージは、デザインどおりに環境がマップさ
れ、稼働しているかどうかを確認するのに役立ちます。
ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00721E フィールド {列名 } がスキー
マに存在しません。

v 直接接続を使用している場合 (つまり、「接続」>
「直接接続を使用」プロパティーが「はい」に設定さ
れている場合) に、「接続」>「データベース」プロ
パティーのデータベース名に追加する接尾部。

説明: 指定された列は、「使用法」>「セッション」
>「LOB 参照を可能にする」>「列」プロパティーで選
択されていますが、ソース表に存在しません。

v プレイヤー・プロセスの読み取り元または書き込み先
の DB2 パーティション。

ユーザーの処置: 指定された列が表に存在しているか確
認してください。

ユーザーの処置:

アクションは不要です。

IIS-CONN-DB2-00720I 以下のノード・マップを使用し
ます¥n(論理名、ホスト名、接続接尾部、
パーティション)¥n{ノード・マップ }
説明: DB2 Connector は、次のノード・マップ (論理
名、ホスト名、接続接尾部、パーティション) を使用し

IIS-CONN-DB2-00722E コネクターは APT 構成ファイ
ル内で使用可能なノードを見つけることが
できませんでした。これは通常、コネクタ
ー・ステージにノード・プールの制約が指
定されているにもかかわらず、APT 構成
ファイル内にこの制約が定義されていない
場合に発生します。
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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説明: DB2 Connector は、APT 構成ファイル内で使用
可能なノードを見つけることができませんでした。
コネクターが使用可能なノード数はゼロでした。通常、
このエラーは、ノードが APT 構成ファイル内に定義さ
れていないか、または、ノード・プールの制約が DB2
Connector ステージに指定されているが、APT 構成ファ
イル内に定義されていない場合に発生します。
ユーザーの処置: 以下を実行してください。
v APT 構成ファイルが正しく定義されているか確認し
てください。

に設定されている場合、表が LOAD PENDING 状態で
あることを確認してください。表がパーティション化さ
れている場合、すべてのパーティションが LOAD
PENDING 状態であるかどうか確認してください。「使
用法」>「ロード制御」>「失敗時にクリーンアップ」プ
ロパティーが「はい」に設定されている場合、これは単
なる通知メッセージです。このメッセージが好ましくな
い場合は、すべてのパーティションを手動で望ましい状
態に変更し、ジョブを再実行してください。

v ノード・プールの制約が DB2 Connector ステージに
指定されている場合は、そのノード・プールが APT
構成ファイルで定義されているか確認してください。

IIS-CONN-DB2-00830I バルク・ロードの実行時に、サ
ポートされないファイル・タイプ修飾子オ
プション {ファイル・タイプ修飾子 } が
検出されました。

IIS-CONN-DB2-00723E ノード・マップの制約に指定さ
れたノード数が少なすぎて、コネクターが
各パーティションへの直接接続を確立でき
ません。ノードの必要最小数は {ノードの
必要最小数 } です。

説明: DRS Connector の「使用法」>「バルク・ロー
ド・オプション」>「DB2」>「ファイル・タイプ修飾子
オプション」プロパティーに、サポートされないファイ
ル・タイプ修飾子が含まれています。「dumpfile」修飾
子は、サポートされている唯一のファイル・タイプ修飾
子です。

