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OS/390 V2R10.0 ISPF ライブラリーの内容
ISPF 資料のご注文の際は、以下に示す番号をご使用ください。

OS/390 V2R10.0 ISPF
タイトル

資料番号

OS/390 V2R10.0 ISPF ダイアログ・タグ言語 ガイドとリファレンス SC88-6130-03
OS/390 V2R10.0 ISPF 計画とカスタマイズ

SC88-6134-03

OS/390 V2R10.0 ISPF ユーザーズ・ガイド 第 1 巻

SC88-8671-00

OS/390 V2R10.0 ISPF ユーザーズ・ガイド 第 2 巻

SC88-8672-00

OS/390 V2R10.0 ISPF サービス・ガイド

SC88-6132-03

OS/390 V2R10.0 ISPF ダイアログ開発者 ガイドとリファレンス

SC88-6133-03

OS/390 V2R10.0 ISPF リファレンス・サマリー

SC88-6135-03

OS/390 V2R10.0 ISPF 編集および編集マクロ

SC88-6136-03

OS/390 V2R10.0 ISPF ライブラリー管理機能

SD88-6033-02

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

GC88-6145-03

OS/390 V2R10.0 ISPF SCLM プロジェクト管理者および開発者ガイ
ド

SD88-6115-01

OS/390 V2R10.0 ISPF SCLM リファレンス

SC88-6141-03

OS/390 V2R4 で指定解除されたライセンス資料が OS/390 オンライン・ライブラリ
ー・コレクション、SK2T-6700 (英語版) に入っています。
OS/390 バージョン 2 のその他のライセンス資料は、OS/390 ライセンス・プロダク
ト・ライブラリー LK2T-2499 (英語版) にそのまま読める形で入っています。
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OS/390 のエレメントとフィーチャー
次の表は、よくご存じのプロダクトとそれらの OS/390 バージョン 2 リリース 10
での呼び方を対応付けて、示しています。OS/390 V2R10.0 は、次の表にリストされ
ているリリース・レベル、あるいはそれ以上のレベルの各プロダクトの機能を含
む、エレメントとフィーチャーで構成されています。 この表には、OS/390 のエレ
メントやフィーチャーのベースである各プロダクトの名前とレベル、そのエレメン
トやフィーチャーの OS/390 における名前、および、そのエレメントやフィーチャ
ーが基本部分であるかオプションであるかを示しています。 OS/390 のエレメント
の互換性については、OS/390 インストール計画 (GC88-6542) を参照してくださ
い。
プロダクト名とレベル

OS/390 における名前

基本 / オプション

BookManager BUILD/MVS V1R3

BookManager BUILD

オプション

BookManager READ/MVS V1R3

BookManager READ

基本

MVS/ 大量データ転送プログラム V2

大量データ転送プログラム (BDT)

基本

MVS/ 大量データ転送プログラム ファイル・ 大量データ転送プログラム (BDT) ファイ
ツー・ファイル V2
ル・ツー・ファイル

オプション

MVS/ 大量データ転送プログラム SNA NJE
V2

大量データ転送プログラム (BDT) SNA NJE

オプション

IBM OS/390 C/C++ V1R2

C/C++

オプション

DFSMSdfp V1R3

DFSMSdfp

基本

DFSMSdss

DFSMSdss

オプション

DFSMShsm

DFSMShsm

オプション

DFSMSrmm

DFSMSrmm

オプション

DFSMS/MVS ネットワーク・ファイル・シス
テム V1R3

DFSMS/MVS ネットワーク・ファイル・シス
テム

基本

DFSORT R13

DFSORT

オプション

EREP MVS V3R5

EREP

基本

FFST/MVS V1R2

FFST/MVS

基本

GDDM/MVS V3R2
v GDDM-OS/2 LINK
v GDDM-PCLK

GDDM

基本

GDDM-PGF V2R1.3

GDDM-PGF

オプション

GDDM-REXX/MVS V3R2

GDDM-REXX

オプション

IBM 高水準アセンブラー (MVS、VM、およ
び VSE) V1R2

高水準アセンブラー

基本

IBM 高水準アセンブラー・ツールキット

高水準アセンブラー・ツールキット

オプション

ICKDSF R16

ICKDSF

基本

ISPF V4R2M1

ISPF

基本

言語環境プログラム (MVS および VM)
V1R5

言語環境プログラム

基本
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プロダクト名とレベル

OS/390 における名前

言語環境プログラム V1R5 データ暗号化解除 言語環境プログラム・データ暗号化解除

基本 / オプション
オプション

MVS/ESA SP V5R2.2
BCP

BCP または MVS

基本

ESCON ディレクター・サポート

ESCON ディレクター・サポート

基本

ハードウェア構成定義 (HCD)

ハードウェア構成定義 (HCD)

基本

JES2 V5R2.0

JES2

基本

JES3 V5R2.1

JES3

オプション

LANRES/MVS V1R3.1

LANRES

基本

IBM LAN サーバー (MVS) V1R1

LAN サーバー

基本

MICR/OCR サポート

MICR/OCR サポート

基本

OS/390 UNIX システム・サービス

OS/390 UNIX システム・サービス

基本

OS/390 UNIX アプリケーション・サービ
ス

OS/390 UNIX アプリケーション・サービ
ス

基本

OS/390 UNIX DCE ベース・サービス
(OSF DCE レベル 1.1)

OS/390 UNIX DCE ベース・サービス

基本

OS/390 UNIX DCE 分散ファイル・サービ
ス (DFS) (OSF DCE レベル 1.1)

OS/390 UNIX DCE 分散ファイル・サービ
ス (DFS)

基本

OS/390 UNIX DCE ユーザー・データ・プ
ライバシー

OS/390 UNIX DCE ユーザー・データ・プ
ライバシー

オプション

SOMobjects アプリケーション開発環境
(ADE) V1R1

SOMobjects アプリケーション開発環境
(ADE)

オプション

SOMobjects ランタイム・ライブラリー
(RTL)

SOMobjects ランタイム・ライブラリー
(RTL)

基本

SOMobjects サービス・クラス

SOMobjects サービス・クラス
基本

オープン・システム・アダプター・サポート
機能 (OSA/SF) R1

オープン・システム・アダプター・サポート
機能 (OSA/SF)

基本

MVS/ESA RMF V5R2

RMF

オプション

OS/390 Security Server

資源アクセス管理機能 (RACF)
v DCE セキュリティー・サーバー
v OS/390 ファイアウォール・テクノロジー
v Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP) クライアントおよびサーバー
v オープン暗号化拡張プラグイン (OCEP)

オプション

SDSF V1R6

SDSF

オプション

SMP/E

SMP/E

基本

ソフトコピー・プリント

基本

SystemView (MVS ベース)

基本

SystemView (MVS ベース)
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プロダクト名とレベル

OS/390 における名前

基本 / オプション

IBM TCP/IP V3R1

TCP/IP

基本

v TCP/IP CICS ソケット

v TCP/IP CICS ソケット

v オプション

v TCP/IP IMS ソケット

v TCP/IP IMS ソケット

v オプション

v TCP/IP ケルベロス

v TCP/IP ケルベロス

v オプション

v TCP/IP ネットワーク・プリント・ファシ
リティー (NPF)

v TCP/IP ネットワーク・プリント・ファシ
リティー (NPF)

v オプション

v TCP/IP OS/390 通信サービス IP アプリケ
ーション

v TCP/IP OS/390 通信サービス IP アプリケ
ーション

v オプション

v TCP/IP OS/2 オフロード

v TCP/IP OS/2 オフロード

v オプション

TIOC R1

TIOC

基本

タイム・シェアリング・オプション拡張機能
(TSO/E) V2R5

TSO/E

基本

VisualLift (MVS) V1R1.1

v VisualLift ランタイム環境 (RTE)
v VisualLift アプリケーション開発環境
(ADE)

v 基本
v オプション

VTAM V4R3 (AnyNet フィーチャー付き)

VTAM

基本

3270 PC ファイル転送プログラム V1R1.1

3270 PC ファイル転送プログラム

基本
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まえがき
本書には、ISPF 生成のメッセージとコードが記載されています。メッセージとして
は、何らかのエラーによって生成されるメッセージもありますし、警告メッセージ
もあります。このほか、ISPF が実行中のタスクについてユーザーに通知するだけの
目的で生成されるメッセージも含まれております。

本書について
本書は章別にそれぞれ、ISPF メッセージ、PDF メッセージ、SCLM メッセージの
ほか、SCLM 生成のマクロ・メッセージ、ならびに LMF メッセージを収録してお
ります。 本書には、診断ツールや情報の章も含まれています。この章の情報につい
ては、これまで ISPF 対話管理の手引きおよび解説 に記載されていました。変更さ
れた情報については、その左端余白部に縦線が付けてあります。

本書の対象読者
本書は、ISPF を使用してエラー・メッセージを受け取られる立場の方に役立ちま
す。

本書の使用法
まず、本書の中で見付けるべきメッセージのメッセージ番号を特定します。 このた
めには、コマンド行に MSGID と入力してください。このコマンドによって、いち
ばん終わりに表示されたメッセージのメッセージ番号が画面に現れます。 あとは、
本書にリストしてあるメッセージ ID を探すだけです。
MSGID コマンドの詳細については、ISPF 使用者の手引き を参照してください。
メッセージの記述構成は、以下のようになっています。
v 固有の英数字 ID。形式は CCCannna です。ただし、
CCC

文字ストリングで、ISP (ISPF メッセージの場合)、ISR (PDF と LMF メ
ッセージの場合)、FLM (SCLM メッセージの場合) のいずれかになりま
す。

nnn

3 桁の数字です。

a

1 文字の英字です。

各章の中で、メッセージはまず英字順、次に番号順の順序で並べられています。
v メッセージの説明。メッセージが出された理由が記述されます。エラー・メッセ
ージの説明ではエラーの推定原因が記述されています。警告メッセージの説明で
は出された警告に関する説明をしています。通知メッセージの説明では ISPF が
実行中のタスクについての情報が与えられます。

© Copyright IBM Corp. 1980, 2000
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v ユーザーの処置。戻りコードが与えられ、問題の推定原因が説明され、さらに問
題の訂正方法が提示されます。通知メッセージの場合はユーザー処置が必要ない
ので、処置については示されません。
v 第 2 レベルの応答。プログラマー、システム・プログラマー、プロジェクト管理
担当者 (SCLM 内のみ) が、メッセージの説明内で示されていた問題を訂正する
ために使用することができます。第 2 レベルでの処置が必要ない場合は、応答は
示されません。
メッセージには、ISPF にメッセージを生成させる原因となった特定の構成要素を示
す 1 個 または 複数個の変数が含まれます。たとえば、変数は、メンバーや、グル
ープ、タイプの名前になります。メッセージを表示するとき、問題の原因を識別す
るのに役立つように、変数の実際の値がメッセージ・テキストに代入されます。後
続のメッセージ記述では、8 より大きい長さの変数は切り捨てられています。

xii
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第1章 ISPF メッセージ
ISPA001

割り振りエラー・メッセージ - ISPF シ
ステム・データ・セットの割り振りエラー
- ENTER を押すと続行します。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、割り振りエラーを受け取った ISPF システム・デー
タに対するその他のメッセージに先行して出されます。
ユーザー応答:
ISPA002

ENTER キーを押してください。

リスト割り振りエラー・メッセージ - リ
スト・ファイル割り振りエラー - ISPF
はリスト・データ・セットなしで処理を行
います。

解説: リスト・データ・セットの割り振りエラーが起
きました。ISPF はリスト・データ・セットなしで処理
を行います。
ユーザー応答: 続けて ISPF を使用してください。 メ
ッセージが繰り返し出される場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 割り振りエラーについ
て診断してください。 弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPA003

ログ割り振りエラー・メッセージ - ロ
グ・ファイル割り振りエラー - ISPF は
ログ・データ・セットなしで処理を行いま
す。

解説: ログ・データ・セットの割り振りエラーが起き
ました。ISPF は、ログ・データ・セットなしで処理を
行います。

してください。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: 該当する弊社資料を使
用して、割り振りエラーについて診断してください。
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPA005

CNTLX 割り振りエラー・メッセージ 一時制御カード・データ・セットは割り振
りができません。

解説: ISPF 一時 ISPCTLx データ・セットまたは
ISPWRKx データ・セットの割り振りができません。
ユーザー応答: エラー・メッセージとテキストをメモ
してください。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: 該当する弊社資料を使
用して、割り振りエラーについて診断してください。
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPA007

オープンのエラー・メッセージ ’aaaaaaaa’ をオープンするときのエラ
ー。

解説: aaaaaaaa をオープンしようとしたときに、エラ
ーが起きました。
ユーザー応答: メッセージとテキストをメモしてくだ
さい。 システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 該当する弊社資料を使
用して、aaaaaaaa のオープン・エラーについて診断し
てください。弊社サポート部門まで連絡してください。
オープンのエラー・メッセージ - デー
タ・セットをオープンしようとしてエラー
が発生。

ユーザー応答: 続けて ISPF を使用してください。 メ
ッセージが繰り返し出される場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。

ISPA107

システム・プログラマー応答: 割り振りエラーについ
て診断してください。 弊社サポート部門まで連絡して
ください。

解説: ISPF システム・データ・セットをオープンしよ
うとしたときに、エラーが起きました。

ISPA004

LISTX 割り振りエラー・メッセージ - 一
時リスト・データ・セットは割り振りがで
きません。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

解説: ISPF 一時リスト・データ・セットの割り振りが
できません。
ユーザー応答:

エラー・メッセージとテキストをメモ

© Copyright IBM Corp. 1980, 2000

1

ISPF メッセージ
ISPA108

DAIR ルーチンのエラー - TSO IKJDAIR
ルーチンを実行している間にエラーが発
生。

解説: TSO IKJDAIR ルーチンを実行中にエラーが起き
ました。
ユーザー応答: エラー・メッセージとテキストをメモ
してください。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: DAIR エラー・コードに
ついて診断してください。 弊社サポート部門まで連絡
してください。
ISPA111

接頭部の長さが無効 - 出口で指定したデ
ータ・セット接頭部の長さは、1 - 27 文
字にする必要があります。

解説: EXIT 16 が、無効な接頭部の長さを指定しまし
た。EXIT 16 は、ログ、リスト、および一時データ・セ
ットの割り振り出口です。
ユーザー応答: EXIT 16 で指定されたデータ・セット
接頭部の長さは、1 以上 26 以下にする必要がありま
す。 EXIT 16 の詳細については、ISPF 計画とカスタマ
イズ の EXITS の項を参照してください。
ISPA300

APL2 インターフェース・エラー - 無効
な APL2 インターフェース連結管理プロ
グラム要求 : aaaaaaaa。

解説: 記憶域連結管理プログラムに対して、無効な要
求が出されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 記憶域連結管理プログラムに対し
て、GET、FREE、または FREEALL 以外の要求が出さ
れました。 これは、ISPF 内部エラーの可能性もありま
す。 ユーザーのプログラムに誤りがないと思われる場
合は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーいずれかの可能性がありま
す。 ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊
社サポート部門まで連絡してください。
ISPA301

APL2 インターフェース・エラー - APL2
環境連結を開放できません。

解説: ISPF が記憶域を解放しようとしているときに、
エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。
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システム・プログラマーに連絡してく
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システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーの可能性があります。
ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPA302

APL2 インターフェース・エラー - APL2
環境連結のためのブロックを獲得できませ
ん。

解説: ISPF は、追加の記憶域を獲得することができま
せんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: ユーザーの領域サイズが、失敗し
たプログラムを実行するのに適切かどうか確認してくだ
さい。 領域サイズが適切であった場合は、弊社サポー
ト部門まで連絡してください。
ISPA310

APL2 インターフェース・エラー - 無効
な APL2 ドライバー要求 : aaaaaaaa。

解説: APL2 ドライバー要求が有効な機能ではありませ
んでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: プログラム機能が有効なものであ
った場合は、システム・エラーまたは ISPF 内部エラー
の可能性があります。 システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーの可能性があります。
ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPA311

APL2 インターフェース・エラー - APL2
ドライバーは記憶域を aaaaaaaa すること
ができません。

解説: 記憶域の獲得または解放時に、エラーが起きま
した。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF 内部エラーの可能性があります。 エラーが起きた
のが GET コマンドを処理しているときだった場合は、
ユーザーの領域サイズがこのプログラムを実行するのに
適切であったかどうか、確認してください。 領域サイ
ズが適切であったか、またはエラーが起きたのが FREE
コマンドを処理しているときだった場合は、弊社サポー
ト部門に連絡してください。
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ISPA320

APL2 インターフェース・エラー - 無効
な APL2 環境管理プログラム要求 :
aaaaaaaa、指示 : bbbbbbbb。

解説: プログラム要求が、有効な ISPF APL2 要求では
ありません。
ユーザー応答:
い。

システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーの可能性があります。
ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
APL2 インターフェース・エラー - APL2
環境管理プログラムは記憶域を aaaaaaaa
することができません。

解説: ISPF 記憶域の GET または FREE コマンドにお
いて、エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーの可能性があります。 エ
ラーが GET コマンドである場合は、ユーザーの領域サ
イズがこのプログラムを実行するのに適切であったかど
うか、確認してください。 領域サイズが適切であった
か、またはエラーが FREE コマンドである場合は、弊
社サポート部門に連絡してください。
ISPA322

ISPF/APL2 リンク・エラー - APL2 開始
選択サービス要求にはキーワード
LANG(APL) が必要です。

解説: 無効な SELECT サービス要求がなされました。
LANG(APL) が脱落しています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: SELECT ステートメントを訂正し
て、LANG(APL) を含めてください。
ISPA323

解説:

ISPF/APL2 リンクは終了 - APL2 側は終
了しましたが、ISPF サービス要求が未解
決のままです。

APL の終了が早すぎました。

ユーザー応答:
い。

ISPA324

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求が有効なプログラム要求であ
る場合は、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

ISPA321

プログラマー応答: ISPF サービス要求が完了するま
で、APL を終了しないようにしてください。詳細につ
いては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の『ISPF と
APL2 の間のインターフェース』を参照してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説:

無効な APL2 選択 - ISPF サービスに対
する未解決の APL2 作業域要求を終了す
る必要があります。

APL プログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: APL 選択が開始したときに、整理
(Cleanup) モードが活動状態でした。詳細については、
ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の『ISPF と APL2
の間のインターフェース』を参照してください。
ISPA325

解説:

aaaaaaaa 変数要求 - ISPF サービスに対
する未解決の APL2 作業域要求を終了す
る必要があります。

APL プログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: APL 変数サービスが開始したとき
に、整理 (Cleanup) モードが活動状態でした。詳細につ
いては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の『ISPF と
APL2 の間のインターフェース』を参照してください。
ISPA326

解説:

ISPF/APL2 リンクが無効 - APL2 要求は
終了しましたが、ISPF サービス要求が未
解決のままです。

APL プログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: APL の終了が早すぎました。詳細
については、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の
『ISPF と APL2 の間のインターフェース』を参照して
ください。
ISPA330

解説:

APL2 作業域エラー - 機能 : aaaaaaaa、
変数 : bbbbbbbb、戻りコード :
cccccccc。

上記の変数サービスが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 上記のメッセージに示されている
変数の使用について、プログラムが正しくコーディング
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されているかどうか確認してください。
ISPA331

APL2 作業域エラー - 機能 : すべての変
数のリスト、戻りコード : aaaaaaaa。

解説: 全変数リスト機能でのエラーが、プログラム障
害を引き起こしました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: この機能について、APL プログラ
ムが正しくコーディングされているかどうか確認してく
ださい。 全変数リスト機能が正しくコーディングされ
ている場合は、システム・プログラマーに連絡してくだ
さい。
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーの可能性があります。
ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPA332

APL2 インターフェース・エラー - APL2
変数サービス出口ルーチンは記憶域を
aaaaaaaa することができません。

ISPA335

解説:

APL2 インターフェース・エラー - 無効
な補助プロセッサー変数サービス要求 :
aaaaaaaa。

上記の要求が認識できませんでした。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求を訂正してください。 要求が
有効なものである場合は、内部エラーの可能性がありま
す。システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは内部エラーの可能性があります。 ISPF コー
ドのレベルが混在していない場合は、弊社サポート部門
まで連絡してください。
ISPA336

解説:

無効な変数名 - aaaaaaaa は ISPF にも
APL2 にも有効な変数名ではありませ
ん。

変数名が無効です。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: プログラムが、記憶域管理の問題によって失敗
しました。

プログラマー応答:

ユーザー応答:
ださい。

ISPA337

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーの可能性があります。
ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPA333

データの切り捨てが発生 - APL2 変数リ
ストのデータが長過ぎます。

解説: 変数リストが切り捨てられたため、プログラム
が失敗しました。
ユーザー応答:
い。
ISPA334

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: プログラムが、無効な変数値のために失敗しま
した。
担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:

4

APL2 機能の制限 - ISPF サービスは
64K バイトまでの APL2 作業域データを
取り出せます。

解説: プログラム用の記憶域がすべて使い果たされま
した。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: プログラムを訂正して、記憶域エ
ラーが起きないようにしてください。
ISPA400

ISPAPTT DIALOG エラー - パラメータ
ー入力が渡されていません。

解説: パラメーターに、必要な入力の一部が含まれて
いませんでした。

APL2 変数エラー - 変数 aaaaaaaa の値
が文字、スカラーまたはベクトルのどれで
もありません。

ユーザー応答:
い。

変数名を訂正してください。

変数値を訂正してください。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 端末タイプに合わせて、パラメー
ターを訂正してください。

ISPF メッセージ
ISPA401

解説:

ISPAPTT DIALOG エラー - サービス
bbbbbbbb から予期しない戻りコード
aaaaaaaa が返されました。

たメンバーを表示し、TKV キーワードが欠落していた
り誤った位置にないかどうか見てください。 ISPCNT
プログラムの詳細については、ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照してください。

APL プログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ISPC004

ISPCNT ERROR: RC =aaaaaaaa - オー
プン失敗。 SPF PARM メンバーに DD
名 ISPPARM を割り振ること。

プログラマー応答: 上記のサービスが、上記の戻りコ
ードで失敗しました。 上記のサービスが正しくコーデ
ィングされているかどうか確認してください。 正しい
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

解説: ISPCNT を呼び出す前に SPF PARMS データ・
セットが DD 名 ISPPARM に割り振られていないた
め、OPEN FAILURE が出されました。

システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは内部エラーの可能性があります。 ISPF コー
ドのレベルが混在していない場合は、弊社サポート部門
まで連絡してください。

ユーザー応答: 完全修飾 SPF PARMS データ・セット
を DD 名 ISPPARM に割り振ってください。 ISPCNT
プログラムの詳細については、ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照してください。