説明: ノード・マップの制約に指定されたノード数が、
コネクターが各パーティションへの直接接続を確立する
のに必要な数を下回っています。ノードの必要最小数は
{ノードの必要最小数 } です。
通常、このエラーは、「接続」>「直接接続を使用」 プ
ロパティーが「はい」に設定されている場合に発生しま
す。その結果、コネクターはこの表が及ぶすべての
DB2 パーティションに直接接続を確立しますが、それ
を行うために十分なノードがノード・マップの制約に含
まれていません。
ユーザーの処置: ノード・マップの制約内のノード数を
指定されたノード数まで増やしてください。
IIS-CONN-DB2-00733W LOAD RESTART/
TERMINATE は、LOAD PENDING 状
態にないため、ターゲット・パーティショ
ンで実行されませんでした。
説明: コネクターが、LOAD PENDING 状態にない表
でバルク・ロードの再実行または終了を試みました。表
がパーティション化されている場合、LOAD PENDING
状態ではないパーティションが少なくとも 1 つありま
した。「使用法」>「ロード制御」>「ロード・モード」
プロパティーが「再実行」または「終了」に設定されて
いる場合、コネクターはロードの再実行または終了を試
みます。また、「使用法」>「ロード制御」>「失敗時に
クリーンアップ」プロパティーが「はい」に設定されて
いる場合、コネクターはロードの終了を試みます。
ユーザーの処置: 「使用法」>「ロード制御」>「ロー
ド・モード」プロパティーが「再実行」または「終了」
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ユーザーの処置: アクションは不要です。
IIS-CONN-DB2-00833E 「パーティション化 SQL を生
成」プロパティーが「いいえ」の場合は、
SELECT ステートメントに WHERE
DBPARTITIONNUM(ColumnName) =
CURRENT DBPARTITIONNUM などの
パーティション述部を含める必要がありま
す。
説明: 「パーティション化 SQL を生成」プロパティー
が「いいえ」に設定されている場合、SELECT ステート
メントに WHERE DBPARTITIONNUM(ColumnName) =
CURRENT DBPARTITIONNUM などのパーティション
述部を含める必要があります。
「使用法」>「SQL」>「パーティション読み取りを有効
にする」>「パーティション読み取り方式」>「パーティ
ション化 SQL を生成」プロパティーが「いいえ」に設
定されているが、「使用法」>「SQL」>「SELECT ステー
トメント」プロパティー内の SELECT ステートメント
にキーワード「DBPARTITIONNUM」が含まれていない
場合に、エラーが発生しました。典型的なパーティショ
ン述語節は「WHERE DBPARTITIONNUM(ColumnName)
= CURRENT DBPARTITIONNUM」です。ここで、
ColumnName は表の列の名前です。
ユーザーの処置: 以下のいずれかのアクションを実行し
てください。
v 「使用法」>「SQL」>「SELECT ステートメント」プロ
パティー内の SELECT ステートメントに、

IIS-CONN-DB2-00836E • IIS-CONN-DB2-00857E
「DBPARTITIONNUM」キーワードの正しい使用法が
含まれているパーティション述部節を含めるようにし
てください。
v 「使用法」>「SQL」>「パーティション読み取りを有
効にする」>「パーティション読み取り方式」>「パー
ティション化 SQL を生成」プロパティーを「はい」
に設定することによって、コネクターがパーティショ
ン述部節を生成できるようにしてください。
IIS-CONN-DB2-00836E 無効な図形文字セット名: {図
形文字セット名 }
説明: 図形文字セット名 {図形文字セット名 } は、無
効な名前です。
指定された図形文字セット名が、認定された Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) 名ではありませ
ん。
ユーザーの処置: 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバ
ルク・ロード」>「エンコード」>「図形文字セット」プ
ロパティーの値が正しいことを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00854I エラーが発生しましたが、その
現行配列の行を特定できません。より具体
的なエラー情報を取得するために、「配列
サイズ」プロパティーを 1 に設定してか
らジョブを再実行してみてください。
説明: エラーが発生しましたが、その現行配列の行を特
定できません。より具体的なエラー情報を取得するため
に、「配列サイズ」プロパティーを「1」に設定してか
らジョブを再実行してください。
「使用法」>「ロギング」>「最初の行エラー発生時に列
値をログに記録する」プロパティーが「はい」に設定さ
れていますが、行に固有ではないエラーが発生しまし
た。したがって、列値はログに記録されません。
ユーザーの処置: 「使用法」>「セッション」>「配列サ
イズ」プロパティーを「1」に設定してから、ジョブを
再実行してください。ジョブが再び失敗し、エラーが行
に固有である場合は、列値がログに記録されます。
IIS-CONN-DB2-00855I 「最初の行エラー発生時に列値
をログに記録する」プロパティーが「は
い」に設定されている一方で、バッファー
挿入が有効になっています。エラーが発生
しても、コネクターは、配列内でエラーの
原因となる行を判別できない可能性があり
ます。エラーが発生すると、列値が印刷さ
れない可能性があります。行エラーが発生
した場合に列値が必ず印刷されるようにす
る場合は、「挿入バッファリング」プロパ