ISPC001

ISPCNT ERROR: RC =aaaaaaaa - オー
プン失敗。データ・セット内にメンバーが
ありません。

ISPC010

解説: 指定された SPF PARMS メンバーが、SPF
PARMS データ・セットにありません。
ユーザー応答: SPF PARMS メンバーのつづりが正し
いかどうか確認してください。 また、そのメンバー
が、DD 名 ISPPARM に割り振りされた SPF PARMS
データ・セット内に存在するかどうか確認してくださ
い。 ISPCNT プログラムの詳細については、ISPF 計画
とカスタマイズ を参照してください。

解説: eeeeeeee 変換オプションは、値 dddddddd に対
して指定された属性 cccccccc と一緒に使用することは
できません。 cccccccc 属性の指定は無視されます。
ユーザー応答: 属性値を変更するか、変換ユーティリ
ティー・オプションを変更するかしてください。
ISPC011

ISPC002

ISPCNT ERROR: RC =aaaaaaaa - 入力
データ・セットが区分データ・セットで
す。 メンバー名を指定してください。

解説: SPF PARMS 区分データ・セットに存在するメ
ンバーを指定する必要があります。
ユーザー応答: SPF PARMS データ・セットの名前が
正しいかどうか、また、存在するメンバーが指定されて
いるかどうか確認してください。 ISPCNT プログラム
の詳細については、ISPF 計画とカスタマイズ を参照し
てください。
ISPCNT ERROR: RC =aaaaaaaa - SPF
PARM DATA の 3〜5 桁か 4〜6 桁目に
キーワード TKV が必要です。

解説: キーワード TKV が欠落しているか正しい位置
にない場合は、指定したメンバーは PARMS データ・
セットとしては無効となります。
ユーザー応答: 指定したメンバーが SPF PARMS デー
タ・セットにあるかどうか確認してください。 指定し

ISPC011W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 前のタグ属性 ″cccccccc″
が欠落しているか、無効です。
″dddddddd″ タグは無視されます。

解説: 前のタグ cccccccc には属性が欠落しているか、
無効な属性があります。 現行の dddddddd タグは、処
理することができません。無視されます。
ユーザー応答: ISPDTLC ログを確認して、cccccccc タ
グについての問題を判別してください。 問題を訂正し
たのち、変換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC012

ISPC003

ISPC010W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″eeeeeeee″ 変換オプショ
ンの指定があるとき、属性
″cccccccc=dddddddd″ は無効です。
″cccccccc=dddddddd″ は使用されません。

ISPC012W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd タグに対して
属性 cccccccc がすでに定義されていま
す。 cccccccc = ″eeeeeeee″ は無視され、
最初の設定が使用されます。

解説: cccccccc 属性は、現行の dddddddd タグに対し
てすでに定義されています。 重複した属性の指定は、
無視されます。
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ユーザー応答:
てください。
ISPC013

解説:
です

属性 cccccccc の指定は 1 回だけ行っ

ISPC013W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 属性
″cccccccc=dddddddd″ は ″eeeeeeee″タグに
定義されていないため、無視されます。

cccccccc 属性は、eeeeeeee タグに対しては無効

ユーザー応答: DTL ソース・ファイルから cccccccc
属性の指定を除去してください。

ISPC015A

解説: 属性 cccccccc と属性 dddddddd を一緒に指定す
ることはできません。 dddddddd 属性が使用されます。
cccccccc 属性は無視されます。
ユーザー応答: DTL ソース・ファイルから cccccccc
属性の指定を除去してください。
ISPC016

ISPC013A

解説:
です

ISPC013AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 属性
″cccccccc″ は ″dddddddd″ タグに対して定
義されていないので、無視されます。

cccccccc 属性は、dddddddd タグに対しては無効

ユーザー応答: DTL ソース・ファイルから cccccccc
属性の指定を除去してください。
ISPC014

ISPC014W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd タグに対して
属性 cccccccc がすでに定義されていま
す。 この重複する属性の指定は無視され
ます。

ISPC016E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グはテキスト・ストリング中にのみ指定で
きます。 前のタグが正しく閉じられてい
ません。

解説: cccccccc タグは、タグ終了区切り文字 ’>’ の後
ろに続くタグ構文のテキスト部分内でのみ、使用するこ
とができます。
ユーザー応答: 前のタグが、タグ区切り文字 ″>″ で終
っているかどうか、確認してください。 DTL ソースを
訂正したのち、変換ユーティリティーを再実行してくだ
さい。
ISPC017

解説: cccccccc 属性は、現行の dddddddd タグに対し
てすでに定義されています。 重複した属性の指定は、
無視されます。

ISPC017W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 変換処理は属性値
cccccccc=″dddddddd″ をサポートしませ
ん。 省略時値 ″eeeeeeee″ が使用されま
す。

属性 cccccccc の指定は 1 回だけ行っ

解説: 無効な値 dddddddd が、cccccccc 属性に対して
指定されています。 変換ユーティリティーは、省略時
値 eeeeeeee を使用します。

ISPC015W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc 属性は、
dddddddd 属性も一緒に指定されていた場
合は無効です。 cccccccc=eeeeeeee は使用
されません。

ユーザー応答: DTL ソースを訂正したのち、変換ユー
ティリティーを再実行してください。

ユーザー応答:
てください。
ISPC015

ISPC015AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc 属
性は、dddddddd 属性も一緒に指定されて
いた場合は無効です。 cccccccc は使用さ
れません。

解説: 属性 cccccccc と属性 dddddddd を一緒に指定す
ることはできません。 dddddddd 属性が使用されます。
cccccccc 属性は無視されます。
ユーザー応答: DTL ソース・ファイルから cccccccc
属性の指定を除去してください。

ISPC018

ISPC018E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グの下に必要なタグが指定されていませ
ん。 次のタグのどれかが cccccccc タグ
の下に指定されなければなりません :
″dddddddd″。

解説: cccccccc タグには、ネストされたタグ dddddddd
を少なくとも 1 つ使用する必要があります。
ユーザー応答: DTL ソースを訂正したのち、変換ユー
ティリティーを再実行してください。
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ISPF メッセージ
ISPC019

ISPC019E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 dddddddd タ
グに必要な属性 cccccccc が指定されてい
ないか、無効です。

ISPC025

解説: dddddddd タグには、属性 cccccccc タグ
dddddddd を指定する必要があります。
ユーザー応答: DTL ソースを訂正したのち、変換ユー
ティリティーを再実行してください。
ISPC020

解説:
ん。

ISPC020W: 警告。bbbbbbbb の
ISPDTLC リリース aaaaaaaa が
dddddddd の ISPF リリース cccccccc で
実行しています。結果は予測できません。

ISPC021I: aaaaaaaa ISPF ダイアログ・
タグ言語変換ユーティリティー

解説: これは通知メッセージです。 これは最初のロ
グ・レコードです。
ISPC022

ISPC022I: ソース・ファイル ″aaaaaaaa″
を変換中 ...

これは通知メッセージです。

ISPC023

ISPC023W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DTLLST の処理中に、
重複したソース・ファイル名 ″cccccccc″
が無視されました。

これは通知メッセージです。

ISPC024

解説:

ISPC026

解説:

ISPC021

解説:

これは通知メッセージです。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ファイルの割り振りを調べて、
ISPDTLC が正しい ISPF リリースの SYSEXEC または
SYSPROC データ・セットから実行されているかどうか
確認してください。

解説:

解説:

ISPC024I: メンバー選択の処理中に、重
複したソース・ファイル名 ″aaaaaaaa″ が
無視されました。

これは通知メッセージです。

aaaaaaaa 警告 および bbbbbbbb エラーが
見付かりました。

これは通知メッセージです。

ISPC029A

解説:

ISPC028AI: aaaaaaaa メッセージ全体が
抑止されています。

これは通知メッセージです。

ISPC029
解説:

ISPC028I: aaaaaaaa メッセージが抑止さ
れています。

これは通知メッセージです。

ISPC028A
解説:

ISPC027I: メンバー選択の処理中に、ソ
ース・ファイル名 ″aaaaaaaa″ が無視され
ました (または、見付かりませんでし
た)。

これは通知メッセージです。

ISPC028
解説:

ISPC026I: プロファイル処理が変更され
ました。 ’DTLNLS’ の項目は無視されま
す。 NLS リテラルは現在、ISPF 機能を
介して提供されています。 ’DTLNLS’ 項
目はすべて、プロファイルから除去してく
ださい。

これは通知メッセージです。

ISPC027

解説:

ISPC025I: プロファイル処理が変更され
ました。 ’DTLMIN’ の項目は無視されま
す。 変換ユーティリティー・メッセージ
は現在、標準 ISPF メッセージ・ライブ
ラリーの一部となっています。 ’DTLMIN’
項目はすべて、プロファイルから除去して
ください。

ISPC029AI: aaaaaaaa 警告および
bbbbbbbb エラーの全体が見付かりまし
た。

これは通知メッセージです。
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ISPF メッセージ
ISPC030

ISPC030W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc 終了タグはい
ずれのオープン・タグの終了も行っていな
いので、無視されます。 現行のオープ
ン・タグは dddddddd です。

解説: 終了タグ cccccccc はいずれのオープン・タグと
も対応していません。
ユーザー応答: タグ構文を確認してください。とく
に、タグ dddddddd から cccccccc を含むエラー行まで
の確認を行ってください。 DTL ソースを訂正したの
ち、変換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC031

合、エンティティー名参照とエンティティー宣言の大文
字小文字の使い方が同じであるか、確認してください。
変数 cccccccc が実行時置換変数である場合は、コーデ
ィングに ″&S3.″ と指定することで、このメッセージを
回避することができます。 DTL ソース・ファイルを訂
正したのち、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC036

ISPC031E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc に
は終了タグが欠落しているので、dddddddd
タグで終了しました。

解説: cccccccc タグには終了タグが必要です。 DTL
ソースの中で、cccccccc の必須である終了タグの前に
dddddddd タグが見付かりました。
ユーザー応答: タグのネストを確認してください。と
くに、タグ cccccccc から dddddddd を含むエラー行ま
での確認を行ってください。 DTL ソースを訂正したの
ち、変換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC032

ISPC032E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グが、ファイルの終わり (EOF) によって
予期せず終了してしまいました。

解説: DTL ソース・ファイルに cccccccc の終了タグ
がありません。
ユーザー応答: DTL ソース・ファイルに cccccccc の
終了タグがあるかどうか、確認してください。ソース・
ファイルを確認して、引用符で始まった文字列を探して
ください。 DTL ソース・ファイルを訂正したのち、変
換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC035

ISPC035W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ENTITY ″cccccccc″ に対
する宣言が見付かりません。 変数の置き
換えを行うことはできません。 (ENTITY
定義では、大文字小文字の区別がなされま
す。 エンティティー名定義とエンティテ
ィー参照とが一致しているか、確認してく
ださい。)

解説: 変数 cccccccc に対する変数置換は、完了できま
せん。
ユーザー応答:
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ISPC036W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 SOURCE タグの処理中
に、″cccccccc″ に対する ENTITY 宣言が
見付かりませんでした。 変数の置き換え
を行うことはできません。 ″cccccccc″ が
TSO コマンドまたはその他のパネル論理
値である場合は、このメッセージは
″%amp;dddddddd″ とコーディングするこ
とによって、除去することができます。
″cccccccc″ が置換される変数である場合
は、DTL ソース・ファイルを確認してく
ださい。 (ENTITY 定義では、大文字小文
字の区別がなされます。 エンティティー
名定義とエンティティー参照とが一致して
いるか、確認してください。)

解説: 変数 cccccccc に対する変数置換は、完了できま
せん。
ユーザー応答: エンティティーが定義されている場
合、エンティティー名参照とエンティティー宣言の大文
字小文字の使い方が同じであるか、確認してください。
変数 cccccccc が実行時置換変数である場合は、コーデ
ィングに ″%amp;S3.″ と指定することで、このメッセー
ジを回避することができます。 DTL ソース・ファイル
を訂正したのち、変換ユーティリティーを再実行してく
ださい。
ISPC039

ISPC039E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc が
dddddddd 開始タグによって中途で終了し
てしまいました。

解説: タグ・ネスト・エラーによって、dddddddd タグ
がオープンの cccccccc タグの処理を終了させてしまい
ました。
ユーザー応答: DTL ソース・ファイルを訂正したの
ち、変換ユーティリティーを再実行してください。

ISPF メッセージ
ISPC040

ISPC040E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 dddddddd タ
グを指定した後に cccccccc タグを指定す
ることはできません。

プログラマー応答:
ISPC047

解説: あるタグを指定した後には指定することができ
ないタグが、見付かりました。
プログラマー応答: 有効なネスト条件を確認して、DTL
ソース・ファイルを更新してください。
ISPC041

ISPC041W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd タグを指定し
た後に cccccccc タグを指定することはで
きません。 cccccccc と、それにネストす
るタグは無視されます。

解説: あるタグを指定した後には指定することができ
ないタグが、見付かりました。 変換の続行中は、タグ
(およびその中にネストされるタグすべて) は無視されま
す。
プログラマー応答: 有効なネスト条件を確認して、DTL
ソース・ファイルを更新してください。
ISPC042

ISPC042E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 不明な文書
タイプです。

解説:
ん。

ISPC043

ISPC043E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 DOCTYPE
のレコードが複数あります。

ユーザー応答: cccccccc タグから DEPTH 属性を除去
してください。
ISPC050F

ISPC044

ISPC044W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc とそれにネス
トするタグは、変換処理では無視されま
す。

解説: 指定された cccccccc タグは ISPF ではサポート
されません。 タグおよびその中にネストされるすべて
のタグは、変換ユーティリティーによって無視されま
す。

固定長出力パネル・ライブラリーは
80、132、または 160 バイトのレコード
長でなければなりません。

解説: 指定されたパネル・ライブラリーのレコード長
は、ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: 上記のレコード長のいずれかをもつパ
ネル・ライブラリーを使用してください。
ISPC050V

可変長出力パネル・ライブラリーは
84、136、または 164 バイトのレコード
長でなければなりません。 最小レコード
長は 84 で、最大レコード長は 164 で
す。

解説: 指定されたパネル・ライブラリーのレコード長
は、ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: 上記のレコード長のいずれかをもつパ
ネル・ライブラリーを使用してください。
ISPC051F

解説: 単一の GML ソース・ファイルに、複数の
DOCTYPE レコードが見付かりました。
プログラマー応答: DTL ソース・ファイルを更新し
て、DOCTYPE レコードを 1 つだけ入れるようにして
ください。

ISPC047W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DEPTH がタグで囲まれ
て指定してあるため、cccccccc タグでの
属性 DEPTH の使用 (スクロール可能域
を作成する) は無効です。 属性 DEPTH
は無視されます。 ISPF は、ネストした
スクロール可能域はサポートしません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: 文書タイプの宣言 (DOCTYPE) が、変換される
ファイルに見付かりませんでした。
プログラマー応答: DTL ソース・ファイルを更新し
て、!DOCTYPE DM SYSTEM 文書タイプ宣言を含めた
のち、ファイルの再変換を行ってください。

応答は必要ありません。

固定長出力メッセージ・ライブラリーは最
小 80 バイトのレコード長でなければな
りません。

解説: 指定されたメッセージ・ライブラリーのレコー
ド長は、ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 80 のメッセージ・ライブ
ラリーを使用してください。
ISPC051V

可変長出力メッセージ・ライブラリーは最
小 84 バイトのレコード長でなければな
りません。

解説: 指定されたメッセージ・ライブラリーのレコー
ド長は、ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答:

レコード長 84 のメッセージ・ライブ
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ISPF メッセージ
ラリーを使用してください。
ISPC052F

固定長出力ログ・ファイルは最小 80 バ
イトのレコード長でなければなりません。

解説: 指定されたログ・ファイルのレコード長は、
ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 80 のログ・ファイルを使
用してください。
ISPC052V

可変長出力ログ・ファイルは最小 84 バ
イトのレコード長でなければなりません。

解説: 指定されたログ・ファイルのレコード長は、
ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 84 のログ・ファイルを使
用してください。
ISPC053F

固定長出力リスト・ファイルは最小 80
バイトのレコード長でなければなりませ
ん。

解説: 指定されたリスト・ファイルのレコード長は、
ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 80 のリスト・ファイルを
使用してください。
ISPC053V

可変長出力リスト・ファイルは最小 84
バイトのレコード長でなければなりませ
ん。

解説: 指定されたリスト・ファイルのレコード長は、
ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 84 のリスト・ファイルを
使用してください。
ISPC054F

固定長出力スクリプト・ファイルは最小
80 バイトのレコード長でなければなりま
せん。

解説: 指定されたスクリプト・ファイルのレコード長
は、ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 80 のスクリプト・ライブ
ラリーを使用してください。
ISPC054V

可変長出力スクリプト・ファイルは最小
84 バイトのレコード長でなければなりま
せん。

解説: 指定されたスクリプト・ファイルのレコード長
は、ISPF ではサポートされません。
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ユーザー応答: レコード長 84 のスクリプト・ライブ
ラリーを使用してください。
ISPC055

テーブル・ファイルは、80 バイトのレコ
ード長でなければなりません。

解説: 指定されたテーブル・ファイルのレコード長
は、ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答: レコード長 80 のテーブル・ライブラ
リーを使用してください。
ISPC059

レコード形式 ″aaaaaaaa″ は、ファイル
″bbbbbbbb″ では無効です。

解説: 指定されたファイルのレコード形式は、ISPF で
はサポートされません。
ユーザー応答: テーブルのファイル形式は固定でなけ
ればなりません。 DTL ソース、パネル、メッセージ、
およびスクリプトのファイル形式は、固定でも可変でも
かまいません。 ログ・ファイルおよびリスト・ファイ
ルの形式は、固定または可変のどちらでも、また、印刷
制御あり・なしのどちらでもかまいません。
ISPC060
解説:
ん。

ENTER キーを押して変換を開始してくだ
さい。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
てください。
ISPC061
解説:
ん。

パネルの設定値を確認したのち、ENTER
キーを押して変換を開始してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
てください。
ISPC062

解説:
ん。

ENTER キーを押して変換処理を続行し

ENTER キーを押して変換処理を続行し

パネルの設定値を確認したのち、ENTER
キーを押して変換ジョブを実行依頼してく
ださい。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
てください。

ENTER キーを押して変換処理を続行し

ISPF メッセージ
| ISPC067
|
|
|
|
|

無効な選択コード - 選択には ″S″ または
″/″ を、編集するには ″E″ を、ビューす
るには ″V″ を、表示するには ″B″ を、
すべての入力を選択解除して、すべての行
コマンド表記の入力を消去するには、基本
コマンド DESELECT を使用します。

ISPC069A

解説: 入力 DTL ソース GML データ・セットが空
か、あるいは、指定したパターンと一致するメンバーが
データ・セット内にありません。

解説: 無効な行コマンドがメンバー・リストに入力さ
れました。

ユーザー応答: データ・セットまたはメンバー・パタ
ーン、あるいはその両方をチェックしてください。

ユーザー応答: メンバーの有効な行コマンドを入力す
るか、RENEW を入力してすべての行コマンドを消去し
てください。
ISPC068A

ISPC069B
解説:

解説: 変換したい各メンバーの前にアスタリスク (*)
を指定して、ISPF メンバー選択リストからメンバーを
選択してください。 全メンバーを変換する場合は、コ
マンド行から ″S *″ と入力したのち、ENTER キーを押
してください。

ISPC068B

変換したいメンバーを選択するか、または
END を入力して、変換処理を開始してく
ださい。

ユーザー応答: 追加の選択を行うか、変換処理の取り
消しを行うか、または END を入力して変換処理を開始
してください。
最初の 16 データ・セットの中のメンバ
ーだけがこのリストに含まれています。変
換するメンバーを選択してください。 (全
メンバーを選択するには、″S *″ と入力し
てください。)

解説: 変換したい各メンバーの前にアスタリスク (*)
を指定して、ISPF メンバー選択リストからメンバーを
選択してください。 全メンバーを変換する場合は、コ
マンド行から ″S *″ と入力したのち、ENTER キーを押
してください。
ユーザー応答:
てください。

変換用に、メンバーが選択されていません。

ISPC069C

″aaaaaaaa″ に対する DTL 変換が処理中
です。

解説: これは通知メッセージです。 上記のメンバーの
変換が現在進行中です。

変換したいメンバーの選択を適宜行っ

解説: 変換したいメンバー (複数の場合もあります) の
前に ″S″ を指定して、変換するメンバーを選択してく
ださい。 変換するメンバーすべての選択が終了した時
点で、END を入力し ENTER キーを押すか、または F3
キーを押して、変換処理を開始してください。

| ISPC068C
|
|
|
|

メンバーが選択されていません。

ユーザー応答: DTL ソース・ファイルを変換するに
は、メンバー名と呼び出しオプションを入力し、ENTER
キーを押してください。

変換するメンバーを選択してください。
(全メンバーを選択するには、″S *″ と入
力してください。)

ユーザー応答:
てください。

指定したパターンと一致するメンバーがな
いか、または、入力データ・セットが空で
す。

| ISPC071
|
|

KANA または NOKANA のオプションを
選択するか、または両方のオプションをブ
ランクにしてください。

| 解説: KANA および NOKANA はオプション選択で
| す。 KANA と NOKANA は同時には指定できません。
| いずれかを選択してください。
|
|
|
|

ユーザー応答: KANA と NOKANA オプションの両方
をブランクのままにするか、あるいは KANA または
NOKANA オプションのいずれかを選択して ENTER を
押すと処理が続けられます。

| ISPC072
|
|
|

″変換パネルの表示″ あるいは ″ウィンド
ウに変換パネルの表示″ のどちらか (両方
は不可) のオプションを選択してくださ
い。

| 解説: ″変換パネルの表示″ と ″ウィンドウに変換パネ
| ルの表示″ は、同時に指定することはできません。いず
| れか 1 つしか選択できません。
| ユーザー応答: ″変換パネルの表示″ あるいは ″ウィン
| ドウに変換パネルの表示″ のいずれかを選択して、変換
| 処理を再始動してください。

変換したいメンバーの選択を適宜行っ
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ISPC073

KANA か NOKANA のどちらかを選択し
てください。

ISPC078

解説: KANA と NOKANA は同時に指定できないオプ
ションであり、選択できるのはどちらか 1 つです。
ユーザー応答: KANA と NOKANA のオプションのい
ずれか 1 つを選択し、変換処理を再始動してくださ
い。
ISPC074

生成リスト・ファイルまたは代入による生
成リスト・ファイルのオプションを選択し
てください。両方は選択できません。

解説: 生成リスト・ファイルおよび代入による生成リ
スト・ファイルは同時に指定できないオプションであ
り、選択できるのはどちらか 1 つです。
ユーザー応答: 生成リスト・ファイルまたは代入によ
る生成リスト・ファイルのオプションを選択し、変換処
理を再始動してください。
ISPC075

言語 aaaaaaaa は DBCS オプションの選
択を要求しています。 DBCS オプション
を選択するか、非 DBCS 言語を指定して
ください。

解説: DBCS オプションが選択されていませんが、現
行の言語は DBCS 言語です。 言語と DBCS オプショ
ンの選択が矛盾しています。
ユーザー応答: DBCS オプションを選択するか、非
DBCS 言語を指定してください。
ISPC076

4 文字以内のアプリケーション ID を入
力してください。 最初の文字は英字でな
ければなりません。

解説: キー・リスト・アプリケーション ID に入力さ
れた値が無効です。 有効な値は 0〜4 文字です。最初
の文字を使用する場合は、英字にする必要があります。
ユーザー応答: 有効なキー・リスト・アプリケーショ
ン ID を入力してください。
ISPC077

KANA オプションは選択した言語が
JAPANESE の場合のみ、有効です。

解説: KANA は、変換に JAPANESE 言語が使用され
る場合にのみ、有効です。
ユーザー応答: JAPANESE 言語を選択するか、KANA
オプションを選択解除するかして、変換処理を再始動し
てください。

12

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

DBCS オプションは選択した言語が
JAPANESE、CHINESES、CHINESET
または KOREAN の場合のみ、有効で
す。

解説: DBCS は、変換に使用するために選択した言語
が JAPANESE、CHINESES、CHINESET または
KOREAN の場合にのみ、有効です。
ユーザー応答: DBCS オプションが必要な場合には有
効な言語のうちいずれかを選択し、必要ない場合には
DBCS オプションの選択解除を行ったのち、変換処理を
再始動してください。
ISPC079

ISPF がサポートする言語から選択してく
ださい。 言語の一覧を見るにはヘルプを
使用してください。

解説: 指定された言語が、有効な ISPF サポート言語
の 1 つではありません。 有効な言語は以下のとおりで
す。
英語 (English)
ドイツ語 (German)
スイス・ドイツ語 (Swiss German)
デンマーク語 (Danish)
スペイン語 (Spanish)
ポルトガル語 (Portuguese)
フランス語 (French)
イタリア語 (Italian)
日本語 (Japanese)
韓国語 (Korean)
中国語 (簡体字)
中国語 (繁体字)
ユーザー応答: 有効な ISPF 言語を指定して、変換処
理を再始動してください。
ISPC081

有効な DTL ソース・ライブラリー名を入
力してください。

解説: 指定された DTL ソース・ライブラリー名が無効
です。 たとえば、ライブラリー名が有効な命名規則に
適合していない、対になっていない引用符が検出され
た、などの可能性があります。
ユーザー応答: 有効な DTL ソース・ライブラリー名を
入力し、変換処理を再始動してください。
ISPC082

有効な出力パネル・ライブラリー名を入力
してください。

解説: 指定された出力パネル・ライブラリー名が無効
です。 たとえば、ライブラリー名が有効な命名規則に
適合していない、対になっていない引用符が検出され
た、などの可能性があります。

ISPF メッセージ
ユーザー応答: 有効な出力パネル・ライブラリー名を
入力し、変換処理を再始動してください。
ISPC083

有効な出力メッセージ・ライブラリー名を
入力してください。

解説: 指定された出力メッセージ・ライブラリー名が
無効です。 たとえば、ライブラリー名が有効な命名規
則に適合していない、対になっていない引用符が検出さ
れた、などの可能性があります。
ユーザー応答: 有効な出力メッセージ・ライブラリー
名を入力し、変換処理を再始動してください。
ISPC084

有効な出力ログ・ファイル名を入力してく
ださい。

解説: 指定された出力ログ・ファイル名が無効です。
たとえば、ログ・ファイル名が有効な命名規則に適合し
ていない、対になっていない引用符が検出された、など
の可能性があります。
ユーザー応答: 有効な出力ログ・ファイル名を入力
し、変換処理を再始動してください。
ISPC086

有効な DTL ソース・ファイル名を入力し
てください。

解説: DTL ソース・メンバー・リストが表示できませ
ん。 これは、LMINIT または LMOPEN が正常に終了
していない場合に起きる可能性があります。
ユーザー応答: 変換ユーティリティーから抜けてくだ
さい。 ISPDTLC と入力し、変換処理を再始動してくだ
さい。
ISPC091

有効なログ・ファイル・メンバー名を入力
してください。

解説: 入力したログ・ファイル・メンバー名に無効な
文字が含まれているか、ログ・ファイル・メンバー名が
有効な TSO メンバー命名規則に適合していません。
ユーザー応答: ログ・ファイルに対して、有効なメン
バー名を入力してください。
ISPC092

有効な出力リスト・ファイル名を入力して
ください。

解説: 指定された出力リスト・ファイル名が無効で
す。 たとえば、リスト・ファイル名が有効な命名規則
に適合していない、対になっていない引用符が検出され
た、などの可能性があります。

ISPC093

有効なリスト・ファイル・メンバー名を入
力してください。

解説: 入力したリスト・ファイル・メンバー名に無効
な文字が含まれているか、ログ・ファイル・メンバー名
が有効な TSO メンバー命名規則に適合していません。
ユーザー応答: リスト・ファイルに対して、有効なメ
ンバー名を入力してください。
ISPC094

有効な出力 SCRIPT ライブラリー名を入
力してください。

解説: 指定された SCRIPT ライブラリー名が無効で
す。 たとえば、ライブラリー名が有効な命名規則に適
合していない、対になっていない引用符が検出された、
などの可能性があります。
ユーザー応答: 有効な出力 SCRIPT ライブラリー名を
入力し、変換処理を再始動してください。
ISPC095

有効な TABLES ライブラリー名を入力し
てください。

解説: 指定された TABLES ライブラリー名が無効で
す。 たとえば、ライブラリー名が有効な命名規則に適
合していない、対になっていない引用符が検出された、
などの可能性があります。
ユーザー応答: 有効な TABLES ライブラリー名を入力
し、変換処理を再始動してください。
ISPC100

ISPC100E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 DBCS オプ
ションが指定されていないのに、原始ファ
イルに DBCS 制御バイト ″SO″ が見付
かりました。 変換の結果は予想できませ
ん。 変換ユーティリティーは原始ファイ
ルの構成を続行するために、自動的に
DBCS オプションを使用可能にしまし
た。 DBCS オプションを指定して原始フ
ァイルの変換を再実行してください。

解説: 変換用に DBCS オプションが指定されていない
ときに、変換ユーティリティーが DBCS 制御シフトア
ウト・バイトを検出しました。 DBCS オプションはこ
の時点で使用可能になりますが、テキストの構成の結果
は予測不能です。
ユーザー応答: DBCS オプションを指定して、変換処
理を再始動してください。

ユーザー応答: 有効な出力リスト・ファイル名を入力
し、変換処理を再始動してください。
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ISPC101

ISPC101E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 必要な
DBCS SI バイトが見付かる前に、DBCS
SO バイトに達しました。

ISPC105

ISPC105E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 対応する開
始 DBCS SO バイトが無い DBCS SI
バイトがあります。

解説: GML ソース・ファイルにおいて、DBCS シフト
アウト・バイトが DBCS シフトイン・バイトより前に
検出されました。

解説: GML ソース・ファイルにおいて、DBCS シフト
イン・バイトが対になる DBCS シフトアウト・バイト
がない状態で検出されました。

プログラマー応答: GML ソース・ファイルを訂正し
て、シフトイン・バイトとシフトアウト・バイトが対に
なるように入れたのち、変換処理を再始動してくださ
い。

プログラマー応答: GML ソース・ファイルを訂正し
て、シフトイン・バイトとシフトアウト・バイトが対に
なるように入れたのち、変換処理を再始動してくださ
い。

ISPC102

ISPC102W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DBCS 文字列を構成す
るには少なくとも 4 バイトのフィールド
幅が必要です。 dddddddd タグに
″cccccccc″ を構成する余地がありません。

解説: DBCS フィールドのフィールド幅は、2 バイト
文字にともなうシフトイン / シフトアウト・バイトを収
めるために、4 バイト以上にする必要があります。
プログラマー応答: GML ソース・ファイルを訂正し
て、フィールド幅を少なくとも 4 バイトにできるよう
にしたのち、変換処理を再始動してください。
ISPC103

ISPC103E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 DBCS SI
バイト無しで文字列を終了することはでき
ません。

解説: DBCS シフトアウト・バイトを含む文字列が、
対になる DBCS シフトイン・バイトが見付かるより前
に終了してしまいました。
ユーザー応答: GML ソース・ファイルを確認して、
DBCS のシフトイン・バイトとシフトアウト・バイトが
対になるようにしたのち、変換処理を再始動してくださ
い。
ISPC104

ISPC104E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 奇数バイト
で DBCS 文字列を終了させることはでき
ません。

解説: 奇数のバイト数である DBCS 文字列が検出され
ました。これは、正しい DBCS 文字列としては受け付
けられません。
ユーザー応答: 正しい DBCS データになるように
GML ソース・ファイルを訂正したのち、変換処理を再
始動してください。
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ISPC106

ISPC106W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 データを構成する余地が
ありません。

解説: パネル上には、指定されたデータを構成する余
地がありません。
ユーザー応答: 縦方向と横方向の必要なスペースにつ
いて GML ソース・ファイルを確認したのち、変換処理
を再始動してください。
ISPC107

ISPC107W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 VARCLASS タイプ
″cccccccc″ は dddddddd 入力フィールドに
対して意味がないので、変換ユーティリテ
ィーにより無視されます。

解説: VARCLASS タグが TYPE とともに指定されま
したが、入力フィールドに対する指定である場合には、
意味がありません。
ユーザー応答: GML ソース・ファイルを更新して、変
換処理を再始動してください。
ISPC108

ISPC108E: エラー。 指定された、また
は省略時の言語 ″aaaaaaaa″ はソース・フ
ァイルの構成を続けるために bbbbbbbb″
に変更されました。 DBCS をサポートす
る言語を指定してソース・ファイルを再変
換してください。

解説: 変換用に指定された言語は DBCS をサポートし
ていません。 ソース・ファイルの構成には DBCS が必
要なので、言語が DBCS をサポートする言語に変更さ
れました。
ユーザー応答: GML ソース・ファイルが正しいかどう
かを確認したのち、DBCS をサポートする言語を指定し
て変換処理を再始動してください。

ISPF メッセージ
ISPC109

ISPC109W: 警告。 言語 aaaaaaaa″ を使
用するには変換時に DBCS オプションが
指定されなければなりません。 変換ユー
ティリティーは自動的に DBCS オプショ
ンを使用可能にしました。

解説: これは通知メッセージです。 変換用に指定され
た言語には DBCS オプションが必要です。 DBCS オプ
ションが、変換用に自動的に使用可能にされました。
ISPC110

解説:
ん。

ISPC110W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 文字列定数が 253 文字
を超えるため、切り捨てられます。

ISPC120

解説: SELECT サービスから無効な戻りコードを受け
取りました。
ユーザー応答:
い。
ISPC121

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC112

ISPC112W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 無効なキーの値
″cccccccc″ が見付かりました。 有効な値
は F1 から F24 までです。

解説: KEYI タグの KEY= の値が誤って指定されてい
ます。 有効な値は F1 から F24 までです。

ISPC114W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 奇数の長さを持つ
DBCS サブストリングが見付かりまし
た。 先頭に 1 バイトのブランクが足さ
れました。

解説: DBCS サブストリングは偶数の長さでなければ
なりません。 長さを修正するため、1 バイトのブラン
クがストリングの先頭に追加されました。
プログラマー応答:
ください。
ISPC115

DBCS サブストリングを確認して

ISPC115W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ にキーが定義
されていません。

解説: KEYL (キー・リスト) タグの処理中に、KEYI
(キー項目) タグが見付かりません。
プログラマー応答: KEYL タグを訂正して少なくとも
KEYI を 1 つ含めるようにしてください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ISPC121W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 キーの記述が、許容され
ている長さ cccccccc 文字を超えていま
す。

解説: ダイアログ・タグ言語で許されているキーの記
述の最大長は 64 です。 記述の最初の 8 バイトは
ISPF によって使用されます。
ユーザー応答: OS/2 DM との互換性を保つために、キ
ーの記述の長さを 64 まで減らしてください。
ISPC123

プログラマー応答: GML を更新して KEYI タグに有
効な KEY 値を指定したのち、変換処理を再始動してく
ださい。
ISPC114

ISPC120E: エラー。 ISPF キー・リスト
は作成されませんでした。 原因として考
えられるのは、ISPF が非活動状態だった
か、変換ツールが ISPF のダイアログと
して実行されなかったかです。

ISPC123W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 機能キー ″dddddddd″ に
対して内部コマンド名 ″cccccccc″ は無効
です。

解説: キー・リストに HELP コマンドを指定した場合
には、F1 キーまたは F13 キーに割り当てる必要があり
ます。
キー・リストに EXIT コマンドを指定した場合には、F3
キーまたは F15 キーに割り当てる必要があります。
キー・リストに CANCEL コマンドを指定した場合に
は、F12 キーまたは F24 キーに割り当てる必要があり
ます。
ユーザー応答: HELP、EXIT、CANCEL の各コマンド
に対して、適切なキーを使用してください。
ISPC126

ISPC126W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 重複する ″cccccccc″ キ
ーは無視されます。

解説: cccccccc キーの定義は、各キー・リストごとに
1 回のみ行うことができます。
ユーザー応答: cccccccc キーに対する重複する定義を
除去してください。
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ISPC127

解説:
ん。

ISPC127W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 変換ユーティリティーは
キーの値 ″cccccccc″ を有効なキー割り当
てとしてサポートしていません。 有効な
値は F1 から F24 までです。

ISPC129C

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
てください。
ISPC128

F1 から F24 の範囲のキー値を使用し

ISPC128E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 キー・リス
トのアプリケーション ID が必要です。
″dddddddd″ を書くためには、起動時にオ
プションとして ″cccccccc″ が指定されて
いなければなりません。

解説: キー・リスト更新プログラムが、キー・リスト
の更新をしようとしているときに重大エラーを検出しま
した。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在したものを使用しているのでない場合は、弊社サポ
ート部門まで連絡してください。
ISPC129F

解説: キー・リストを識別するのに使用するアプリケ
ーション ID がありません。
ユーザー応答: 呼び出しパネルでアプリケーション ID
を指定するか、呼び出し構文から KEYLAPPL=xxxx キ
ーワードを使用するかして、このキー・リストに対する
アプリケーション ID を指定してください。
ISPC129A

ISPC129AE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF キ
ー・リストを作成しようとしている
SELECT サービスから戻りコード ″12″
(属性が無効) が返されました。

解説: キー・リスト更新プログラムが無効なキー属性
を検出しました。
ユーザー応答: KEYI タグの FKA 属性に対して、有効
な値を指定してください。
ISPC129B

ISPC129BE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF キ
ー・リストを作成しようとしている
SELECT サービスから戻りコード ″16″
(定義されたキーが無効) が返されまし
た。

解説: キー・リスト更新プログラムが無効なキー名を
検出しました。
ユーザー応答: KEYI タグの KEY 属性に対して、有効
な値を指定してください。

16

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

ISPC129CE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF キ
ー・リストを作成しようとしている
SELECT サービスから戻りコード
″cccccccc″ (重大エラー) が返されまし
た。

ISPC129FE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF キ
ー・リスト作成を試みているときに
SELECT サービスから、戻りコード ″32″
(キー・リスト・テーブル・オープン) が
返されました。 (キー・リスト更新プログ
ラムは、TBOPEN サービスから戻りコー
ド ″12″ を受け取りました。)

解説: キー・リスト更新プログラムが、TBOPEN サー
ビスから戻りコード 12 を受け取りました。 現在活動
状態のアプリケーション ID では、キー・リストの更新
を実行することはできません。
ユーザー応答: ISPDTLC は、異なるアプリケーション
ID で実行する必要があります。
ISPC129G

ISPC129GE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF キ
ー・リスト作成を試みているときに
SELECT サービスから、戻りコード ″36″
(ISPTABL ファイルが割り振られない) が
返されました。 (キー・リスト更新プログ
ラムは、TBCLOSE サービスから戻りコ
ード ″16″ を受け取りました。)

解説: キー・リスト更新プログラムが、TBCLOSE サー
ビスから戻りコード 16 を受け取りました。 出力テー
ブル・ライブラリーが割り振られていません。
ユーザー応答: ISPDTLC を実行する前に、ISPTABL
ファイルが割り振られているかどうか確認してくださ
い。

ISPF メッセージ
ISPC130

ISPC130W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DTL ソース文字列
″cccccccc″ を処理中に不明な数値が見つか
りました。 DTL ソース・ファイルの順序
番号をチェックしてください。

を更新したのち、変換処理を再始動してください。
ISPC134

ISPC134E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 保留中の引
用符が閉じられていないため、もう片方の
引用符を探すためにファイル中のすべての
レコードを読んでしまいました。

解説: ソース・ファイルの処理中に 8 文字の数値スト
リングが見つかりました。この値はファイル順序番号で
ある可能性があります。DTL ソース・ファイル・レコ
ードには、順序番号を入れることはできません。

解説: 単一引用符が検出されましたが、残りのファイ
ルにはクローズする引用符が見付かりませんでした。

ユーザー応答: GML ソース・ファイルを確認してくだ
さい。順序番号があれば、すべてを削除して、変換処理
を再始動してください。

プログラマー応答: オープン引用符とクローズ引用符
が対になるように GML を更新したのち、変換処理を再
始動してください。

ISPC131

ISPC131W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ソース・ファイル中のタ
グが予想される場所に、テキスト・ストリ
ングが見付かりました。 テキスト・スト
リングは無視されます。

解説: ソース・ファイルで次のタグを走査中に、予期
しないテキスト・ストリングが見付かりました。タグが
閉じられていないか、終了タグが脱落している可能性が
あります。
ユーザー応答: GML ソース・ファイルを確認して、変
換処理を再始動してください。
ISPC132

解説:

ISPC132W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 開始タグ ″cccccccc″ が
定義されていません。 ″cccccccc″ は無視
されます。

指定された開始タグが無効です。

プログラマー応答: 有効な開始タグを入れて GML を
更新したのち、変換処理を再始動してください。
ISPC133

ISPC133E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 キーワード
″cccccccc″ が無効な文字で始まっていま
す。 ″cccccccc″ は文字 ″A-Z″ で始まり、
″>″ がタグの終了記号として使用されなけ
ればなりません。 原因の 1 つとして、
前のタグが終了記号 ″>″ で終っていない
ことが考えられます。

解説: 無効な構文のキーワードが検出されました。 キ
ーワードは、英字で始める必要があり、さらに、タグの
終了記号 ″>″ を含んでいなければなりません。 このエ
ラーは、前のタグがタグの終了記号を含んでいなかった
場合に起こる可能性があります。
プログラマー応答:

有効なキーワードを入れて GML

ISPC135

ISPC135W: 警告。ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 エンティティー値
cccccccc. に不一致の引用符がありまし
た。パネル形式に影響する可能性がありま
す。

解説: cccccccc 内にシングル (’’) 引用符またはダブル
(″) 引用符が見つかりました。これは、記号変数の直前
や直後にあるものと同じ種類の引用符文字です。
プログラマー応答: オープン引用符とクローズ引用符
が対になるように GML を更新したのち、変換処理を再
始動してください。
ISPC136

ISPC136E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グの、複数のタグ終了記号の構文が正しく
ありません。

解説: cccccccc タグの処理中に、複数のタグ終了記号
が見付かりました。
ユーザー応答: GML ソース・ファイルを確認して、変
換処理を再始動してください。
ISPC137

解説:
ん。

ISPC137E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 タグの構文
が正しくありません。 cccccccc タグは直
前のタグに続けて、テキストもブランクも
置かずに指定しなければなりません。
cccccccc タグは LI、LP、P タグ中に 1
回だけ指定できます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: CAUTION タグまたは WARNING タグ
の前にブランクがある場合には、そのタグをすべて除去
し、DTL ソース・ファイルを再変換してください。
CAUTION タグまたは WARNING タグが複数存在する
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用されているかを調べ、さらに、DBCS データのバイト
数が偶数になるようにしてください。

場合には、繰り返し指定されている分のタグを除去して
ください。
ISPC140

ISPC140W: KANA が指定されている場
合は DBCS オプションは必須です。 変
換ユーティリティーは自動的に DBCS オ
プションを使用可能にしました。

解説: KANA キーワードが指定されていますが、
DBCS オプションは指定されていません。 KANA で処
理を行うには DBCS は必須です。 変換ユーティリティ
ーは自動的に DBCS オプションを使用可能にしまし
た。
ユーザー応答: KANA を使用しない場合は、KANA お
よび DBCS オプションなしで変換処理を再始動してく
ださい。
ISPC141

ISPC141W: KANA が指定されている場
合は、JAPANESE 言語は必須です。 変
換ユーティリティーは自動的に言語を
″JAPANESE″ に設定しました。

解説: KANA キーワードが指定されていますが、
JAPANESE 言語は指定されていません。 KANA を処理
する場合、変換ユーティリティーでは JAPANESE 言語
の使用が必須となります。 変換ユーティリティーは自
動的に言語の指定を JAPANESE に設定しました。
ユーザー応答: KANA を使用しない場合は、KANA お
よび JAPANESE オプションなしで変換処理を再始動し
てください。
ISPC142

ISPC142W: DBCS オプションが指定さ
れていますが、言語が指定されていない
か、あるいは DBCS 言語ではない言語が
選択されています。 変換ユーティリティ
ーは自動的に言語を ″JAPANESE″ に設
定しました。

ユーザー応答: DTL ソース・ファイルを訂正したの
ち、変換処理を再実行してください。

|
|
|
|
|

ISPC150

解説:

|
|
|
|
|

これは通知メッセージです。

ISPC151

解説:

ISPC150W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ の時 eeeeeeee
タグの ″dddddddd″ は CUA アーキテクチ
ャーの定義に準拠していないため、CUA
に受け入れられません。

ISPC151W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 eeeeeeee タグで
cccccccc=″dddddddd″ を使用すると CUA
アーキテクチャーの定義に準拠していない
ため、CUA には受け入れられません。

これは通知メッセージです。

ISPC201

ISPC201E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ヘルプ・タ
グの後にヘルプ・パネルのタイトルが指定
されていません。

解説: ヘルプ・パネル・タグにはパネル・タイトルが
必須です。
ユーザー応答: パネル・タイトルを追加して DTL ソー
ス・ファイルを更新したのち、変換ユーティリティーを
再実行してください。
ISPC202