ティーを「オフ」に設定してください。
説明: 「最初の行エラー発生時に列値をログに記録す
る」 プロパティーが「はい」に設定されている一方
で、バッファー挿入が有効になっています。エラーが発
生しても、DB2 Connector は、配列内でエラーの原因と
なる行を判別できません。エラーが発生しても、列値は
ログに記録されません。「挿入バッファリング」プロパ
ティーを「オフ」に設定して、行エラーが発生した場合
に列値がログに記録されるようにしてください。
エラーが発生しても、DB2 Connector はエラーの原因と
なった配列内の列を特定できない可能性があります。な
ぜなら、「使用法」>「ロギング」>「最初の行エラー発
生時に列値をログに記録する」プロパティーが「はい」
に設定されている一方で、「使用法」>「セッション」>
「挿入バッファリング」プロパティーが「オフ」に設定
されていないためです。したがって、列値はログに記録
されません。
ユーザーの処置: 「使用法」>「セッション」>「挿入バ
ッファリング」プロパティーを「オフ」に設定して、行
エラーが発生した場合に列値がログに記録されるように
してください。
IIS-CONN-DB2-00856E コネクターは、DB2 データベ
ース {0} への接続を確立できませんでし
た。
説明: DB2 Connector は、{0} DB2 データベースへの
接続を確立できませんでした。
DB2 Connector が指定されたデータベースへの接続を試
みたときにエラーが発生しました。
ユーザーの処置: 指定されたデータベースが正しくカタ
ログされていることを確認してください。
IIS-CONN-DB2-00857E コネクターは、ユーザー User
を使用した DB2 データベース {DB2 デ
ータベース } への接続を確立できません
でした。
説明: DB2 Connector は、User ユーザーを使用して
{DB2 データベース } DB2 データベースへの接続を確
立できませんでした。
DB2 Connector は、指定されたユーザー ID を使用して
指定されたデータベースに接続できませんでした。通
常、このエラーは、ユーザーがデータベースへのアクセ
スに必要な許可を持っていない場合に発生します。
ユーザーの処置: 以下のアクションを行います。
v ユーザー ID が DB2 データベースにアクセスするた
めに必要な許可を付与してください。

メッセージ・リファレンス: DB2 Connector
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v 「接続」>「パスワード」プロパティーに正しいパス
ワードが指定されているかどうか確認してください。
この問題を解決できない場合は、DB2 CLI トレースを
有効にして、追加のログ情報を収集してください。ロ
グ・ファイルを確認して、エラーが発生した原因を特定
してください。
IIS-CONN-DB2-00858E コネクターは、デフォルト・ユ
ーザーを使用した DB2 データベース
{DB2 データベース } への接続を確立で
きませんでした。
説明: DB2 Connector は、デフォルト・ユーザー ID
を使用して {DB2 データベース } DB2 データベースへ
の接続を確立できませんでした。
DB2 Connector は、デフォルト・ユーザー ID を使用し
て指定されたデータベースに接続できませんでした。通
常、このエラーは、ユーザーがデータベースへのアクセ
スに必要な許可を持っていない場合に発生します。
ユーザーの処置:

以下のアクションを行います。

v デフォルト・ユーザー ID が DB2 データベースにア
クセスするために必要な許可を付与してください。
v 特定のユーザー ID を使用して、データベースへの接
続を試みてください。「接続」>「ユーザー名」プロ
パティーにユーザー名を入力します。
この問題を解決できない場合は、DB2 CLI トレースを
有効にして、追加のログ情報を収集してください。ロ
グ・ファイルを確認して、エラーが発生した原因を特定
してください。
IIS-CONN-DB2-00861E 「LOB または XML 列を使用
したバルク・ロード」プロパティーが「い
いえ」に設定され、「ファイル・タイプ」
プロパティーが「ASC」に設定されている
場合、DECFLOAT 列を使用した表のバ
ルク・ロードはサポートされません。
「LOB または XML 列を使用したバル
ク・ロード」プロパティーを「はい」に設
定するか、「ファイル・タイプ」プロパテ
ィーを「DEL」に設定してください。
説明: ターゲット表に DECFLOAT 列が含まれている
ときは、「使用法」>「ロード制御」>「ファイル・タイ
プ」プロパティーを「ASC」に設定することはできませ
ん。
ユーザーの処置: 「使用法」>「ロード制御」>「ファ
イル・タイプ」プロパティーを「DEL」に設定するか、
または「使用法」>「ロード制御」>「LOB または
XML 列を使用したバルク・ロード」プロパティーを
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「はい」に設定してください。
IIS-CONN-DB2-00864E ユーザー定義 SQL の書き込み
モードは、DB2 Connector がパーティシ
ョナーとして使用されているときは使用で
きません。「書き込みモード」プロパティ
ーを別のモードに設定するか、「パーティ
ション・タイプ」プロパティーを DB2
Connector 以外のパーティショナーに設定
してください。
説明: ユーザー定義 SQL の書き込みモードは、DB2
Connector がパーティショナーとして使用されていると
きは使用できません。「書き込みモード」プロパティー
を別のモードに設定するか、「パーティション・タイ
プ」プロパティーを DB2 Connector 以外のパーティシ
ョナーに設定してください。
ユーザーの処置: 「書き込みモード」プロパティーを別
のモードに設定するか、「パーティション・タイプ」プ
ロパティーを DB2 Connector 以外のパーティショナー
に設定してください。
IIS-CONN-DB2-00865I TRUNCATE TABLE ステート
メントが失敗しました。ALTER TABLE
ステートメントが代わりに実行されます。
説明: コネクターが、DB2 バージョン 9.7 以降を検出
したときに TRUNCATE TABLE ステートメントを試行
しました。結果として、TRUNCATE TABLE ステート
メントは失敗し、コネクターは ALTER TABLE ステー
トメントを実行します。
ユーザーの処置: アクションは不要です。 失敗した
TRUNCATE TABLE ステートメントがこのログの前の
方に表示されています。このステートメントを手動で実
行して、それが失敗した原因を特定してください。
IIS-CONN-DB2-00870E リンクに定義されている列が不
十分であるため、SQL ステートメントを
生成できません。
説明: コネクターは、リンクに定義されている列がない
ため、SQL ステートメントを生成できません。
ユーザーの処置:

1 つ以上の列を定義してください。

IIS-CONN-DB2-00871E このコネクターは、プロパティ
ー {0} の検証をサポートしていません。
説明: コネクターは指定されたプロパティーを検証しま
せん。
ユーザーの処置: コネクターの資料を参照して、指定さ
れたプロパティーを検証できるか確認してください。よ

IIS-CONN-DB2-00872E • IIS-CONN-DB2-00895I
り新しいバージョンのコネクターでは、検証が行われる
可能性があります。

接尾部 .P##### を追加します。生成されたデータ・セッ
ト名の長さが、DB2 for z/OS で許容される最大長を越
えています。

IIS-CONN-DB2-00872E 列 {0} の長さが指定されてい
ないため、SQL ステートメントを生成で
きません。

ユーザーの処置: データ・セット名の長さを短くしてく
ださい。

説明: コネクターは、指定された列の長さが提供されて
いないため、SQL ステートメントを生成できません。

IIS-CONN-DB2-00888E コネクターは、FTP コマンド
{FTP コマンド } を使用して {USS パイ
プ名 } USS パイプを作成できませんでし
た。エラー・コードは {FTP 出力 } で
す。