ISPC202W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネル・タイトルが切り
捨てられました。

解説: パネル・タイトルが、指定されたパネル幅に対
して長過ぎました。

解説: DBCS キーワードが指定されていますが、 言語
が選択されていないか、あるいは DBCS をサポートし
ない言語が指定されています。 変換ユーティリティー
は自動的に言語の指定を JAPANESE に設定しました。

ユーザー応答: タイトル・テキストの長さを短くする
か、指定したパネル幅を増やすか、どちらかを適宜行っ
てください。

ユーザー応答: DBCS を使用しない場合は、DBCS お
よび JAPANESE オプションなしで変換処理を再始動し
てください。

ISPC203

ISPC149

ISPC149E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 行に無効な
DBCS データが含まれています。

解説: 行に無効な DBCS データが含まれています。
制御バイトのシフトアウトおよびシフトインが正しく使
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解説:

ISPC203W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 利用可能なパネル幅内で
の、パネル・タイトルの中央そろえができ
ません。

これは通知メッセージです。

ISPF メッセージ
ISPC205

ISPC205E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 画面移動を
シミュレートするための cccccccc パネル
をこれ以上動的に作成することはできませ
ん。 最大数の 37 パネルを超えていま
す。

ISPC240

解説:

これは通知メッセージです。

ISPC241
解説: ヘルプ・パネル・テキストが、変換ユーティリ
ティーで可能なパネル数を超えました。
ユーザー応答: ヘルプ・パネルの横幅または縦幅 (また
はその両方) を増やすことで各パネルごとにより多くの
テキストを入れられるようにするか、DTL ソースを変
換してスクロール可能なパネルを生成するか、ヘルプ・
テキストを分割して複数の HELP タグに入れるか、い
ずれかを行ってください。

解説:

ISPC230
解説:

これは通知メッセージです。

ISPC232

解説:

DDDEF 名を入力 - SMP/E USERMOD
内のロード・モジュールの SYSLIB とし
て使用される DDDEF 名を入力してくだ
さい。

DDDEF 名を入力 - SMP/E USERMOD
内のキーワード・ソースの DISTLIB とし
て使用される DDDEF 名を入力してくだ
さい。

これは通知メッセージです。

ISPC234

解説:

ISPC243

USERMOD 作成中にエラー - SMP/E
USERMOD を作成中にエラーが発生しま
した。レポートされているエラーを訂正し
て機能を再度実行してください。

これは通知メッセージです。

ISPC243W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″dddddddd″ タグの構成
処理中に無関係なテキスト ″cccccccc″ が
見つかりました。 テキストは無視されま
した。

解説: dddddddd タグで、タグ終了記号の後にテキスト
がありました。このタグにタグ・テキスト・フィールド
を入れることはできません。
ユーザー応答:
てください。
ISPC244

これは通知メッセージです。

ISPC233

解説:

DDDEF 名を入力 - SMP/E USERMOD
内のキーワード・ソースの SYSLIB とし
て使用される DDDEF 名を入力を入力し
てください。

ISPC242W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 現行の PANEL 幅を超
える行は切り捨てられました。

これは通知メッセージです。

これは通知メッセージです。

ISPC231

解説:

SMP/E USERMOD に対する 7 文字の
FMID を入力してください。

ISPC241W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 現行の PANEL レコー
ド長を超える行は切り捨てられました。

これは通知メッセージです。

ISPC242

解説:

ISPC240W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 現行の INFO の幅を超
える行は切り捨てられました。

無効なテキスト・ストリングを除去し

ISPC244W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ タグの構成処
理中にテキストが見付かりませんでした。
パネル形式に影響する可能性があります。

解説: cccccccc タグにはテキストがありませんでし
た。 パネルの構成を正しく行うには、このタグにテキ
スト・フィールドがなければなりません。
ユーザー応答: cccccccc タグと cccccccc 終了タグの間
に、テキストを入れてください。
ISPC245

ISPC245W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネル幅が LSTCOL
DATAVAR=cccccccc を組み込むには小さ
すぎます。 cccccccc はパネルに書かれま
せん。

解説: cccccccc テーブル列を入れるにはスペースが不
十分です。
ユーザー応答:
さい。

テーブル列の幅の指定を調整してくだ
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ISPC246

ISPC246W: 警告。 パネル幅が
″aaaaaaaa″ を組み込むには小さすぎま
す。

解説: パネル・フィールドを構成すると、使用可能な
パネル幅を超えてしまいます。 パネルの右側のデータ
は構成されませんでした。
ユーザー応答: 使用可能なパネル幅内で構成ができる
ように、水平方向のフィールド構成を調整してくださ
い。
ISPC247

解説:

キーワード・ファイル保管 -- 更新キーワ
ード・ファイルが正常に ″aaaaaaaa″ に保
管されました。

これは通知メッセージです。

ISPC251

解説:

ISPC249W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 LSTCOL タグ ″列見出
し″ はパネルの右の境界を超えているた
め、″cccccccc″ までに切り捨てられます。

これは通知メッセージです。

ISPC250

解説:

ISPC248W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ネストしている
LSTCOL タグにより、使用可能な 8 モ
デル行がすべて使われているため、
LSTFLD タグの区切り線を構成できませ
ん。

これは通知メッセージです。

ISPC249

解説:

ISPC253

キーワード・ファイル検証 -- キーワー
ド・ファイル ″aaaaaaaa″ が検証され、正
常でした。

ISPC254

ロード・モジュール作成エラー - キーワ
ード・ファイル ″bbbbbbbb″ からロード・
モジュール ″aaaaaaaa″ を作成中にエラー
が発生しました。

解説: 指定されたファイルをロード・モジュールに変
換する過程でエラーが発生しました。エラーを示すアセ
ンブラー・リストまたはリンク・エディット・リストが
表示されているはずです。
ユーザー応答: キーワード・ファイルを変更して、エ
ラーを訂正できる場合は、変更して、再処理してくださ
い。問題が訂正されない場合は、担当のシステム・プロ
グラマーに連絡してください。
ISPC255

解説:

変換は平常に終了 - アセンブラー・ファ
イル ″aaaaaaaa″ のキーワード・ファイル
″bbbbbbbb″ への変換は正常に終了しまし
た。

これは通知メッセージです。

ISPC256

変換エラー - アセンブラー・ソース・フ
ァイル ″aaaaaaaa″ のキーワード・ファイ
ル ″bbbbbbbb″ への変換が失敗しました。

解説: 指定されたソース・ファイルをキーワード・フ
ァイルに変換する過程で、エラーが発生しました。
ユーザー応答: 入力アセンブラー・ファイルが ISPF
構成テーブル・アセンブラー・メンバー (SAMPLIB の
メンバー ISPCNFIG) であることを確認してください。

これは通知メッセージです。
ISPC257

ISPC252

キーワード・ファイル誤り - キーワー
ド・ファイル ″aaaaaaaa″ の検証中にエラ
ーが見つかり、前に表示されました。

解説: キーワード検証機能が、処理中のキーワード・
ファイルにエラーを見つけました。エラーを示すリスト
はこのメッセージの前にユーザーに表示されています。

20

ロード・モジュール作成 - 構成テーブ
ル・ロード・モジュールと VSAM ロー
ド・モジュールが正常に ″aaaaaaaa″ 保管
されました。

解説: 指定されたキーワード・ファイルに、構成テー
ブルおよび VSAM 編集 / 表示 / ブラウズ・サポート
の両方のキーワードが含まれていました。両方のロー
ド・モジュールが正常に作成されました。

これは通知メッセージです。

ISPC248

解説:

ISPC247W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネル幅が LSTCOL テ
キスト ″cccccccc″ を組み込むには小さす
ぎます。

ユーザー応答: キーワード・ファイルのエラーを訂正
して、再処理を行ってください。
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許されないメンバー名 - ロードおよびオ
ブジェクト・データ・セット上で許されな
いメンバー名です。メンバー名を構成メン
バーおよび VSAM メンバー・フィールド
で指定してください。

解説: メンバー名を含むデータ・セット名のストリン
グが、「構成テーブル・ロード・モジュールの作成
(Build Configuration Table Load Module)」パネルの「出

ISPF メッセージ
力構成テーブル・ロード・モジュール・データ・セット
(Output Configuration Table Load Module Data Set)」フ
ィールド、または「オブジェクト・データ・セット
(Object data set)」フィールドのいずれかに指定されまし
た。 ISPCFIGU および ISPCFIGV の省略時値以外の名
前を使用する場合は、これらのデータ・セットのメンバ
ー名を、「構成メンバー (Configuration Member)」フィ
ールドおよび「VSAM メンバー (VSAM member)」フィ
ールドに指定する必要があります。
ISPC258

解説:

これは通知メッセージです。

ISPC259

解説:

アセンブルに失敗 - 構成テーブル・ソー
スのアセンブルに失敗しました。詳細は以
下のアセンブリー・リストを参照してくだ
さい。

連係編集に失敗 - 構成テーブルの連係編
集に失敗しました。詳細は以下の連係編集
リストを参照してください。

これは通知メッセージです。

ISPC260

名前変更が必要です。- 構成ロード・モジ
ュールは、″aaaaaaaa″ として保管されま
すが、名前 ″bbbbbbbb″と ″cccccccc″ を使
用しました。これらのメンバーを ISPF
構成モジュールとして使用するには、
ISPCFIGU および ISPCFIGV と命名され
ていることが必要です。

解説: 構成ロード・モジュールおよび VSAM ロード・
モジュールが、「構成メンバー (Configuration
member)」フィールドおよび「VSAM メンバー (VSAM
member)」フィールドに指定した名前を使用して、正常
に作成されました。ISPF がこれらのロード・モジュー
ル・メンバーを使用できるように、ロード・モジュー
ル・メンバーを ISPCFIGU および ISPCFIGV という名
前に変更して、ISPF にアクセス可能なロード・ライブ
ラリーに置く必要があります。
ISPC261

割り振りエラー - キーワード・データ・
セット ″aaaaaaaa″ の割り振り中にエラー
が発生しました。

ISPC262

EXECIO エラー - キーワード・データ・
セット ″aaaaaaaa″ の読み取り中にエラー
が発生しました。

解説: 指定されたキーワード・ファイルを読み取る際
に EXECIO エラーを受け取りました。
ユーザー応答: データ・セットが正しいデータ・セッ
トであり、他の機能によって読み取りが可能であること
を確認してください。
ISPC263

割り振りエラー - 一時アセンブラー・デ
ータ・セットの割り振り中にエラーが発生
しました。

解説: ISPF は、構成テーブル・ロード・モジュールの
作成に使用する一時 SYSIN データ・セットを作成する
ことができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。
ISPC264

システム・プログラマーに連絡してく

名前変更が必要です - 構成ロード・モジ
ュールは正常に ″aaaaaaaa″ として保管さ
れましたが、名前 ″bbbbbbbb″ を使用しま
した。これらのメンバーを ISPF 構成モ
ジュールとして使用するには ISPCFIGU
と命名されていることが必要です。

解説: 構成ロード・モジュールが、「構成メンバー」
フィールドに指定した名前を使用して正常に作成されま
した。ISPF がこのロード・モジュール・メンバーを使
用できるように、ロード・モジュール・メンバーの名前
を ISPCFIGU に変更して、ISPF がアクセスできるロー
ド・ライブラリーに置く必要があります。
ISPC265

解説:

ロード・モジュール作成 - 構成テーブ
ル・ロード・モジュールは正常に
″aaaaaaaa″ に保管されました。

これは通知メッセージです。

ISPC266

割り振りエラー - 一時オブジェクト・デ
ータ・セットの割り振り中にエラーが発生
しました。

解説: 指定されたキーワード・ファイルを DDNAME
に割り振る際に、TSO ALLOCATE コマンド・ファイル
が失敗しました。

解説: ISPF は、構成テーブル・ロード・モジュールの
作成に使用する一時 SYSLIN データ・セットを作成す
ることができませんでした。

ユーザー応答: 別のユーザーがデータ・セットを使用
していないことを確認してください。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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| ISPC267
|
|
|
|

必須フィールドに入力 - 作成したいタイ
プの選択肢を入力してください: 1 ロー
ド・モジュールに構成テーブルを作成す
る。 2 SMP/E USERMOD に構成テーブ
ルを作成する。

|
|

解説: ″作成タイプの選択″ フィールドはブランクにし
ないでください。

|
|
|

ユーザー応答: 作成するタイプを番号で入力してくだ
さい。 1 ロード・モジュールに構成テーブルを作成す
る。 2 SMP/E USERMOD に構成テーブルを作成する。
ISPC268

解説:

誤った属性 - キーワード・データ・セッ
トは、少なくとも固定長データ・セットで
251、可変長データ・セットで 255 のレ
コード長を持つ区分データ・セットである
ことが必要です。

ISPC273

解説: 編集済みキーワード・ファイルは正常に更新さ
れましたが、検証手順は要求に応じて、う回しました。
ISPC275

割り振りエラー - アセンブラー入力デー
タ・セット ″aaaaaaaa″ の割り振り中にエ
ラーが発生しました。

ISPC276

解説:

ISPC277

解説:

ユーザー応答: 別のユーザーがデータ・セットを使用
していないことを確認してください。

ISPC278

EXECIO エラー - キーワード・データ・
セット ″aaaaaaaa″ の読み取り中にエラー
が発生しました。

解説:

ISPC271

解説:

キーワード・ファイル保管 - 更新された
キーワード・ファイルは ″aaaaaaaa″ に保
管され、正しいものと検証されました。

これは通知メッセージです。

ISPC281
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アセンブルに失敗 - 構成テーブル VSAM
モジュールのアセンブルに失敗しました。
詳細は以下のアセンブル・リストを参照し
てください。

これは通知メッセージです。

ISPC272

解説:

ブロック・サイズの値 aaaaaaaa がレコー
ド長の値 bbbbbbbb の倍数ではありませ
ん。

これは通知メッセージです。

ISPC280

解説:

ブロック・サイズの値 aaaaaaaa が
bbbbbbbb の倍数ではありません。

これは通知メッセージです。

ISPC279

解説:

キーワード・ファイル読み込み - 省略時
値がキーワード・ファイル ″aaaaaaaa″ か
ら初期化されました。

これは通知メッセージです。

解説: 指定されたアセンブラー入力ファイルを読み取
る際に EXECIO エラーを受け取りました。
ユーザー応答: データ・セットが正しいデータ・セッ
トであり、他の機能によって読み取りが可能であること
を確認してください。

省略時値がロードされた - キーワード・
ファイル ″aaaaaaaa″ が見つかりませんで
した。すべての構成オプションに省略時値
がセットされました。

これは通知メッセージです。

解説: 指定されたアセンブラー・データ・セット・フ
ァイルを DDNAME に割り振る際に、TSO ALLOCATE
コマンド・ファイルが失敗しました。

ISPC270

機能が必要です - 機能文字 B (表示)、E
(編集)、または V (ビュー) が必要です。

解説: データ・セットまたはデータ・パターンを指定
して、ISPF VSAM 編集 / 表示 / ブラウズのどれかに
制限する場合は、データ・セット名またはデータ・セッ
ト・パターンに、どの機能を適用するかを指定する必要
があります。

これは通知メッセージです。

ISPC269

キーワード・ファイル保管 - 更新された
キーワード・ファイルは ″aaaaaaaa″ に保
管されましたが、検証されていません。

検証に失敗しました - 更新されたキーワ
ード・ファイルは ″aaaaaaaa″ に保管され
ましたが、検証に失敗しました。検証メッ
セージは前に表示されました。

これは通知メッセージです。
OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

解説:

連係編集に失敗 - 構成テーブル VSAM
モジュールの連係編集に失敗しました。詳
細は以下の連係編集リストを参照してくだ
さい。

これは通知メッセージです。

ISPF メッセージ
ISPC282

無効なデータ名 - 指定データ・セット名
は無効です。提供された分離フィールドの
キーワード・ファイルのデータ・セット名
とメンバーを入力してください。

解説: 入力されたデータ・セット名の構文が誤ってい
ます。
ユーザー応答:
い。
ISPC284

データ・セット名を訂正してくださ

無効なデータ名 - 入力データ・セット名
またはパターンから引用符を削除してくだ
さい。

ISPC290

解説: ISPF 構成テーブルを SMP/E USERMOD の中に
作成時、キーワード・ソース・ファイルを SMP/E 出力
データ・セットに変換中に GIMDTS でエラーが起こり
ました。詳細については、生成された GIMDTS リスト
を参照してください。
ISPC291

解説: 指定された名前は引用符のないデータ・セット
名またはパターンである必要があります。
ユーザー応答: 入力したデータ・セット名またはパタ
ーンを訂正してください。
ISPC285

無効な組み合わせ - 選択各制限フィール
ドに対して、少なくとも 1 つのデータ・
セットを指定してください。

解説: データ・セット名またはパターン、と VSAM 制
限フィールドの両方を選択する必要があります。どちら
か 1 つだけの指定は無効です。

解説:

入力ファイルが空 - 変換に指定された入
力データ・セットまたはメンバーは空で
す。

これは通知メッセージです。

ISPC287

無効な入力ファイル - 指定入力ファイル
は ISPF 構成テーブル・アセンブラー・
ソース・モジュールではなく ISRCONFG
CSECT はありません。

IEBCOPY エラー - ロード・モジュール
aaaaaaaa を一時順次ファイルにアンロー
ド中に IEBCOPY でエラーが起こりまし
た。以下を参照してください。IEBCOPY
リスト

解説: ISPF 構成テーブルを SMP/E USERMOD の中に
作成時、構成テーブル、モジュール ISPCFIGU、または
VSAM 制限テーブル、モジュール ISPCFIGV のいずれ
かのロード・モジュールを一時順次ファイルにアンロー
ド中に IEBCOPY でエラーが起こりました。詳細につい
ては、生成された IEBCOPY リストを参照してくださ
い。
ISPC292

ISPC286

GIMDTS エラー - キーワード・ソース・
ファイルを SMP/E 出力データ・セット
に変換中に GIMDTS でエラーが起こりま
した。以下を参照してください。
GIMDTS リスト

GIMDTS エラー - IEBCOPY でアンロー
ドされたロード・モジュール aaaaaaaa を
SMP/E 出力データ・セットに変換中に
GIMDTS でエラーが起こりました。以下
の GIMDTS リストを参照してください。

解説: ISPF 構成テーブルを SMP/E USERMOD の中に
作成時、IEBCOPY アンロード・データ・セットを
SMP/E 出力データ・セットに変換中に GIMDTS でエラ
ーが起こりました。詳細については、生成された
GIMDTS リストを参照してください。

解説: 変換オプションへの入力に指定したソース・フ
ァイルは、ISPF 構成テーブル・アセンブラー・モジュ
ールとしては、表示されません。 ISPF は 1 列目にア
スタリスクのない、最初の行に ISRCONFG CSECT の
ストリングを探しますが、指定されたファイルに、この
ストリングが見つかりませんでした。

ISPC293

ユーザー応答:
い。

解説: ISPF 構成テーブルを SMP/E USERMOD の中に
作成時、USERMOD を出力データ・セットに作成中に
EXECIO エラーが起こりました。

正しい入力ファイルを指定してくださ

EXECIO エラー - USERMOD を出力デ
ータ・セットに書き出し中にエラーが起こ
りました。 USERMOD データ・セット
がいっぱいの可能性があります。ライブラ
リーを圧縮して機能を再度実行してくださ
い。
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ISPC294

USERMOD が作成されました - SMP/E
USERMOD は aaaaaaaa に正しく保管さ
れました。

ISPC302

解説: ISPF 構成テーブルが SMP/E USERMOD の中に
正常に作成されました。
ISPC295

解説:

解説:

解説: 指定されたメッセージ・テキストが、ISPF メッ
セージの最大長を超えています。

DDDEF 名を入力 - SMP/E USERMOD
内でロード・モジュールの DISTLIB とし
て使用される DDDEF 名を入力してくだ
さい。

ユーザー応答: メッセージ・テキストの長さを短くし
たのち、変換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC303

これは通知メッセージです。

ISPC296

この SMP/E USERMOD が置き換える直
前の USERMOD の名前を 7 文字で入力
してください。このフィールドは、上から
下まで入力しなければいけません。

ユーザー応答: 報告された問題を訂正するか、
MSGMBR タグ内に MSG タグを含めるかのいずれかを
適宜行ったのち、変換ユーティリティーを再実行してく
ださい。

無効なデータ・セット名 - 指定されたデ
ータ・セット名が無効です。 SMP/E デ
ータ・セット名は、メンバー名を含んでい
ません。

ISPC304

解説: 入力されたデータ・セット名の構文が誤ってい
ます。メンバー名は入れないでください。
ユーザー応答:
い。
ISPC298

解説:

これは通知メッセージです。

ISPC299
解説:

SMP/E USERMOD の 7 文字の ID を入
力してください。

これは通知メッセージです。

ISPC301

ISPC301W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 MSG タグの SUFFIX
が重複しています。 この MSG タグは無
視されます。

解説: MSGMBR 内の各メッセージに対するメッセージ
の SUFFIX は、固有でなければなりません。
ユーザー応答: 重複する接尾部の指定を除去したの
ち、変換ユーティリティーを再実行してください。
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ISPC304W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 MSG タグにテキストが
ありません。 メッセージを作成できませ
ん。

解説: MSG タグにはメッセージ・テキストが含まれて
いなければなりません。

データ・セット名を訂正してくださ

正しくない属性 - SMP/E データ・セット
は、レコード長 80、レコード形式 FB の
区分データ・セットでなければなりませ
ん。

ISPC303W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 MSGMBR にメッセー
ジがありません。 メッセージ・ファイル
は書き出されません。

解説: 現行の MSGMBR タグ内で、構成された有効な
MSG タグはありませんでした。

これは通知メッセージです。

ISPC297

ISPC302W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 メッセージのテキストが
cccccccc 文字より長いため、切り捨てら
れます。

ユーザー応答: 必須のメッセージ・テキストを追加し
たのち、変換ユーティリティーを再実行してください。

|
|
|
|
|
|

ISPC305

ISPC305W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 VARSUB タグの属性
″VAR″ と ″FIELD″ が矛盾します。
″VAR″ が使用されている場合、″FIELD″
は指定できません。 今回の変換では
″FIELD″ は無視されます。

| 解説: DTL では、同じ VARSUB タグに VAR 属性と
| FIELD 属性の両方を指定することはできません。
| FIELD は ISPF ではサポートされません。
| ユーザー応答: FIELD 属性を除去したのち、変換ユー
| ティリティーを再実行してください。