ユーザーの処置: 「列」タブに、指定された列の長さを
入力してください。
IIS-CONN-DB2-00873E 列 {0} のデータ・タイプが不
明と指定されているため、SQL ステート
メントを生成できません。
説明: コネクターは、指定された列のデータ・タイプが
不明であるため、SQL ステートメントを生成できませ
ん。
ユーザーの処置: 「列」タブに、指定された列のデー
タ・タイプを選択してください。
IIS-CONN-DB2-00886E 生成されたユーティリティー
ID が最大長 {最大長 } を超えています。
コネクターは、ユーザー提供のユーティリ
ティー ID user-supplied utility ID に {接
尾部の長さ } 文字のパーティション接尾
部を追加してユーティリティー ID を生
成します。 {ユーザー提供のユーティリテ
ィー ID の最大長 } 文字以内のユーティ
リティー ID を指定してください。
説明: コネクターは、ユーティリティー ID を生成す
るために、ユーザー指定のユーティリティー ID にパー
ティション接尾部 .P##### を追加します。生成されたユ
ーティリティー ID の長さが、DB2 for z/OS で許容さ
れる最大長を越えています。
ユーザーの処置:
してください。

ユーティリティー ID の長さを短く

IIS-CONN-DB2-00887E 生成されたデータ・セット名が
最大長 {最大長 } を超えています。コネ
クターは、ユーザー提供のデータ・セット
名 {ユーザー提供のデータ・セット名 }
に {接尾部の長さ } 文字のパーティショ
ン接尾部を追加してデータ・セット名を生
成します。 {ユーザー提供のデータ・セッ
ト名の最大長 } 文字以内のデータ・セッ
ト名を指定してください。

説明: コネクターは、指定された FTP コマンドを使用
して指定された USS パイプを作成できませんでした。
USS パイプ名は、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバ
ルク・ロード」>「データ・ファイル属性」>「入力デー
タ・ファイル」>「データ・セット名」プロパティーを
使用して生成され、「使用法」>「z/OS 上の DB2 への
バルク・ロード」>「USS パイプ・ディレクトリー」プ
ロパティーで指定されたパスに追加されます。
ユーザーの処置: 以下を実行してください。
v 指定された USS パイプのパスと名前が正しいことを
確認してください。
v エラー・メッセージをよく読んで、USS パイプを作
成できなかった原因を突き止めてください。
IIS-CONN-DB2-00895I コネクターは、{転送ホスト }
への接続を確立しようと {再試行回数 }
回再試行しました。
説明: コネクターは、指定されたホストへの接続を確立
する試みを、最初の試みが失敗した後に {再試行回数 }
回行いました。コネクターはホストへの複数の接続を同
時に開始できるので、ホストが同時に確立できる接続の
最大数をコネクターが超えることがあります。その結
果、接続を確立する試みが複数回必要になることがあり
ます。
ユーザーの処置: ジョブが成功すれば、アクションは不
要です。ジョブが失敗した場合は、以下のステップの 1
つ以上を実行してください。
v ログ内のエラー・メッセージを検討して接続失敗の原
因を突き止めてください。
v

「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」
>「転送」>「接続障害時に再試行」>「再試行回数」
および「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロ
ード」>「転送」>「接続障害時に再試行」>「再試行
間隔」プロパティーの値を増やしてください。

説明: コネクターは、データ・セット名を生成するため
に、ユーザー指定のデータ・セット名にパーティション
メッセージ・リファレンス: DB2 Connector

39

IIS-CONN-DB2-00896E • IIS-CONN-DB2-00898E
IIS-CONN-DB2-00896E ソース・データベースは DB2
for z/OS を使用しますが、「パーティシ
ョン化 SQL を生成」プロパティーは
「いいえ」に設定されています。ソース・
データベースが DB2 for z/OS を使用す
る場合、「パーティション化 SQL を生
成」プロパティーは「はい」に設定される
必要があります。
説明: 「パーティション化 SQL を生成」プロパティー
が「いいえ」に設定されたときは、SELECT ステートメ
ントが DBPARTITIONNUM 節を含んでいなければなり
ません。ただし、DB2 for z/OS は DBPARTITIONNUM
節をサポートしません。
ユーザーの処置: 「パーティション化 SQL を生成」プ
ロパティーを「はい」に設定してください。
IIS-CONN-DB2-00897E 転送ホスト {転送ホスト } へ
の接続が確立されるのを待機している間に
コネクターがタイムアウトになりました。
説明: コネクターが転送ホスト {転送ホスト } への接
続が確立されるのを待機して 30 秒経ちました。
FTP クライアントが、指定されたホストに接続しようと
していて 30 秒以内に応答を受け取りませんでした。ホ
ストは、「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロ
ード」>「転送」>「転送先」プロパティーに指定されて
います。
ユーザーの処置:

以下を実行してください。

v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「転送」>「転送先」プロパティーで指定されたホス
トが正しいことを確認してください。
v DataStage ノードから指定されたホストへ正常に FTP
でファイルを転送できることを確認してください。
v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>
「転送」>「接続障害時に再試行」>「再試行回数」プ
ロパティーを増やしてください。
IIS-CONN-DB2-00898E データ・セット名 {データ・セ
ット名 } に次の無効文字が 1 つ以上含ま
れています: Comma separated list of
invalid characters。データ・セット名から
無効文字を削除してください。
説明: 指定されたデータ・セット名に、データ・セット
名の中では許容されない文字が含まれています。その結
果、コネクターは DB2 for z/OS にデータを転送できま
せん。
ユーザーの処置:
してください。
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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。

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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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. 2012, 2014
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付録 C. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



v オプション項目はメインパスの下に表示されます。
 required_item


optional_item

オプション項目がメインパスの上に表示される場合、その項目は構文要素の実行
に影響せず、単に読みやすくするために使用されます。
optional_item
 required_item



v 複数の項目から選択できる場合は、それらの項目を縦に並べて (スタック) 示して
います。
項目の 1 つを選択する必要がある場合は、スタックの 1 つの項目がメインパス
上に示されています。
 required_item

required_choice1
required_choice2



項目から 1 つをオプションで選択できる場合、スタック全体がメインパスよりも
下に示されます。
 required_item


optional_choice1
optional_choice2

項目の 1 つがデフォルトである場合は、その項目はメインパスの上に示され、残
りの選択項目は下に示されます。
default_choice
 required_item


optional_choice1
optional_choice2
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v メインラインの上に、左へ戻る矢印がある場合には、項目を繰り返して指定でき
ることを示しています。

 required_item  repeatable_item



繰り返しの矢印にコンマが含まれている場合は、繰り返し項目をコンマで区切ら
なければなりません。
,
 required_item  repeatable_item



スタックの上の反復矢印は、スタック内の項目を反復できることを示します。
v 構文図が、複数のフラグメントに分かれている場合があります。構文フラグメン
トはメインの構文図とは別に示されますが、フラグメントの内容は、図のメイン
パス上にあるものとして読む必要があります。
 required_item

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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付録 D. 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。

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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付録 E. 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資料を参照するヘルプ・リンクの変更
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメー
ション・センターとしてローカル版の資料をインストールして、それを指すように
ヘルプ・リンクを構成することも可能です。ローカルのインフォメーション・セン
ターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていない場合に便
利です。
インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインストー
ル手順を使用して、任意のコンピューターにそれをインストールします。インフォ
メーション・センターをインストールして開始した後、サービス層のコンピュータ
ーで iisAdmin コマンドを使用して、製品の F1 とヘルプ・リンクで参照する資料
の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX® Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピュ
ーターの名前、 <port> はインフォメーション・センターのポート番号です。デフ
ォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフォルト・ポートを使用するコンピ
ューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。

50

DB2 Connector メッセージ・リファレンス

付録 F. 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。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
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。

［ア行］
お客様サポート
連絡先

47

［カ行］
構文
コマンド・ライン

43

コマンド
構文 43
コマンド・ライン構文
規則 43

［サ行］
サポート
お客様

47

商標
リスト

53

製品資料
アクセス 49
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 41
ソフトウェア・サービス
連絡先 47

［タ行］
特殊文字
コマンド・ライン構文での
特記事項 53

43

［マ行］
メッセージ・リファレンス
DB2 Connector 1

W
Web サイト
IBM 以外

45
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