ISPF メッセージ
ISPC307

ISPC307W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 メッセージ番号の長さが
8 文字を超えてしまうため、SUFFIX の
値 ″cccccccc″ は無効です。 この MSG
タグは無視されます。

解説: 7 文字の MSGMBR 名と 2 文字の SUFFIX と
の組み合わせは、無効です。
ユーザー応答: MSGMBR 名か SUFFIX のいずれかを
変更したのち、変換ユーティリティーを再実行してくだ
さい。

| ISPC309
|
|
|
|
|

ISPC309W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 MSGMBR タグの
″WIDTH=cccccccc″ の使用と MSG タグ
の ″FORMAT=ASIS″ の使用が矛盾して
います。メッセージは意図どおり表示され
ないことがあります。

| 解説: これは通知メッセージです。
ISPC310

ISPC310W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 MSG タグ形式化によっ
て作成されたメッセージの最初の行が 80
文字より長くなっています。 メッセージ
を作成できません。

解説: メッセージの最初の行に対する、短メッセージ
とメッセージ属性との組み合わせが、メッセージ・ファ
イルの幅を超えています。
ユーザー応答: 短メッセージ指定を除去するか、ある
いは、HELP、MSGTYPE、LOCATION といったメッセ
ージ属性で使用される変数名の長さを短くするかのいず
れかを適宜行ってください。
ISPC311

ISPC311W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 MSGMBR タグの
NAME が無効です。 メッセージ・ファイ
ルは書き出されません。

解説: 指定された名前が ISPF メッセージ・メンバー
名形式に適合していません。
ユーザー応答: 名前を ISPF 名形式に一致するように
変更したのち、変換ユーティリティーを再実行してくだ
さい。

ISPC400

解説:

ISPC400W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 外部コマンド名は一つの
単語でなければならず、 ブランクを含む
ことはできません。 外部コマンド名は無
視されます。

ありません。

ユーザー応答: 有効なコマンド名を入力したのち、変
換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC401

解説:

ISPC401W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ACTION タグの RUN
オプションにコマンドが指定されていませ
ん。 ACTION タグは無視されます。

ありません。

ユーザー応答: コマンド名を ACTION タグの RUN 属
性に追加したのち、変換ユーティリティーを再実行して
ください。
ISPC402

解説:

ISPC402W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 T タグを使用する場
合、コマンドの短縮形を許可するために
は、内部コマンド名は外部コマンド名と同
じでなければなりません。 このコマンド
の最短のコマンド名はなくなります。

ありません。

ユーザー応答: DTL ソースを訂正して内部コマンド名
と外部コマンド名が一致するようにしたのち、変換ユー
ティリティーを再実行してください。
ISPC403

解説:

ISPC403W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 必要な ″APPLID″ キー
ワードが指定されていないため、コマン
ド・テーブルは書かれませんでした。

ありません。

ユーザー応答: CMDTBL タグに APPLID 属性を指定
してください。
ISPC404

解説:

ISPC404W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 コマンド・テーブルを処
理しているあいだにエラーが起きました。
コマンド・テーブルの処理は、テーブル・
サービス ″dddddddd″ から戻りコード
cccccccc を得た後、取り消されます。

ありません。

ユーザー応答:

テーブル・サービスの戻りコードの説
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明については、ISPF サービスの手引き を参照してくだ
さい。
ISPC405

解説:

ISPC405E: エラー。ISPF コマンド・テ
ーブルは作成されませんでした。 コマン
ド・テーブルのオープン中にエラーが起き
ました。 ″aaaaaaaa″ については、ISPF
の TBOPEN に関する記述を参照してく
ださい。

ありません。

ISPC408

解説:

ありません。

ユーザー応答: 動的区域の幅を、少なくとも区域 ID
に示されている文字数まで増やしてください。
ISPC409

ユーザー応答: テーブル・サービスの戻りコードの説
明については、ISPF サービスの手引き を参照してくだ
さい。
解説:
ISPC406

解説:

ISPC406E: エラー。 ISPF コマンド・テ
ーブルは作成されませんでした。 原因と
して考えられるのは、ISPF が非活動状態
だったか、変換ツールが ISPF のダイア
ログとして実行されなかったかです。

ユーザー応答: 図形区域の幅を、少なくとも区域 ID
に示されている文字数まで増やしてください。
ISPC410

ユーザー応答: ISPF コマンド行から変換ユーティリテ
ィーを再実行してください。

解説:

ISPC407AE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF コマ
ンド・テーブル作成を試みているときに
SELECT サービスから、戻りコード ″16″
(ISPTABL ファイルは割り振られていな
い) が返されました。

ありません。

ユーザー応答: テーブル・サービスの戻りコードの説
明については、ISPF サービスの手引き を参照してくだ
さい。
ISPC407B

解説:

ISPC407BE: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF コマ
ンド・テーブル作成を試みているときに
SELECT サービスから、戻りコード
″cccccccc″ (重大エラー) が返されまし
た。

ありません。

ユーザー応答: テーブル・サービスの戻りコードの説
明については、DM 手引きと解説 を参照してくださ
い。
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ISPC409E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 図形区域の
ID ″cccccccc″ が図形区域の幅の dddddddd
文字より長い。

ありません。

ありません。

ISPC407A

ISPC408E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 動的区域の
ID ″cccccccc″ が動的区域の幅の dddddddd
文字より長い。

解説:

ISPC410W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 コマンド cccccccc の
ALIAS がコマンドの後で見付かりまし
た。 ALIAS 項目は、参照するコマンドよ
り前におかなければなりません。 この
ALIAS は ISPF で使用不可となります。
タグ・ソース・ファイルを訂正して、参照
するコマンドより前に ALIAS を移動して
ください。

ありません。

ユーザー応答: 指示のように DTL ソース内の ALIAS
参照を移動したのち、変換ユーティリティーを再実行し
てください。
ISPC411

解説:

ISPC411W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc が dddddddd
文字より長いため、切り捨てられます。

ありません。

ユーザー応答: cccccccc を dddddddd 文字と等しくな
るように調整したのち、変換ユーティリティーを再実行
してください。

ISPF メッセージ
ISPC412

解説:

ISPC412W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 LSTGRP 見出しには、
表示される最初のモデル行からのフィール
ドを少なくとも 1 つ含んでいなければな
りません。 この見出しはフォーマットで
きないので、ブランクにリセットされま
す。

ありません。

ユーザー応答: 最初のモデル行からの LSTCOL タグの
うち少なくとも 1 つを、LSTGRP タグ内に入れる必要
があります。
ISPC413

解説:

ISPC413W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 外部コマンド・ストリン
グは 2 文字より短い長さにすることはで
きないので、″ ″ に設定されます。

ありません。

ユーザー応答: コマンド名を最短でも 2 文字の長さに
なるように訂正したのち、変換ユーティリティーを再実
行してください。
ISPC414

解説:

ISPC414W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ACTION タグには、
RUN、CLASS、SETVAR、TOGVAR の
キーワードのうち、1 つだけを指定する
ことができます。

ISPC416

解説:

ありません。

ユーザー応答: 無効なアクションを置き換えたのち、
変換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC417

解説:

ユーザー応答: 追加のコマンド・パラメーターを追加
したのち、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC418

解説:

ユーザー応答: 指示された無効なパラメーターを除去
したのち、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC419

解説:

解説:

ISPC419W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CMDTBL タグ内にコマ
ンドが指定されていません。 コマンド・
テーブルは書かれません。

ありません。

ユーザー応答: 必要な CMD タグ定義を追加したの
ち、変換ユーティリティーを再実行してください。
ISPC420

ありません。

ユーザー応答: コマンド・アクションを指定された長
さの上限に収まるようにしたのち、変換ユーティリティ
ーを再実行してください。

ISPC418W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc のあとに続く
パラメーターに有効なものはありません。

ありません。

ユーザー応答: DTL ソースを訂正して上記の属性のう
ち 1 つだけを指定するようにしたのち、変換ユーティ
リティーを再実行してください。
ISPC415W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ISPF がサポートするの
は、最大 240 文字までの長さのコマン
ド・アクションです。 コマンド・アクシ
ョンは切り捨てられます。

ISPC417E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc の
後には追加のパラメーターが必要です。処
理に影響が出る可能性があります。

ありません。

ありません。

ISPC415

ISPC416W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ISPF は、dddddddd に
指定された ″ACTION=cccccccc″ はサポー
トしません。 コマンド・アクションは
″NOP″ に設定されます。

解説:
ん。

ISPC420W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc に対して、有
効な CMDACT ACTION が指定されませ
んでした。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 有効なコマンド・アクションを指定し
たのち、変換ユーティリティーを再実行してください。
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ISPC421

解説:
ん。

くするか、ポイント・アンド・シュート・テキストを短
くするか、パネル幅を増やすかのいずれかを行ったの
ち、変換ユーティリティーを再実行してください。

ISPC421W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ が、現行のパ
ネルのコマンド行に入れることができるテ
キスト文字の最大長 dddddddd 文字を超え
ています。 ″cccccccc″ はコマンド行に収
まるように切り捨てられます。

ISPC424

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: コマンド・プロンプト・テキストを短
くするか、パネル幅を増やすかのいずれかを適宜おこな
ったのち、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC422

解説:
ん。

ISPC422W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 このパネルには、
LSTFLD タグおよび LSTCOL タグによ
って生成された )MODEL 行が含まれてい
ますが、必須である CMDAREA コマン
ド行がありません。 コマンド行がこのパ
ネルに追加されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: CMDAREA タグを指定してこのメッセ
ージが出ないようにしてください。
ISPC423

解説:
ん。

ISPC423W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 要求された SCROLL
移動量フィールドが、このパネルのコマン
ド行に収まりません。 SCROLL 移動量
フィールドは無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: コマンド・プロンプト・テキストを短
くするか、パネル幅を増やすかのいずれかを適宜おこな
ったのち、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC423A

解説:
ん。

ISPC423AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 PSBUTTON
属性によって指定された
POINT-AND-SHOOT テキストがこのパネ
ルのコマンド行に合いません。
POINT-AND-SHOOT テキストはコマンド
行に追加されていません。

コマンド・プロンプト・テキストを短
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このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: テーブル・サービスの戻りコードの説
明については、ISPF サービスの手引き を参照してくだ
さい。

|
|
|
|
|
|

ISPC425

ISPC425W: 警告。ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ タグ・フィー
ルド名 dddddddd が、名前に使用可能な
eeeeeeee 文字の最大幅を超えました。
NOZVARS オプションは、フィールド名
″dddddddd″ では無視されます。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
| ユーザー応答: フィールド幅以下の長さになるように
| フィールド名を短くして、変換ユーティリティーを再実
| 行してください。
ISPC426

解説:
ん。

ISPC426E: エラー。ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 直前の変数モデル行定義
リストがこの行に存在するため、
″LINE=cccccccc″ が無効です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: この変数モデル行定義に異なる行番号
を指定して、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC427

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
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解説:
ん。

ISPC424E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 コマンド・
テーブル ″cccccccc″ の完了処理中にエラ
ーが起きました。 コマンド・テーブルの
処理は、ISPF サービス ″eeeeeeee″ から
戻りコード dddddddd を得た後、取り消さ
れました。 一時コマンド・テーブル・メ
ンバー ″ffffffff″ は、テーブル・ファイル
″gggggggg″ に作成されました。

解説:
ん。

ISPC427E: エラー。ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 標準モデル行定義リスト
がこの行に存在するため、
″LINE=cccccccc″ が無効です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPF メッセージ
ユーザー応答: この変数モデル行定義に異なる行番号
を指定して、変換ユーティリティーを再実行してくださ
い。
ISPC430

解説:
ん。

ISPC430W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 これは選択パネルなので
コマンド行が必須ですが、CMDAREA タ
グがありませんでした。 コマンド行がこ
のパネルに追加されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: CMDAREA タグを指定してこのメッセ
ージが出ないようにしてください。
ISPC431

ISPC431W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 省略時名 ″ZCMD″ が、
″)INIT″ および ″)PROC″ セクション・パ
ネル・ステートメントを生成するのに使用
されました。 これらのパネル・ステート
メントは正しくありません。CMDAREA
タグ名が ″cccccccc″ として指定されてい
るからです。 メニュー選択を定義する
SELFLD タグの前にくるように
CMDAREA タグを移動したのち、パネル
を再変換してください。

解説: DTL ソース・ファイルで、CMDAREA タグが
SELFLD タグの後に続いておかれていました。 指定さ
れた CMDAREA 名 ″cccccccc″ が、パネル・ステート
メントが生成されるとき使用できませんでした。
ユーザー応答: メニュー選択を定義する SELFLD タグ
の前にくるように CMDAREA タグを移動してくださ
い。 そうすれば、指定された名前 ″cccccccc″ がパネ
ル・ステートメントで使用されます。
ISPC432

解説:
ん。

ISPC432W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 RUN 属性が指定された
ACTION タグの後に続く ACTION タグ
は、無効であり無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: RUN 属性が指定された ACTION タグ
は、他の ACTION タグ (この PDC または CHOICE タ
グに対する ACTION タグ) の後に入れるようにしてく
ださい。その後、変換ユーティリティーを再実行してく
ださい。

| ISPC433
|
|
|
|
|

ISPC433W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグに MENU
キーワードが指定されていないとき、
SELFLD タグの TYPE=cccccccc は無効
です。このタグは、TYPE=SINGLE とし
てフォーマットされます。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
| ユーザー応答: MENU 属性を PANEL タグに追加した
| のち、変換ユーティリティーを再実行してください。
| ISPC434
|
|
|
|
|
|

ISPC434W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネルには、
MENU、MODEL、または TUTOR の
TYPE 属性をもつ SELFLD タグを 1 つ
だけ指定できます。このタグは、
TYPE=SINGLE としてフォーマットされ
ます。

|

解説:

|
|

ユーザー応答: 各パネルごとにオプション・メニュー
選択のセットを 1 組ずつ入れてください。

ありません。

| ISPC435
|
|
|
|
|
|
|

ISPC435W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 TYPE=TUTOR として
定義されている SELFLD タグ内の
ACTION タグが TYPE 属性でコーディン
グされている場合、TYPE 値を PANEL
として指定しなければなりません。
ACTION タグ属性 TYPE=cccccccc は無
視されます。

|
|

解説:
ん。

|
|

ユーザー応答: 各パネルごとにオプション・メニュー
選択のセットを 1 組ずつ入れてください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

| ISPC436
|
|
|
|
|
|

ISPC436W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 SELFLD タグ内の
ACTION タグが TYPE=VAR としてコー
ディングされている場合、RUN 属性を
″%varname″ として指定しなければなり
ません。 ACTION タグは TYPE=CMD
として処理されます。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
| ユーザー応答: 各パネルごとにオプション・メニュー
| 選択のセットを 1 組ずつ入れてください。
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ISPC500

解説:
ん。

ISPC500W: 警告。 ISPF が要求された
言語の NLS 言語リテラルを得られません
でした。 現行セッションの言語の値が使
用されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: NLS モジュールすべて
が ISPF で使用可能になっているかどうか確認してくだ
さい。 ユーザーが実行するときに、要求した言語モジ
ュールを ISPF がロードするのに充分な仮想記憶域があ
るかどうかについても、確認してください。 エラーが
継続する場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
ISPC501

解説:
ん。

ISPC501W: 警告。 ISPF が要求された
言語の NLS 言語リテラルを得られません
でした。 省略時の英語リテラルが使用さ
れます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: NLS モジュールすべて
が ISPF で使用可能になっているかどうか確認してくだ
さい。 ユーザーが実行するときに、要求した言語モジ
ュールを ISPF がロードするのに充分な仮想記憶域があ
るかどうかについても、確認してください。 エラーが
継続する場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
ISPC502

解説:
ん。

ISPC502W: 警告。 ’aaaaaaaa’ の処理中
に、ISPDTLC が EXECIO からゼロでな
い戻りコードを受け取りました。
EXECIO の戻りコード = ’cccccccc’ につ
いては、’bbbbbbbb’ の資料を参照してく
ださい。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 戻りコード cccccccc を引き起こす条件
を訂正してください。

ISPC503

解説:
ん。

ISPC503W: 警告。 起動時に
NOREPLACE が指定されたため、データ
はファイル ’aaaaaaaa’ を置き換えませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: aaaaaaaa ファイルのデータの置き換え
を行うには、呼び出しオプションを REPLACE に変更
するか、呼び出しパネルで「パネル / メッセージ / ス
クリプトの置き換え」オプションを選択するか、いずれ
かを行ってください。
ISPC503A

解説:
ん。

ISPC503AW: 警告。 起動時に
NOLOGREPL が指定されたため、データ
はファイル ’aaaaaaaa’ を置き換えませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: aaaaaaaa ファイルのデータの置き換え
を行うには、呼び出しオプションを LOGREPL に変更
するか、呼び出しパネルで「ログ・ファイル・メンバー
の置き換え」オプションを選択するか、いずれかを行っ
てください。
ISPC503B

解説:
ん。

ISPC503BW: 警告。 起動時に
NOLISTREPL が指定されたため、データ
はファイル ’aaaaaaaa’ を置き換えませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: aaaaaaaa ファイルのデータの置き換え
を行うには、呼び出しオプションを LISTREPL に変更
するか、呼び出しパネルで「リスト・ファイル・メンバ
ーの置き換え」オプションを選択するか、いずれかを行
ってください。
ISPC504

ISPC504E: エラー。 ログ・ファイルの
出力先が ISPF ログ・ファイルに指示さ
れました。 ISPF ログ・ファイルは割り
振られません。 ログ・ファイルを割り振
るために ISPF オプション 0 を変更する
か、ISPDTLC ログ・ファイルを提供して
ください。

解説: ISPF ログ・ファイルは、割り振られないので
ISPDTLC で使用することができません。
ユーザー応答: ユーザーがログ・ファイルの宛先を
ISPF ログに指定したが、ISPF ログを割り振ることがで
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きない場合には、ISPF がログ・ファイルの割り振りを
できるようにするためにオプション 0 (ISPF 設定値) の
更新が必要です。 あるいはこの作業の代りに、ユーザ
ーが私用ログ・ファイルを作成し、そのログ・ファイル
の名前を ISPDTLC に指定することもできます。
ISPDTLC コマンド構文呼び出しが使用されている場合
は、ログ・ファイル名は ISPDTLC プロファイルで指定
します。 対話式 ISPDTLC 呼び出しパネルが使用され
ている場合は、ログ・ファイル名はパネルで入力しま
す。
ISPC505

解説:
た。

ISPC505E: エラー。 ISPF はファイルを
前処理しませんでした。 原因として、変
換が失敗して前処理用の出力が生成されな
かったか、ISPF 前処理ユーティリティー
が生成されたファイルの前処理に失敗した
ということが考えられます。 前処理への
入力は作業用ファイル aaaaaaaa にありま
す。 ISPPREP エラーの詳細について
は、ISPF ログ・ファイルを参照してくだ
さい。

非ゼロの戻りコードが ISPPREP から返されまし

ユーザー応答:
てください。
ISPC506
解説:
ん。

ISPF ログに記述されたエラーを訂正し

ISPC506E: エラー。 ファイル
’aaaaaaaa’ が見付からないか、空です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソース・レコードを含むファイル
を指定してください。
ISPC507

解説:

ISPC507E: エラー。 入力 aaaaaaaa フ
ァイル ″bbbbbbbb″ と出力ファイル
cccccccc ″dddddddd″ の名前が重複するた
め、データをディスクに書くことができま
せん。

入力ファイル dddddddd は上書きされます。

ユーザー応答:
さい。

ISPC508

解説: ISPDTLC ログ (または、リスト) ファイルに指
定した出力名は、ISPF ログ (または、リスト) 名と矛盾
します。
ユーザー応答: 固有の出力ログ (または、リスト) 名を
指定してください。
ISPC508A

ISPC508AE: エラー。 LOG ファイルと
LIST ファイルの両方に対して、同じファ
イル名を指定することはできません。

解説: LOG ファイルと LIST ファイルに指定した出力
ファイル名が、同じものです。
ユーザー応答: 固有の出力ログ (または、リスト) 名を
指定してください。
入力と出力のファイル名は同じでなければなりません
が、LOG ファイルのメンバー名は LIST ファイルのメ
ンバー名と異なるものにしなければなりません。
ISPC509

ISPC509E: エラー。 構文が正しくない:
’aaaaaaaa’。

解説: コマンド呼び出し構文として提供された
ISPDTLC パラメーターに、エラーがあります。
ユーザー応答: コマンド構文の説明については、DTL
手引きと解説 を参照してください。
ISPC510

解説:
ん。

ISPC510E: エラー。 構文が正しくない:
オプションは ″aaaaaaaa″ か ″bbbbbbbb″
の一方で、両方ではいけません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: オプション aaaaaaaa かオプション
bbbbbbbb のいずれかを指定してください。
ISPC511

固有の出力メンバー名を指定してくだ

入力と出力のファイル名は同じでなければなりません
が、ソース・データの上書きを防止するために、出力フ
ァイルのメンバー名は入力ファイルのメンバー名と異な
るものにしなければなりません。 cccccccc は、矛盾が
見付かった出力ファイル・タイプを識別します。

ISPC508W: 警告。 データをファイル名
’aaaaaaaa’ に書き込みできません。 活動
ISPF ファイルと矛盾する名前がありま
す。

解説:
ん。

ISPC511E: エラー。 構文が正しくない:
aaaaaaaa=″bbbbbbbb″。 キー・リストのア
プリケーション ID は 1 から 4 文字で
なければいけません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 1 文字から 4 文字のアプリケーション
ID を指定してください。
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ISPC512

解説:
ん。

ISPC512E: エラー。 構文が正しくない:
aaaaaaaa=″bbbbbbbb″ に無効な文字があり
ます。 キー・リストのアプリケーション
ID の最初の文字は ’cccccccc’ か
’dddddddd’ でなくてはいけません。 2 か
ら 4 文字目を入力するなら
’cccccccc’、’dddddddd’ か ’eeeeeeee’ でな
くてはいけません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 1 文字から 4 文字の、正しいアプリケ
ーション ID を指定してください。

ユーザー応答: ログ・ファイルの後処置を変更する
か、ログ・メッセージを ISPDTLC ログ・ファイルに入
れてください。
ISPC517

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ファイル ″aaaaaaaa″ の代りに、私用出
力ファイルを使用してください。
ISPC518

ISPC513

ISPC513W: 警告。 変換オプション
’aaaaaaaa’ は、ISPF オプション 7 (対話
テスト) で ISPDTLC を実行中の場合に
有効です。 aaaaaaaa’ は ’bbbbbbbb’ に変
更されました。

ISPC517E: エラー。 ″aaaaaaaa″ を占有
割り振りできませんでした。 ファイル
″aaaaaaaa″ は書かれません。

解説:
ん。

ISPC518E: エラー。 変換ユーティリテ
ィーのメッセージ番号 aaaaaaaa がメッセ
ージ・ファイル ’bbbbbbbb’ に見付かりま
せん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: オプション aaaaaaaa は ISPF テスト・モード
処理にだけ有効なので、bbbbbbbb に変更されました。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答: ISPF テスト・モードで実行していない
場合は、オプション aaaaaaaa の指定を除去してくださ
い。

システム・プログラマー応答: ISPF 用に提供されたメ
ッセージすべてが、正しく導入されているかどうか確認
してください。 エラーが継続する場合は、弊社サポー
ト部門まで連絡してください。

ISPC514

ISPC514W: 警告。 呼び出しオプション
″aaaaaaaa″ は除去されました。

ISPC519

解説: 呼び出しオプション ″aaaaaaaa″ は ISPDTLC か
ら除去されました。
ユーザー応答: コマンド構文呼び出しから、オプショ
ン ″aaaaaaaa″ の指定を除去してください。
ISPC515

ISPC515W: 警告。 オプションが無効で
す: ’aaaaaaaa’ は ’bbbbbbbb’ に変更され
ました。

解説: オプション aaaaaaaa はバッチ処理に対しては
無効なので、bbbbbbbb に変更されました。

解説:
ん。

解説:
ん。
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ISPC516W: 警告。 ISPF オプション 0
のログ・ファイルの後処置の指定が
″aaaaaaaa″ に設定されています。 ログ・
ファイル・メッセージは ISPF ログには
書き出されません。 ″DISK″ オプション
は無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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ISPC519E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
の ISPF LIBDEF サービスが、戻りコー
ド ″dddddddd″ で終了しました。
″eeeeeeee″ は更新されません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: LIBDEF の戻りコードの説明について
は、ISPF サービスの手引き を参照してください。
ISPC521

ユーザー応答: バッチ呼び出しから、オプション
aaaaaaaa の指定を除去してください。
ISPC516

システム・プログラマーに連絡してく

解説:

作業ファイル bbbbbbbb からの aaaaaaaa
パネルをパネル・ファイル cccccccc へと
前処理するために、ISPPREP が呼び出さ
れました。

これは通知メッセージです。

ISPF メッセージ
ISPC522

解説:
ん。

ISPC522W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc″ オプションの
指定されたパネルは前処理できません。
パネル dddddddd は ISPF のソース・フ
ォーマットで保管されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ISPDTLC がコマンド構文で呼び出され
た場合は、NOPREP 変換オプションを指定してくださ
い。 呼び出しが対話式パネルから行われた場合には、
「パネル出力の事前処理」オプションの選択解除を行っ
てください。
ISPC525

解説:
ん。

″aaaaaaaa″ ファイル・レコードが作成さ
れなかったため、aaaaaaaa ファイルは保
管できません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ログ (または、リスト) ファイル・メン
バーが区分データ・セットに書き出される場合にのみ、
SAVELOG、SAVELIST、または SAVEALL コマンドを
出してください。
ISPC526

解説:
ん。

″aaaaaaaa″ ファイルが順次形式ファイル
として指定されました。 すべてのレコー
ドは事前に書き込まれました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC528

解説: 最後に SAVELOG、SAVELIST、または
SAVEALL コマンドが出されて以降に作成されたログ
(または、リスト) レコードはありません。
ユーザー応答: ログ (または、リスト) ファイル・メン
バーが区分データ・セットに書き出される場合にのみ、
SAVELOG、SAVELIST、または SAVEALL コマンドを
出してください。
ISPC529

″aaaaaaaa″ ファイルが ISPF aaaaaaaa
ファイルの省略時値とされました。 すべ
てのレコードは事前に書き込まれました。

解説: ISPDTLC ログ (または、リスト) ファイルをデ
ィスクに書き込むオプションが選択されましたが、ログ
(または、リスト) 名が指定されていませんでした。
ISPDTLC は、ログ (または、リスト) の出力をそれぞ
れ、ISPF ログ (または、リスト) ファイルにおきまし
た。
ユーザー応答: ログ (または、リスト) ファイル・メン
バーが区分データ・セットに書き出される場合にのみ、
SAVELOG、SAVELIST、または SAVEALL コマンドを
出してください。

出力ライブラリー ″aaaaaaaa″ は、メンバ
ー ″bbbbbbbb″ が更新されました。

解説: これは通知メッセージです。 保留状態のログ
(または、リスト) ファイルが、指定された出力ファイル
に書き出されます。
ISPC560

解説:
ん。

ISPC560W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ で
″dddddddd″ の使用が矛盾しています。
″dddddddd″ は ″eeeeeeee″ にリセットされ
ます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: cccccccc 値または dddddddd 値のいず
れかを変更して、矛盾を解消してください。
ISPC561

ユーザー応答: ログ (または、リスト) ファイル・メン
バーが区分データ・セットに書き出される場合にのみ、
SAVELOG、SAVELIST、または SAVEALL コマンドを
出してください。
ISPC527

aaaaaaaa ファイルには保管可能なレコー
ドがありません。

解説:
ん。

ISPC561W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ タグとその属
性は、タグ言語から除去されました。
cccccccc は今回の変換では無視され、構
文チェックのみが行われます。タグ
cccccccc はもう必要ないのでタグ・ソー
スから除去する必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 古いタグを DTL ソース・ファイルから
除去してください。
ISPC562

解説:
ん。

ISPC562W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc=dddddddd″ が
定義されていません。 省略時値が設定さ
れます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

欠落している属性を指定してくださ
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ISPC563

ISPC563W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ タグとその属
性は変換処理では無視され、構文の検査の
みが行われます。 ″cccccccc″ タグに続く
テキストは通常のテキストとして処理され
ます。

解説: これは通知メッセージです。 cccccccc タグは
ISPF ではサポートされません。

| ISPC564
|
|
|
|
|
|
|

ISPC564W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ で
″dddddddd″ の使用が矛盾しています。 テ
キスト ″dddddddd″ を形式化するために十
分なスペースがありません。テキストを
eeeeeeee バイトまで小さくするか、また
は ffffffff を gggggggg に増やしてくださ
い。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。

| ISPC569
|
|
|
|
|
解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: cccccccc 属性定義を dddddddd タグに
追加してください。
ISPC570

ISPC565W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ タグとその属
性は変換処理では無視されます。

解説: これは通知メッセージです。 cccccccc タグは
ISPF ではサポートされません。
ISPC566

ISPC566W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 eeeeeeee タグに指定さ
れたキーワード ″cccccccc=dddddddd″ は変
換処理では無視されますが、構文は検査さ
れます。

解説:
す。

|
|

解説:
ん。

ISPC568W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 区切り記号 ″cccccccc″
で終了する注釈は ″- - >″ に変更しなけ
ればなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC571W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 属性値 ″cccccccc″ は、
dddddddd タグがネストされた文脈中にあ
る場合は無効です。

cccccccc 属性は使用できません。無視されま

ユーザー応答: dddddddd タグで使用している cccccccc
属性を除去してください。
ISPC572

解説: これは通知メッセージです。 属性 cccccccc は
ISPF ではサポートされません。

| ISPC568
|
|
|

ISPC570W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd タグの
″cccccccc″ キーワードは変換処理では無視
されますが、構文は検査されます。

解説: これは通知メッセージです。 cccccccc 属性は使
用できません。無視されます。
ISPC571

ISPC565

ISPC569W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd タグに
cccccccc 属性が指定されていません。 変
換処理はデフォルト値を使用します。タ
グ・ソース・ファイルを修正してくださ
い。

ISPC572W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″PMTWIDTH=cccccccc″
属性は、ISPF プロンプト標識 ″===>″ を
フォーマットするための十分なスペースを
提供していません。 ″PMTFMT=ISPF″ は
無視されます。

解説: プロンプト・テキストの長さと ISPF プロンプ
ト標識の長さの合計が、指定されたプロンプト幅内に収
まりません。
ユーザー応答:
い。
ISPC577

解説:

PMTWIDTH 属性値を大きくしてくださ

ISPC577W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″ の
最大の長さは eeeeeeee 文字です。
cccccccc は ″ffffffff″ の長さに切り捨てら
れます。

ありません。

ユーザー応答: 最大長が適切な大きさになるように
DTL ソースを更新してください。
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ISPC578

解説:

ISPC578W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″ の
最小の長さは eeeeeeee 文字です。
cccccccc は ″ffffffff″ に設定されます。

ありません。

ユーザー応答: 最小長が適切な大きさになるように
DTL ソースを更新してください。
ISPC579

ISPC579W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″ に
無効な文字があります。 cccccccc は
″eeeeeeee″ に設定されます。

ISPC581

解説:

ISPC581W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″ は
整数でなくてはいけません。 cccccccc は
″eeeeeeee″ に設定されます。

ありません。

ユーザー応答:
い。
ISPC583

ISPC583W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″は整
数で、eeeeeeee でなくてはいけません。
cccccccc は ″eeeeeeee″ に設定されます。

解説:

解説:

v パネル属性、埋め込み文字、拡張文字の場合は、前は
dddddddd 文字が使用されていましたが、別の文字を
指定する必要があります。

ユーザー応答:
い。

v PICT 属性の CHECKI タグ処理の場合には、
dddddddd 文字は、″VER(xxx,PICT,string)″ パネル・ス
テートメントに対して無効です。

ISPC584

v NAME 属性の MSGMBR タグ処理の場合には、
dddddddd 文字はメッセージ・メンバー名の規則に適
合しません。
v SUFFIX 属性の MSG タグ処理の場合には、dddddddd
文字が無効か、SUFFIX が 2 文字より長いかのいず
れかです。
v MSG 属性の処理の場合には、dddddddd 文字がメッセ
ージ名の規則に適合しません。

解説:

ありません。

ISPC580

解説:

dddddddd 文字を訂正してください。

ISPC580E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。
cccccccc=″dddddddd″ は整数でなくてはい
けません。

dddddddd を整数値に変更してくださ

ISPC584E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。
cccccccc=″dddddddd″ は整数で、eeeeeeee
から ffffffff の間でなくてはいけません。

ユーザー応答: 値 dddddddd を指定した範囲内に収ま
るように変更してください。
ISPC585

解説:

ISPC585W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″ は
整数で、eeeeeeee から ffffffff の間でなく
てはいけません。 cccccccc は ″gggggggg″
に設定されます。

ありません。

ユーザー応答: 値 dddddddd を指定した範囲内に収ま
るように変更してください。
ISPC586

ありません。

ユーザー応答:
い。

dddddddd を整数値に変更してくださ

ありません。

v その他の NAME (または %varname) 妥当性検査の処
理の場合には、dddddddd 文字が変数名の規則に適合
しません。
ユーザー応答:

dddddddd を整数値に変更してくださ

解説:

ISPC586E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。
dddddddd=″cccccccc″ に正しくない値
″cccccccc″ が指定されました。

ありません。

ユーザー応答:
てください。

cccccccc 値を有効な選択項目に変更し

第1章 ISPF メッセージ

35

ISPF メッセージ
ISPC587

解説:

ISPC587W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd=″cccccccc″ に
正しくない値 ″cccccccc″ が指定されまし
た。 dddddddd は省略時の ″eeeeeeee″ に
設定されます。

ありません。

ユーザー応答:
てください。
ISPC588

解説:

cccccccc 値を有効な選択項目に変更し

ISPC588W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ISPF は重複するフィー
ルド名を許しません。cccccccc=″dddddddd″
は既にパネルのフィールド名として定義さ
れています。 cccccccc は ″eeeeeeee″ に設
定されます。

|
|
|
|
|
|
|

ISPC603

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: この ACTION タグの RUN オプション
を除去してください。
ISPC604

ありません。

ユーザー応答: cccccccc 属性に対して、異なる
dddddddd 値を選択してください。
ISPC600

ISPC600E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 パネル定義
で複数のアクション・バーを定義すること
はできません。

ISPC601

繰り返される AB タグを除去してくだ

ISPC601E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 AB タグに
アクション・バー選択項目の選択肢が定義
されていません。

ユーザー応答:
ISPC605A

解説:
ん。

ISPC602

解説:
ん。

ABC タグ定義を AB タグに追加してく

ISPC602W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグの属性値
″dddddddd″ は、属性値 ″eeeeeeee″ なしで
使用することはできません。
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ISPC605AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
の ABC タグ制限を超えました。 残りの
アクション・バー選択項目は、無視されま
す。

ユーザー応答: DTL ソースから余分な ABC タグを除
去してください。
ISPC605B

解説:
ん。

ISPC605BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
の PDC タグ制限を超えました。 残りの
プルダウン選択項目は、無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから余分な PDC タグを除
去してください。
ISPC605C

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: dddddddd 属性を除去するか、eeeeeeee
属性を追加するかのいずれかを適宜行ってください。

該当する記述を指定してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: ABC タグの最小値は AB タグ内に指定しなけれ
ばなりません。
ユーザー応答:
ださい。

ISPC604W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 必要な cccccccc
″dddddddd″ が指定されていないため、処
理が正しく実行されない可能性がありま
す。

解説: dddddddd として記述されている cccccccc タ
グ・テキストが、欠落しています。

解説: パネル定義に許される AB タグ・グループは 1
つだけです。
ユーザー応答:
さい。

ISPC603W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ACTION タグの RUN
オプションは PDC タグ内に、あるいは
MENU、MODEL、または TUTOR の
TYPE が SELFLD フィールドに指定され
ている場合、CHOICE タグ内にのみネス
トさせることができます。

解説:
ん。

ISPC605CW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
の ASSIGNI タグ制限を超えました。 残
りの ASSIGNI タグは無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPF メッセージ
ユーザー応答: DTL ソースから余分な ASSIGNI タグ
を除去してください。
ISPC605D

解説:
ん。

ISPC605DW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
の XLATI タグ制限を超えました。 残り
の XLATI タグは無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから余分な ASSIGNI タグ
を除去してください。
ISPC606

解説:
ん。

ISPC606W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 カーソル位置 ″cccccccc″
が ffffffff タグのフィールド ″eeeeeeee″ の
長さ (dddddddd) を超えています。 変換
ユーティリティーはカーソル位置を使用し
ません。 ISPF は位置を省略時値 1 に設
定します。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: カーソル位置を eeeeeeee フィールドの
長さの範囲内の値に変更してください。
ISPC607

解説:
ん。

ISPC607W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネルが横幅 > 80 ま
たは縦幅 > 24 (あるいは、その両方) に
定義されているため、パネルを表示するに
は 24 x 80 より大きな表示装置が必要に
なります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: パネルの最上部に位置するように記述
を追加してください。
ISPC610

解説: dddddddd が、許される最大長 eeeeeeee より長
いです。
ユーザー応答: dddddddd の長さを eeeeeeee まで短く
してください。
ISPC611

解説:
ん。

解説:
ん。

ユーザー応答: PANEL タグに指定されたフィールド名
を訂正してください。

| ISPC612
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ユーザー応答: タグ終了記号の後にある cccccccc タグ
定義に記述を追加してください。
ISPC609

解説:
ん。

ISPC609W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 TOPINST タグの後にテ
キストがありません。

解説:
ん。

ISPC612W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 カーソル行は、dddddddd
タグで指定された ″cccccccc″ に設定され
ます。 ″cccccccc″ は無効な値である可能
性があります。 ISPF は、カーソル索引
が正しい位置にあるかどうかの検査を行い
ます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC608W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグの後にテ
キストがありません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC611W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグで指定され
たカーソル・フィールド ″cccccccc″ が、
パネルのどのフィールドにも一致しませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC613
ISPC608

ISPC610W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc ″dddddddd″ が
最大値を超えています。 ″dddddddd″ は
eeeeeeee バイトに切り捨てられます。

ISPC613W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CURSOR 属性が指定さ
れていないので、変換ユーティリティーは
属性 ″cccccccc=dddddddd″ を無視します。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
てください。
ISPC614

このメッセージについては特に説明を要しませ
解説:
ん。

CURSOR 属性を PANEL 定義に追加し

ISPC614W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグで指定され
たカーソル位置 ″cccccccc″ が、パネルの
どのフィールドにも設定されていません。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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ISPC615

解説:
ん。

ISPC616W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 重複するアクション・バ
ー選択項目の記述は許されません。 ABC
はアクション・バーに組み込まれません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 固有のアクション・バー選択項目の記
述を指定してください。
ISPC617

解説:
ん。

性を使用して指定した値のいずれかです。
ISPC619

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC616

解説:
ん。

ISPC615W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグで指定され
たテーブル行へのカーソル索引 ″cccccccc″
が、パネルのどのフィールドにも設定され
ていません。

ISPC617W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 処理中のアクション・バ
ー選択項目にプルダウン選択項目が見付か
りません。 ABC はアクション・バーに
組み込まれません。

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
さい。
ISPC620

解説:
ん。

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、ISPF DTL 手引きと解説 を参照し
てください。
ISPC621

ISPC618W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″dddddddd=cccccccc″ に
未定義の値 ″cccccccc″ が指定されまし
た。 cccccccc が dddddddd タグで定義さ
れていません。

解説:
ん。

ISPC621E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ENTITY の
定義を囲むための大括弧か小括弧が必要で
す。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、DTL 手引きと解説 を参照してくだ
さい。

このメッセージについては特に説明を要しませ
ISPC622

ユーザー応答: dddddddd タグを使用して cccccccc 定
義を指定してください。
ISPC618A

ISPC618AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。
″dddddddd=cccccccc″ に未定義の値
″cccccccc″ が指定されました。 ″cccccccc″
は eeeeeeee タグに定義されていません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: eeeeeeee タグを使用して cccccccc 定義
を指定してください。 CHOICE タグの場合、cccccccc
はシステム生成選択項目番号か、または SELCHAR 属
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ISPC620E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 DOCTYPE
ステートメントの形式が無効です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC618

解説:
ん。

重複する cccccccc ID を除去してくだ

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 各 ABC タグごとにプルダウン選択項
目を少なくとも 1 つ指定してください。

解説:
ん。

ISPC619W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″eeeeeeee=dddddddd″ に
重複する cccccccc ID ″dddddddd″ が指定
されました。 各 ID 名に対し、cccccccc
は一つだけ使用できます。 この入力は拒
否され、最初に処理されたものが使用され
ます。
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解説:
ん。

ISPC622E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 コメント終
了区切り文字 (-->) がソース・ファイル・
レコード ″cccccccc″ の ENTITY 処理中に
見つかりませんでした。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、DTL 手引きと解説 を参照してくだ
さい。

ISPF メッセージ
ISPC623

解説:
ん。

ISPC623E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ENTITY シ
ンボル名が予想されていました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: !ENTITY ファイルの中を確認して、フ
ァイル ″cccccccc″ が再帰的に使用されている部分を除
去してください。
ISPC628

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、DTL 手引きと解説 を参照してくだ
さい。
ISPC624

解説:
ん。

ISPC624E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 正しくない
ENTITY シンボル値が見付かりました。

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。
ISPC629

ISPC625

ISPC625E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 各 ENTITY
定義は、単一引用符 (’) または二重引用符
(″) で囲み、「>」で終らせる必要があり
ます。欠落したり、対になっていない引用
区切り文字がないか調べ、各 ENTITY が
「>」で終っているか確認してください。

ISPC626

ISPC626E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 <!ENTITY
または <:ENTITY が見付からないか、
ENTITY 定義が閉じ括弧または閉じ大括
弧で終っていません。

ISPC627

ISPC629W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 キーワード CDATA は
パラメーター・エンティティー定義と一緒
には使用できないため、無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、ISPF DTL 手引きと解説 を参照し
てください。
ISPC630

解説:
ん。

解説:
ん。

ISPC630W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ENTITY ″cccccccc″ はシ
ステムで定義されたエンティティーの値
dddddddd を新しい値 eeeeeeee で上書き
します。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC631

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、DTL 手引きと解説 を参照してくだ
さい。

解説:
ん。

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、DTL 手引きと解説 を参照してくだ
さい。

解説:
ん。

重複する !ENTITY 名を除去してくださ

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 文書タイプおよびエンティティー宣言
の説明については、DTL 手引きと解説 を参照してくだ
さい。

解説:
ん。

ISPC628W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ENTITY 名 ″cccccccc″
が重複しています。 この入力は無視さ
れ、値 ″dddddddd″ に対して最初に使用さ
れた名前 ″cccccccc″ が使用されます。

ISPC631W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″ENTWIDTH=cccccccc″
の制限の範囲内で許されている単一選択項
目の最大数を、超えてしまいました。 順
番に番号が付けられた残りの CHOICE タ
グは無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 可能ならば ENTWIDTH 値を大きくす
るか、あるいは超過した分の CHOICE タグを除去して
ください。

ISPC627E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ENTITY file
″cccccccc″ が再帰的に使用されています。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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| ISPC631A
|
|
|
|

ISPC631AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ISPF 制限
100 の中で許可されている解説項目が最
大数を超えています。残りの CHOICE タ
グは無視されます。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
|
|
|
|

ユーザー応答: ISPF 制限の 100 解説項目を超えてい
ます。追加の解説項目を別のパネルに置く必要がありま
す。超過した分の CHOICE タグを現在の DTL ソー
ス・ファイルから除去してください。
ISPC632

解説:
ん。

ISPC632W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc=″dddddddd″
が、残りの利用可能なスペース eeeeeeee
文字の範囲内には収まりません。
cccccccc は ″ffffffff″ に設定されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ださい。
ISPC633

解説:
ん。

cccccccc 値を eeeeeeee まで減らしてく

ISPC633W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグ属性の
dddddddd は、eeeeeeee 属性が一緒に指定
されないかぎり無効です。
dddddddd=ffffffff は使用されません。

ISPC634

ISPC634W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグ属性の
″dddddddd″ は、″eeeeeeee″ 属性が一緒に
指定されないかぎり無効です。
″dddddddd″ は使用されません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: dddddddd 属性を除去するか、eeeeeeee
属性を cccccccc タグ定義の一部として入れるかのいず
れかを行ってください。

40

解説:
ん。
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ISPC635W: 警告。 aaaaaaaa オプション
は、bbbbbbbb オプションが一緒に指定さ
れないかぎり無効です。 aaaaaaaa は使用
されません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: aaaaaaaa オプションを除去するか、
bbbbbbbb オプションを追加するかしてください。
ISPC636

ISPC636W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″eeeeeeee″ タグの
″cccccccc=dddddddd″ 属性指定が、″ffffffff″
変換オプションと矛盾します。 属性値は
受け入れられますが、パネルが表示される
ときに不整合な結果を引き起こす可能性が
あります。

解説: ffffffff 変換オプションが、eeeeeeee タグの値
dddddddd に指定された属性 cccccccc の使用と矛盾しま
す。
ユーザー応答: このメッセージが出ないようにするに
は、属性値を変更するか、変換ユーティリティー・オプ
ションを変更するかのいずれかを行ってください。
ISPC637

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: dddddddd 属性を除去するか、eeeeeeee
属性を cccccccc タグ定義の一部として入れるかのいず
れかを行ってください。

解説:
ん。

ISPC635

解説:
す。

ISPC637W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″eeeeeeee″ タグの
″cccccccc=dddddddd″ 属性指定は、予約キ
ーワードです。 属性値は、使用できない
のでブランクにリセットされます。

指定した dddddddd 属性値は予約キーワードで

ユーザー応答:
ださい。
ISPC640

cccccccc 属性に異なる値を指定してく

ISPC640W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DTL ソースで、最初の
PDC タグが処理される前に PDSEP タ
グが見付かりました。 PDSEP タグは無
視されます。

解説: PDSEP タグは、PDC タグの間にある場合のみ
有効です。 分離記号は、最初のプルダウン選択項目の
前におくことはできません。
ユーザー応答: このアクション・バー項目に対する最
初の PDC タグの前に指定された、PDSEP タグを除去
してください。

ISPF メッセージ
ISPC641

ISPC641W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DTL ソースで、最後の
PDC タグが処理された後に PDSEP タ
グが見付かりました。 PDSEP タグは無
視されます。

し、有効なキーの組み合わせのみ使用するようにしてく
ださい。
ISPC645

解説: PDSEP タグは、PDC タグの間にある場合のみ
有効です。 分離記号は、最後のプルダウン選択項目の
後におくことはできません。
ユーザー応答: このアクション・バー項目に対する最
後の PDC タグの後に指定された、PDSEP タグを除去
してください。
ISPC642

ISPC642W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DTL ソースで、PDC
タグの間に複数の PDSEP タグが見付か
りました。 最初の PDSEP タグは受け入
れられますが、 その後の PDSEP タグは
無視されます。

解説: 属性 ACC1、ACC2、および ACC3 に対して
は、同じアクセラレーター・キー値を指定しないでくだ
さい。
ユーザー応答: アクセラレーター・キー属性 ACC1、
ACC2、ACC3 を訂正し、重複しているキー指定を除去
してください。
ISPC646

解説: PDC タグの間で有効な PDSEP タグの数は、1
つだけです。
ユーザー応答: PDC タグの間に指定されている、繰り
返される PDSEP タグを除去してください。
ISPC643

ISPC643W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 アクセラレーター・キー
値 ACC1、ACC2、ACC3 を組み合わせ
て指定したものが、使用できる上限の 30
バイトを超えました。 アクセラレータ
ー・キーの記述 ″cccccccc″ は破棄されま
す。

ISPC644

ISPC644W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ は、有効な単
一アクセラレーター・キーではありませ
ん。 有効な値は、INSERT、DELETE、
BACKSPACE、および F1〜F12 です。
アクセラレーター・キーの記述 ″cccccccc″
は破棄されます。

ISPC646W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ は、有効なア
クセラレーター・キーの組み合わせではあ
りません。アクセラレーター・キーの記述
″cccccccc″ は破棄されます。

解説: たとえば、SHIFT (シフト) と A〜Z (または、0
〜9) とのキーの組み合わせは、有効ではありません。
ユーザー応答: アクセラレーター・キーの選択を訂正
し、有効なキーの組み合わせのみ使用するようにしてく
ださい。
ISPC647

解説: アクセラレーター・キー記述は 20 バイトに制
限されています。
ユーザー応答: ACCn 値の選択を訂正して、アクセラ
レーター・キー記述のバイト数を減らすようにしてくだ
さい。

ISPC645W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ が前に指定し
たアクセラレーター・キーと重複していま
す。 アクセラレーター・キーの記述
″cccccccc″ は破棄されます。

ISPC647W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ 属性が、前の
″dddddddd″ 属性なしで指定されていま
す。 アクセラレーター・キー記述は、数
字順に並んだ使用可能な ″ACCn″ を使用
して作成されます。

解説: ACC3 属性が ACC1 または ACC2 なしで指定
されたか、ACC2 属性が ACC1 なしで指定されまし
た。 アクセラレーターは、数字順に並んだ使用可能属
性を使用して作成されます。
ユーザー応答: アクセラレーター・キー選択は、数字
順で指定してください。
ISPC648

ISPC648W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ が前に指定し
たアクセラレーター・キーの組み合わせと
重複しています。 アクセラレーター・キ
ーの記述 ″cccccccc″ は破棄されます。

解説: CTRL、SHIFT (シフト)、ALT (前面)、A〜Z お
よび 0〜9 は、単一アクセラレーター・キーとしては使
用できません。

解説: アクセラレーター・キーの組み合わせは、パネ
ル内では重複することはできません。

ユーザー応答:

ユーザー応答:

アクセラレーター・キーの選択を訂正

アクセラレーター・キー指定を訂正し

第1章 ISPF メッセージ

41

ISPF メッセージ
て、重複しているアクセラレーター・キーの組み合わせ
を除去してください。
ISPC700

ISPC700E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 表示可能な
行を超えています。 パネルは保管されま
せん。

解説: 指定したパネル幅に収まる範囲より多くの行
が、パネル本体に対してフォーマットされました。
ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの縦幅を大きくしてく
ださい。
v このパネルに含まれるフィールドまたはテキストの一
部を除去してください。
ISPC701

解説:
ん。

ISPC701W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネルの横幅を超えてい
ます。フィールド cccccccc のデータは切
り捨てられます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。
ISPC702

ISPC702W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 NAME または
DATAVAR キーワードのない cccccccc タ
グが指定されました。フィールドがパネル
に現れなくなります。

解説: フィールド ID が指定されていないため、フィ
ールドのフォーマットができません。
ユーザー応答: DATAVAR 属性を DTL ソース・ファ
イルに追加してください。

| ISPC703A
|
|
|
解説:
ん。

ISPC703AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 入力幅
″cccccccc″ はパネルの幅に収まりません。
″dddddddd″ に変更されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
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v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。

| ISPC703B
|
|
|
解説:
ん。

ISPC703BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 プロンプト
の幅 ″cccccccc″ はパネルの幅に収まりま
せん。 ″dddddddd″ に変更されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。

| ISPC703C
|
|
|
解説:
ん。

ISPC703CW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 選択の幅
″cccccccc″ はパネルの幅に収まりません。
″dddddddd″ に変更されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。

| ISPC703D
|
|
|
解説:
ん。

ISPC703DW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 記述の幅
″cccccccc″ はパネルの幅に収まりません。
″dddddddd″ に変更されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。
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ISPC704A

解説:
ん。

ISPC704AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グの入力幅の値は ″0″ であり、入力フィ
ールドの表示に影響することがあります。

入力フィールドのためのスペースが足りませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。
ISPC704B

ISPC704BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グのプロンプトの幅の値は ″0″ であり、
プロンプト・フィールドの表示に影響する
ことがあります。

解説: フィールド・プロンプトのためのスペースが足
りません。
ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。
ISPC704C

解説:
ん。

ISPC704CW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グの記述の幅の値は ″0″ であり、記述フ
ィールドの表示に影響することがありま
す。

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。
ISPC705B

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。
ISPC706

解説:
ん。

ユーザー応答: ENTWIDTH 属性を COLWIDTH に変
更してください。
ISPC707

解説:
ん。

ISPC705AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 SELFLD タ
グの ″SELWIDTH″ の値は、入力フィー
ルドを含むのに充分な大きさではありませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC707W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 指定された
″REQUIRED=NO″ と ″MSG″ は矛盾しま
す。

解説: MSG 属性は、REQUIRED=YES の場合のみ有効
です。
ユーザー応答:
ください。
ISPC708

ISPC705A

ISPC706W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 LSTCOL タグに
ENTWIDTH と COLWIDTH が両方指定
されています。 ″cccccccc″ の値が列幅と
して使用されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

フィールドの記述のためのスペースが足りませ

ユーザー応答:
v 可能ならば、指定されたパネルの横幅を大きくしてく
ださい。
v 生成された ISPF パネル・ソースの結果を調べて、必
要に応じてフィールド幅やスペースの調整を行ってく
ださい。

ISPC705BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 SELFLD タ
グの ″SELWIDTH″ の値は、選択項目フ
ィールドを含むのに充分な大きさではあり
ません。

DTL ソースから MSG 属性を除去して

ISPC708W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 出力フィールドに指定さ
れたキーワード ″REQUIRED″ の値か
″MSG″ キーワードの値に矛盾がありま
す。 これらのキーワードは
USAGE=OUT と一緒に使用できません。

解説: REQUIRED および MSG 属性は、出力フィール
ドに対しては無効です。
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ユーザー応答: DTL ソースから REQUIRED または
MSG 属性 (あるいは、その両方) を除去してください。
ISPC710

ISPC711

ISPC710W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグの属性
″dddddddd″ の省略時値は幅 ″eeeeeeee″ に
設定されていますが、フィールドが正しく
表示されない可能性があります。

解説:

解説: 変換ユーティリティーは示された幅に変更され
ました。

ISPC711W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグの属性
″dddddddd″ 値は、スクロール可能域で
ISPF が定義する、20 文字の最小可能幅
よりも小さい値です。 スクロール可能域
は、フォーマットされない可能性がありま
す。

スクロール可能域の最小幅は、20 です。

ユーザー応答: スクロール可能域の幅を 20 以上に設
定してください。

ユーザー応答:
変換ユーティリティーは、以下のいずれかの文脈によっ
て、幅の設定を行いました。

ISPC712

v DTAFLD または DTACOL のいずれかのタグに
ENTWIDTH 属性なしで定義された DTAFLD は、関
連する VARCLASS タグに指定された長さになりま
す。

解説: ″TYPE=SINGLE″ をともなう SELFLD タグに
は、NAME 属性が必須です。

v 入力幅が判別できない DTAFLD タグは、ゼロに設定
されます。

ユーザー応答:
てください。

v PMTWIDTH 属性なしで定義された DTAFLD タグ
は、プロンプト・テキストの長さに設定されるか、あ
るいは、プロンプトをフォーマットするスペースがな
い場合にはゼロに設定されます。

ISPC714

v DESWIDTH 属性なしで定義された DTAFLD タグ
は、関連する DTAFLDD タグの記述テキストの長さ
に設定されるか、あるいは、記述をフォーマットする
スペースがない場合にはゼロに設定されます。

解説:
ん。

v VEDIT キーワードの 1 つとして指定された関連
VARCLASS をもつ DTAFLD または LSTCOL タグ
は、定義した表示の長さに強制的に設定されます。
v SELFLD または DTACOL のいずれかのタグに
SELWIDTH 属性なしで定義された SELFLD は、残
りの使用可能な幅に設定されます。
v 残りの使用可能な幅より大きな値 SELWIDTH をとも
なって定義された SELFLD は、残りの使用可能な幅
に設定されます。
v PMTWIDTH 属性なしで定義された SELFLD タグ
は、プロンプト・テキストの長さに設定されるか、あ
るいは、プロンプトをフォーマットするスペースがな
い場合にはゼロに設定されます。
v 20 より大きい長さで指定した VMASK の TYPE を
もつ VARCLASS タグは、20 にリセットされます。

ISPC712E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 キーワード
″NAME″ は ″TYPE=SINGLE″ と一緒に
指定されなければいけません。

NAME 属性を SELFLD タグに追加し

ISPC714E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 SELFLD
TYPE=MULTI の場合、CHOICE タグに
NAME 属性を指定しなければいけませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: SELFLD 内に定義された CHOICE タグ
を調べて、各タグごとに NAME 属性を指定するように
してください。

|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC715A

解説:
ん。

ISPC715AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 CHOICE タ
グに重複する ″CHECKVAR″ 名
″cccccccc″ が見付かりました。 SELFLD
TYPE=MULTI の場合、複数の CHOICE
に対して ″cccccccc″ 変数名は繰り返すこ
とができません。 この名前は受け入れら
れますが、予期しない結果を引き起こすこ
とがあります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 複数選択の選択リストに対しては、各
CHECKVAR 名は固有にする必要があります。
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| ISPC715B
|
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

| ISPC716
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC715BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 CHOICE タ
グに重複する ″MATCH″ 値 ″cccccccc″ が
見付かりました。 SELFLD
TYPE=SINGLE の場合、複数の CHOICE
に対して ″cccccccc″ 値は繰り返すことが
できません。 この名前は受け入れられま
すが、予期しない結果を引き起こすことが
あります。

ISPC716W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHOICE タグに一致し
ない CHECKVAR の値が指定されていま
す。 SELFLD TYPE=SINGLE の場合、
CHECKVAR 変数名はすべての CHOICE
タグで同一でなければいけません。この名
前は受け入れられますが、予期しない結果
を引き起こすことがあります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 単一選択の選択リストに対しては、各
CHECKVAR 名は固有にする必要があります。
ISPC717

ISPC717W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグで矛盾する
MENU キーワードを使用しています。 選
択項目リストはパネル ″cccccccc″ では作
成されません。

解説: MENU キーワードを指定した PANEL には、
TYPE=MENU として指定した SELFLD タグを入れる必
要があります。

| ISPC719A
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC718E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″dddddddd″
中に複数の ″cccccccc″ タグがあります。
各 ″dddddddd″ タグに ″cccccccc″ タグは
1 つしか使用できません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ISPF は、ABC タグと PDC タグ内に
ある簡略記号タグのみをサポートします。
このメッセージの原因が簡略記号を CHOICE タグ内に
指定したということであれば、DTL ソース・ファイル
からそのタグを除去することを検討してください。
このメッセージが ABC または PDC のタグ処理に関連
して出された場合は、メッセージに示された ABC タグ
または PDC タグに簡略記号タグを追加することを検討
してください。

| ISPC719B
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC719BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
タグの処理中に重複する簡略記号値が見付
かりました。 各 ″cccccccc″ には単一の簡
略記号だけを指定できます。 タグ
(ABC、PDC または CHOICE) のセット
内部で使用する簡略記号文字は、固有のも
のである必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ″cccccccc″ タグに指定された M (簡略
記号) タグの重複使用分を除去してください。
ISPC719C

ユーザー応答: MENU 属性を PANEL タグから除去す
るか、SELFLD タグを使用してメニュー選択リスト・オ
プションを追加してください。
ISPC718

ISPC719AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
入力項目で矛盾する簡略記号を使用してい
ます。 CUA では、すべての ″cccccccc″
入力項目が単一の簡略記号を持つか、ある
いは何も持たないことが必要です。

解説:
ん。

ISPC719CW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
タグ内部に DBCS 簡略記号値が見付かり
ました。 簡略記号文字は単一バイト形式
である必要があります。 指定した簡略記
号文字は使用されません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 簡略記号には、単一バイト文字を指定
してください。

解説: ″cccccccc″ タグは、″dddddddd″ タグ内には 1 回
だけしか指定できません。
ユーザー応答: ″cccccccc″ タグを繰り返し使用している
部分を除いて、DTL ソースを更新してください。
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ISPC719D

ISPC719DW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″dddddddd″
タグの記述に対して指定した簡略記号
″cccccccc″ が有効ではないため、使用され
ません。 簡略記号文字は、″A〜Z″、
″a〜z″、または ″0〜9″ である必要があり
ます。

解説: 簡略記号文字は A〜Z、a〜z、または 0〜9 であ
る必要があります。
ユーザー応答:
い。
ISPC719F

解説:
ん。

M タグに有効な文字を指定してくださ

ISPC719FW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
タグの処理中に重複する簡略記号値が見付
かりました。 変換ユーティリティーは、
指定した値を置き換えるため、簡略記号文
字の自動選択を試みます。 生成パネルを
レビューしてください。その後、簡略記号
選択の結果が満足するものではない場合に
は、重複する状態を除去するために、簡略
記号タグを追加してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 簡略記号文字の自動選択において、現
在の項目に対する選択と矛盾する簡略記号が生成される
ことを防ぎたい場合には、追加の簡略記号タグを追加し
てください。

| ISPC720
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC720W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグのタグ言
語が変更されました。 属性 ″dddddddd″
は ″eeeeeeee″ で置き換えられました。 変
換ユーティリティーは ″dddddddd″ の値を
″eeeeeeee″ として使用します。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースの値を dddddddd から
eeeeeeee へ変更してください。

| ISPC721
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC721W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグのタグ言
語が変更されました。 属性値 ″dddddddd″
は ″eeeeeeee″ で置き換えられました。 変
換ユーティリティーは ″ffffffff=dddddddd″
の入力を受け付けますが、新しい属性値
(″ffffffff=eeeeeeee″) を使用するようにソー
ス・ファイルを変更する必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースの値を ″dddddddd″ から
″eeeeeeee″ へ変更してください。

| ISPC722
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC722W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグのタグ言
語が変更されました。 属性値 ″dddddddd″
は cccccccc タグから削除され、今回の変
換では無視されます。 ソース・ファイル
から ″eeeeeeee=dddddddd″ を削除する必要
があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースを変更して項目
″eeeeeeee=dddddddd″ を除去してください。

| ISPC723
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC723W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグのタグ言
語が変更されました。 属性 ″dddddddd″
は cccccccc タグから削除され、今回の変
換では無視されます。 タグ・ソース・フ
ァイルから dddddddd の参照を削除する必
要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースを変更して項目 ″dddddddd″
を除去してください。
ISPC729

ISPC729W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″dddddddd″ タグに
″cccccccc″ 属性が指定されましたが、
″eeeeeeee″ 属性が指定されていません (ま
たは、無効です)。 ″cccccccc″ 属性はブラ
ンクにリセットされます。

解説: cccccccc を使用するには、eeeeeeee を指定する
必要があります。
ユーザー応答: eeeeeeee 属性を DTL ソースに追加す
るか、あるいは、eeeeeeee 属性を有効にするよう関連す
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る他のコーディングを訂正するか、いずれかを行ってく
ださい。

| ISPC730
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC730W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 必須である属性
″DATAVAR″ が DTAFLD タグから欠落
しています。″NAME″ 値がパネル・フィ
ールド名になります。 ″DATAVAR″ 属性
をタグ・ソースに追加する必要がありま
す。 2 つの属性には同じ値を指定するこ
とをお勧めします。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: NAME 属性に指定した名前の値と同じ
ものを使用して、DATAVAR 属性を追加してくださ
い。
ISPC731

解説:
ん。

ISPC731W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DTAFLD タグに
″DATAVAR″ および ″NAME″ が両方指定
されていますが、異なる値になっていま
す。 ″DATAVAR″ 値がパネル・フィール
ド名になります。2 つの属性には同じ値
を指定することをお勧めします。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから cccccccc 属性を除去
してください。
ISPC734

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから EXTEND 属性を除去
してください。
ISPC735

解説:
ん。

ユーザー応答: DTL ソースから SCROLL 属性を除去
してください。
ISPC736

解説:
ん。

ISPC732W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″AUTOTAB=YES″ 属性
が cccccccc タグの ″USAGE″ と矛盾しま
す。 AUTOTAB は ″NO″ に変更されま
す。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC737

解説:
ん。

ISPC733W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ 属性が、有効
な ″DEPTH″ 値と一緒に指定されていな
いため無効です。 ″cccccccc″ 属性は無視
されます。

ISPC736E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 このパネル
に対する ″cccccccc″ 属性はすでに指定さ
れていますが、テーブル表示と矛盾してい
ます。 パネルは保管されません。

ユーザー応答: DTL ソースから cccccccc 属性を除去
してください。

ユーザー応答: AUTOTAB=YES から AUTOTAB=NO
に変更するか、AUTOTAB 属性を DTL ソースから除去
してください。
ISPC733

ISPC735W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 括弧で囲まれた AREA
タグまたは 別の DA タグのいずれかに、
このパネルに対する ″SCROLL″ 属性がす
でに指定されています。 この DA タグに
対する ″SCROLL″ 属性は無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: NAME 属性の値を DATAVAR 属性の
値と同じになるよう変更してください。
ISPC732

ISPC734W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″EXTEND″ 属性がすで
にこのパネルに指定されているか、また
は、このタグ・ネスト構成の ″EXTEND″
が無効です。 ″EXTEND″ 属性は無視され
ます。

解説:
ん。

ISPC737W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″PAD″ と ″PADC″ の
両方の属性が ″cccccccc″ タグに指定され
ています。 ″PADC″ の値は無視されま
す。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから PAD または PADC
のいずれかの属性を除去してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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ISPC738A

解説:
ん。

ISPC738AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 水平方向領
域内の ″cccccccc″ タグに指定した
″EXTEND=ON″ 属性は、無効です。
″EXTEND″ 属性は無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから EXTEND 属性を除去
してください。
ISPC738B

解説:
ん。

ISPC738BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 水平方向に
フォーマットされた ″cccccccc″ タグに指
定した ″EXTEND=ON″ 属性は、無効で
す。 ″EXTEND″ 属性は無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから EXTEND 属性を除去
してください。
ISPC738C

解説:
ん。

ISPC738CW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 水平方向領
域内の ″cccccccc″ タグに
″EXTEND=FORCE″ 属性が指定されまし
た。 パネルの拡張可能部分がパネル上の
その他すべてのフィールドとテキストより
下にないかぎり、このパネルは表示されま
せん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ISPF ダイアログ・テストを使用してパ
ネルを表示し、確認してください。
ISPC738D

解説:
ん。

ISPC738DW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 水平方向に
フォーマットされた ″cccccccc″ タグに
″EXTEND=FORCE″ 属性が指定されまし
た。 パネルの拡張可能部分がパネル上の
その他すべてのフィールドとテキストより
下にないかぎり、このパネルは表示されま
せん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ISPF ダイアログ・テストを使用してパ
ネルを表示し、確認してください。
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ISPC739

解説:
ん。

ISPC739W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ 属性が前のタ
グに指定されています。 ″cccccccc″ 属性
の値 ″dddddddd″ は、ブランクにリセット
されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: DTL ソースから cccccccc 属性を除去
するか、dddddddd 値を変更して矛盾を解消するかして
ください。
ISPC740

解説:

ISPC740W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ タグの
″PMTWIDTH″ 値が小さすぎるため、点線
が付けられません。

ありません。

ユーザー応答: プロンプト幅の値を大きくして、プロ
ンプト・テキストの後に少なくとも 2 つの点線がフォ
ーマットできるようにしてください。
ISPC741

ISPC741W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 GUTTER=1 を指定した
水平領域内の DIVIDER は TYPE=NONE
を指定する必要があります。 TYPE は
NONE にリセットされます。

解説: TYPE=SOLID を指定した DIVIDER には、
DIVIDER 属性バイトと DIVIDER 文字が入れられるよ
うに、少なくとも 2 スペース分が必要です。
ユーザー応答: GUTTER 値を 2 に増やすか、TYPE 値
を NONE に変更するかのいずれかを行ってください。
ISPC742

ISPC742W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DIVIDER タグの
NOENDATTR 属性が有効なのは
GUTTER 値が 2 以上のときだけです。
NOENDATTR は無視されます。

解説: NOENDATTR が指定された場合、DIVIDER の
終了属性は含まれなくなります。 DIVIDER の開始属性
は常に使用されます。 NOENDATTR を使用するには、
DIVIDER には 2 文字以上の幅がなければなりません。
ユーザー応答: GUTTER 値を増やすか、DIVIDER タ
グから NOENDATTR 属性を除去するかのいずれかを行
ってください。
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ISPC743

ISPC743W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 プロンプト・テキストの
フォーマットのため、DEPTH=″cccccccc″
が残りのパネルの縦幅を超えてしまいま
す。 DEPTH は ″dddddddd″ にリセット
されました。

ISPC746

解説: 指定されたプロンプト・テキストが 2 行以上で
フォーマットされたため、残りの使用可能なパネルの縦
幅が足りなくなりました。
ユーザー応答: プロンプト幅を大きくしてプロンプト
が 1 行でフォーマットできるようにするか、パネルの
縦幅を変更して複数行のプロンプトが収まるようにする
か、いずれかを行ってください。
ISPC744

ISPC744W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 スクロール可能域をフォ
ーマットするには、残りの縦幅が不十分で
す。

解説: スクロール可能域には、少なくともパネル本体
の行が 2 行必要です。
ユーザー応答: 可能であれば、パネルの縦幅を大きく
してください。
ISPC745

解説:

ISPC745W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 SELFLD タグの
″CHOICECOLS=cccccccc″ 値では、すべ
ての CHOICE タグを細分するための十分
なカラムが供給されません。 残りの
CHOICE タグは、現在の SELFLD タグ
に対して使用可能な最終カラムに入れられ
ます。

ありません。

ユーザー応答: 選択項目カラムに指定した数を大きく
してください。

解説:

ISPC746E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 SELFLD タ
グの ″CHOICECOLS=cccccccc″ 値では、
処理される CHOICE タグの数から作成で
きる ″CHOICEDEPTH=dddddddd″ 値より
多くのスクロール可能カラムが指定されま
した。 このことによって、生成されたパ
ネルの )BODY セクションと )AREA セ
クションで、定義されたスクロール可能域
が一致しなくなります。 パネルは保管さ
れません。

ありません。

ユーザー応答: ソース・ファイルの変更は、以下のい
ずれかの方法で行うことができます。
v 使用可能な選択項目が指定された選択項目カラムすべ
てで使用することができるように、選択項目の縦幅を
小さくする。
v 少なくとも 1 つの選択項目が各選択項目カラムでフ
ォーマットできるように、選択項目カラムを小さくす
る。
ISPC747

解説:

ISPC747W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 SELFLD タグの
″CHOICECOLS=cccccccc″ 値では、処理
される CHOICE タグの数で
″CHOICEDEPTH=dddddddd″ 値が作成で
きるカラムよりも多くのカラムを指定しま
した。

ありません。

ユーザー応答: ソース・ファイルの変更は、以下のい
ずれかの方法で行うことができます。
v 使用可能な選択項目が指定された選択項目カラムすべ
てで使用することができるように、選択項目の縦幅を
小さくする。
v 少なくとも 1 つの選択項目が各選択項目カラムでフ
ォーマットできるように、選択項目カラムを小さくす
る。
ISPC748

ISPC748W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 水平領域のフォーマット
のため、パネルの ″cccccccc″ 行に操作で
きない EXPAND 文字があります。

解説: 表示の拡張処理は、属性バイトが拡張文字の後
に続く行で見付かった場合は、操作できません。 水平
領域の一部としてフォーマットされたパネル行には、領
域幅の制限および水平方向データの位置合せのための属
性バイトが含まれています。
ユーザー応答:

行 cccccccc から EXPAND 文字を除去
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するか、あるいは、垂直方向領域のフォーマットのみが
使用できるようにパネルを変更してください。
ISPC749

ISPC749W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DIVIDER タグの
NOENDATTR 属性は、DIVIDER タグが
水平領域にあるときだけ有効です。
NOENDATTR は無視されます。

v その他のエンティティー : 1〜17 桁
ユーザー応答: ENTITY 名を上記の規則に合うように
訂正してください。
ISPC753

解説: NOENDATTR 属性は、水平方向領域内の
DIVIDER タグのフォーマットの場合にのみ、適用され
ます。 NOENDATTR は、垂直方向領域内、または
DIVIDER が REGION タグの外側で使用されている場
合には、適用されません。
ユーザー応答: DIVIDER タグで使用されている
NOENDATTR 属性を除去してください。
ISPC750

解説:

ISPC750W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 特殊 ENTITY ″cccccccc″
には、dddddddd バイトのスペースが必要
です。 DTL ソース・ファイルは
″PMTWIDTH″ を eeeeeeee バイトとして
指定しました。

ありません。

ユーザー応答: プロンプト幅の値を dddddddd へ増や
して、プロンプトをフォーマットするのに必要なスペー
スを確保してください。
ISPC751

ISPC751W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ENTITY 名 ″cccccccc″
の最大長は dddddddd バイトです。
″cccccccc″ は ″eeeeeeee″ の長さに切り捨
てられます。

解説: ENTITY 名は、以下に示す名前の長さについて
の規則に従わなければなりません。
v パラメーター・エンティティー : 1〜7 桁
v システム・エンティティー : 1〜8 桁
v その他のエンティティー : 1〜17 桁
ユーザー応答: ENTITY 名を上記の規則に合うように
訂正してください。

解説: ENTITY 名は、以下に示す規則に従わなければ
なりません。
v 長さ
– パラメーター・エンティティー: 1〜8
– システム・エンティティー: 1〜8
– 他のエンティティー: 1〜17
v 先頭の文字は、A〜Z、a〜z、@、#、$ のいずれかに
する必要があります。
v 残りの文字がある場合は、A〜Z、a〜z、0〜9、@、
#、$ のいずれかにすることができます。
v
– 「その他の」エンティティー名の場合には 8 バイ
トを超えることがありますが、その場合、上記以外
の文字 (複数の場合もあります) は 下線 (″_″) で
なければなりません。
– 「その他の」エンティティー名が 1 〜 8 バイトの
場合は、下線 (″_″) は有効な文字としては扱われま
せん。
v エンティティー名には大文字小文字の区別がありま
す。
ユーザー応答: ENTITY 名を上記の規則に合うように
訂正してください。
ISPC760

ISPC752

ISPC752W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ENTITY 名 ″cccccccc″
の最小長は dddddddd バイトです。
cccccccc はブランクに設定されます。

解説: ENTITY 名は、以下に示す名前の長さについて
の規則に従わなければなりません。
v パラメーター・エンティティー : 1〜7 桁
v システム・エンティティー : 1〜8 桁
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ISPC753W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ENTITY 名 ″cccccccc″
に無効な文字が含まれています。ccccccc
はブランクに設定されます。パラメーター
およびシステム・エンティティー名は 1
から 8 バイトであることが必要です。他
のエンティティー名は 1 から 17 バイト
です。 8 バイトより長い名前には 1 つ
以上の下線 (″_″) が含まれている必要が
あります。下線は 1 から 8 バイトの名
前では無効です。

ISPC760W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″CSRGRP=YES″ の指
定に対して、新しいカーソル・グループを
作成できませんでした。 CSRGRP は
″NO″ にリセットされます。

解説: カーソル・グループの合計数は 99 までに制限
されています。 CSRGRP=YES の各指定は、ISPDTLC
に新しいカーソル・グループを作成させます。 使用可
能なカーソル・グループ番号 1〜99 はすべて使用さ
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れ、使用可能なグループ番号はこれ以上ありません。
ユーザー応答: CSRGRP=YES の指定した数を減らす
か、現在別々のカーソル・グループとして指定されてい
るフィールドを結合するかしてください。
ISPC761

ISPC761W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″LISTREF=cccccccc″ で
参照される ″)LIST″ セクション項目が見
付かりません。 LISTREF 属性は無視さ
れます。 パネル形式に影響する可能性が
あります。

解説: LISTREF 属性によって指定された ″)LIST″ セク
ション名は、前の SELFLD タグによって作成されなけ
ればなりません。このタグには、CHOICE タグが含まれ
ており、″)LIST″ セクション項目を定義します。
ユーザー応答: LISTREF の指定を訂正し、前に定義さ
れた SELFLD タグ・グループを参照したり、新しい
″LIST″ セクションを定義する現行の SELFLD タグ内に
CHOICE タグを含むようにしてください。
ISPC762

ISPC762W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″LISTREF=cccccccc″ に
よって指定された ″)LIST″ セクション名
が、前の名前と重複しています。
″cccccccc″ は ″dddddddd″ に変更されま
す。パネル形式に影響する可能性がありま
す。

解説: CHOICE タグを含む SELFLD タグ上の
LISTREF 属性によって指定された ″)LIST″ セクション
名は、以前定義された ″)LIST″ セクション名と重複して
います。
ユーザー応答: LISTREF の指定を訂正して固有の名前
を指定するか、LISTREF 属性を現行の SELFLD タグか
ら除去するかしてください。
ISPC763

ISPC763W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHOICE のテキスト
″cccccccc″ は、1 行で表示するには長過ぎ
ます。 ISPF は、″LISTTYPE=dddddddd″
に対するパネル・テキストの複数行をサポ
ートしていません。 LISTTYPE 属性は無
視されます。 この SELFLD タグ・グル
ープは、番号付き単一選択項目リストとし
てフォーマットされます。

ユーザー応答: CHOICE テキスト長を減らして使用可
能な SELFLD 幅内に収まるようにするか、SELFLD 幅
を増やしてより長い CHOICE テキストを使用できるよ
うにするか、いずれかにしてください。
ISPC764

ISPC764W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHOICE テキスト形式
設定幅 ″cccccccc″が、
″LISTTYPE=dddddddd″ に対する ISPF の
最大長を超えています。 形式設定幅は
″99″ にリセットされます。

解説: CHOICE テキスト形式設定幅は、SELWIDTH の
幅を基にして、項目幅および必須パネル属性バイトが使
用できるように、計算されます。
ユーザー応答: 処置は必要ありません。 このメッセー
ジを出さないようにするには、括弧で囲まれた SELFLD
タグ上の SELWIDTH 属性値を小さくしてください。
ISPC765

ISPC765W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 指定された
″LISTDEPTH=cccccccc″ の値によって、
リスト・ボックス選択項目またはリスト・
ボックス用の水平方向のスクロール・バー
の一部が他のパネル・フィールドをオーバ
ーレーする事態を引き起こしてしまう可能
性があります。 結果パネルが正しい形式
かどうか確認してください。

解説: ISPF は、水平方向のスクロール・バーに対する
追加のパネル行を持ったリスト・ボックスを、GUI モー
ドで表示します。 LISTDEPTH の値 ″cccccccc″ は、リ
スト・ボックス・セクションの一部を CHOICE 記述の
最後の行の下におきます。 これらの行は、続くパネ
ル・フィールドをオーバーレーする可能性があります。
ユーザー応答: 結果パネルを GUI モードで表示するこ
とによって、確認してください。 他のパネル・フィー
ルドが影響を受ける場合は、DTL ソース・ファイル内
の LISTDEPTH 値を減らしてからパネルを再変換してく
ださい。

解説: CHOICE タグの複数行のテキストは、GUI モー
ド・パネル表示ではサポートされていません。 関連す
る SELFLD タグ上の LISTTYPE 属性は、無視されま
す。 番号付き単一選択項目リストは、省略時解釈で作
成されました。
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ISPC766

ISPC766W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 形式設定された
CHOICE テキスト行が 1 つだけありまし
た。この行によって、リスト・ボックス用
の水平方向のスクロール・バーが他のパネ
ル・フィールドをオーバーレーするといっ
た事態を引き起こしてしまう可能性があり
ます。 結果パネルが正しい形式かどうか
確認してください。

解説: ISPF は、水平方向のスクロール・バーに対する
追加のパネル行を持ったリスト・ボックスを、GUI モー
ドで表示します。 リスト・ボックス表示は、CHOICE
記述の行の下に水平方向のスクロール・バーをおきま
す。 これは、後続のパネル・フィールドをオーバーレ
ーする可能性があります。
ユーザー応答: 結果パネルを GUI モードで表示するこ
とによって、確認してください。 他のパネル・フィー
ルドが影響を受ける場合には、DTL ソース・ファイル
内にブランク行を追加して入れてください (可能ならば
DIVIDER タグを追加してください)。その後で、パネル
の再変換を行ってください。

ISPC767B

解説: ISPF は、使用できない選択項目上では、強調テ
キストをサポートしません。 変換ユーティリティーは
強調テキストをフォーマットしますが、UNAVAIL (お
よび UNAVAILMAT) 属性指定は無視します。
ユーザー応答: 使用できない選択項目のサポートをこ
の CHOICE に対して要求する場合は、HP (強調テキス
ト) タグ指定を選択項目テキストから除去したのち、パ
ネルを再変換してください。 使用できない選択項目の
サポートが必要でない場合は、UNAVAIL (および
UNAVAILMAT) 属性をこの CHOICE タグから除去して
ください。
ISPC768

ISPC767A

ISPC767AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 UNAVAIL
属性を指定した CHOICE タグは、
CHOICE タグ・テキストの一部として、
RP (参照句) タグも指定しました。 ISPF
は、使用できない選択項目上では、参照句
をサポートしません。 UNAVAIL (および
UNAVAILMAT) 属性指定は、無視されま
す。

解説: ISPF は、使用できない選択項目上では、参照句
をサポートしません。 変換ユーティリティーは参照句
をフォーマットしますが、UNAVAIL (および
UNAVAILMAT) 属性指定は無視します。

ISPC768W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 COMBO リストを構築
するのに使用する CHOICE タグは、ユー
ザー定義の ″cccccccc″ タグ・テキストを
持つことができません。 ″cccccccc″ タグ
は無視されます。

解説: 変換ユーティリティーは自動的に、COMBO リ
ストの一部である CHOICE に対して
POINT-AND-SHOOT 項目を生成します。
ユーザー応答: CHOICE タグ内から、強調テキスト
(HP)、参照句 (RP)、または、POINT-AND-SHOOT タグ
定義のいずれかをすべて除去してください。
ISPC769

ユーザー応答: 使用できない選択項目のサポートをこ
の CHOICE に対して要求する場合は、RP (参照句) タ
グ指定を選択項目テキストから除去したのち、パネルを
再変換してください。 使用できない選択項目のサポー
トが必要でない場合は、UNAVAIL (および
UNAVAILMAT) 属性をこの CHOICE タグから除去して
ください。

ISPC767BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 UNAVAIL
属性を指定した CHOICE タグは、
CHOICE タグ・テキストの一部として、
HP (強調テキスト) タグも指定しまし
た。 ISPF は、使用できない選択項目上
では、強調テキストをサポートしません。
UNAVAIL (および UNAVAILMAT) 属性
指定は、無視されます。

ISPC769W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 使用できない選択項目を
含む SELFLD タグの数が、最大数である
36 を超えました。 残りの SELFLD タグ
は、使用できない選択項目テキスト・フィ
ールドに対して使用される変数名の
″ZS#″ 接頭部を使用します。 重複フィー
ルド名がある場合は、パネルは表示できま
せん。

解説: 使用できない選択項目を含む SELFLD タグの数
が、変換ユーティリティーによって正常に作成すること
ができる最大数を超えました。
ユーザー応答:
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項目を持つ SELFLD タグの数を最大 36 までになるよ
うにしてください。
ISPC770

ISPC770W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 TYPE=NONE 属性が指
定されているか、または省略時解釈されて
いるときは、cccccccc タグ・テキスト
″dddddddd″ は無効です。テキストは無視
されます。

解説: cccccccc タグ上のテキストが、ブランク分離線
を作成する属性として定義された TYPE=NONE と矛盾
します。
ユーザー応答: cccccccc タグからテキストを除去する
か、TYPE 属性を変更してください。
ISPC771

ISPC771W: 警告。ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 FORMAT 属性が指定さ
れていない場合、cccccccc タグ・テキス
ト ″dddddddd″ は無効です。テキストは無
視されます。

解説: FORMAT 属性も並行して指定しないと、
cccccccc タグ上のテキストは受け入れられません。
ユーザー応答: cccccccc タグからテキストを除去する
か、FORMAT 属性を追加してください。
ISPC772

ISPC772W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 cccccccc タグ・テキス
ト ″dddddddd″ は、水平領域では無効で
す。 テキストは無視されます。

ISPC774

ISPC774W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 ″aaaaaaaa″。 ″cccccccc″ タグが
eeeeeeee とともに使用されている時に
は、cccccccc タグ属性 ″dddddddd″ は無効
です。 ″dddddddd=ffffffff″ は使用されませ
ん。

解説: cccccccc タグの dddddddd 属性には、制約があ
ります。 dddddddd 属性は、eeeeeeee タグに対しては無
効です。
ユーザー応答: cccccccc タグの定義から dddddddd 属
性を除いてください。

| ISPC775A
|
|
|
|

ISPC775AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グが水平領域で使用されている時には、
cccccccc タグ属性 ″dddddddd″ は無効で
す。 ″dddddddd″ は使用されません。

| 解説: cccccccc タグの dddddddd 属性には、制約があ
| ります。 cccccccc タグが水平領域で使用されている時
| には、dddddddd 属性は無効です。
| ユーザー応答: cccccccc タグの定義から dddddddd 属
| 性を除いてください。
| ISPC775B
|
|
|
|

ISPC775BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グがスクロール可能域で使用されている時
には、cccccccc タグ属性 ″dddddddd″ は無
効です。 ″dddddddd″ は使用されません。

解説: cccccccc タグ上のテキストは、水平領域内では
受け入れられません。

| 解説: cccccccc タグの dddddddd 属性には、制約があ
| ります。 cccccccc タグがスクロール可能域で使用され
| ている時には、dddddddd 属性は無効です。

ユーザー応答:
ください。

| ユーザー応答: cccccccc タグの定義から dddddddd 属
| 性を除いてください。

ISPC773

cccccccc タグからテキストを除去して

ISPC773W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHDIV タグは
LISTTYPE=COMBO を指定している選択
リストではサポートされません。タグは構
文チェックされますが、パネル形式化中無
視されます。

解説: LISTTYPE=COMBO 指定を指定すると、パネル
の )BODY セクションに入力フィールドが 1 つ作成さ
れます。分離線は、パネルの )BODY セクションでフォ
ーマットした選択リスト内でしか使用することができま
せん。
ユーザー応答:
てください。

ISPC776

ISPC776W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 空白テキスト・ストリン
グを指定している ″IMAPNAME=cccccccc″
の定義は無効です。 イメージ ″cccccccc″
は使用されません。

解説: 各イメージ定義を、固有のテキスト・ストリン
グにマップする必要があります。
ユーザー応答: タグ定義からイメージ定義属性を除く
か、PS タグを変更して非ブランク・テキスト・ストリ
ングを囲んでください。

選択リストから CHDIV タグを除去し

第1章 ISPF メッセージ

53

ISPF メッセージ
ISPC777

ISPC777W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 テキスト ″dddddddd″ を
指定している ″IMAPNAME =cccccccc″ の
定義は、前に定義したイメージ・テキス
ト・ストリングと重複しています。イメー
ジ ″cccccccc″ は使用されません。

解説: 各イメージ定義を、固有のテキスト・ストリン
グにマップする必要があります。
ユーザー応答: タグ定義からイメージ定義属性を除去
するか、PS タグで囲まれたテキストを変更してくださ
い。
ISPC778

ISPC778W: 警告。 パネル・データ・セ
ットとしての ″aaaaaaaa″ の使用に関し
て、″bbbbbbbb″ との間で競合がありま
す。 ″bbbbbbbb は ″cccccccc″ にリセット
されます。

解説: 変換パネルは、出力パネル・ファイルに書き込
まれた後にのみ表示することができます。
ユーザー応答: ″aaaaaaaa″ のところに有効なファイル
名を指定するか、「変換パネルの表示 (Display
converted panels)」オプション、または「ウィンドウでの
変換パネルの表示 (Display converted panels in a
window)」オプションの選択を除いてください。
ISPC779

ISPC779W: 警告。 EXECIO エラーの発
生により、呼び出しオプション
NODSNCHK は DSNCHK に変更されま
した。

解説: DSNCHK は、すべての入出力ファイル名の完全
な妥当性検査を行ない、EXECIO エラーの訂正をサポー
トします。

ISPC802

解説: スクロール可能域、動的区域、図形区域、およ
び ISPDTLC 生成拡張文字は、X'00' から X'2f' の範囲
の文字を使用します。処理中のパネルには、使用可能な
数以上に多くの文字が必要です。
ユーザー応答: パネル上で特別形式設定区域の数を減
らしてください。
ISPC803

ISPC801

ISPC801E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 cccccccc タ
グと dddddddd タグが一致しません。

解説: このメッセージは、ネストされた用語および記
述タグが一致しない場合に、DL (定義リスト) または
PARML (パラメーター・リスト) タグ・セットの処理中
に出されました。
ユーザー応答: 各 cccccccc タグが一致している
dddddddd タグを持っているか、確認してください。
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ISPC803E: エラー。 リストのネスト・
レベルが、bbbbbbbb タグに対して許され
る最大値 (aaaaaaaa) を超えています。

解説: ISPDTLC は、UL、SL、OL のネストは最大 10
まで許しています。 現行のタグ・ソースは、許される
最大のネスト・レベルを超えています。
ユーザー応答: ネストされたタグを最大で 10 レベル
にまで減らしてください。
ISPC804

ISPC804E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 パネル属性
の最大数 (cccccccc) を超えました。 パネ
ルは保管されません。

解説: ISPF は、このパネル上では cccccccc 属性の最
大値を許します。
ユーザー応答: 要求された属性の数を最大 cccccccc ま
で減らしてください。
ISPC805

ユーザー応答: EXECIO エラーを解決した後に、
NODSNCHK オプションを再度使用してください。

ISPC802E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 タグ
cccccccc の処理は、ISPDTLC で使用可能
な属性値の範囲の外側にある属性
″dddddddd″ を生成しました。 パネルは保
管されません。

ISPC805W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 複数 LSTFLD タグ (お
よび、ネストされたタグ) は構文チェック
のみで、変換ユーティリティーによって廃
棄されてしまいます。

解説: ISPDTLC では、パネル上で LSTFLD タグ・グ
ループ 1 つしか許しません。 見付かった最初のグルー
プが使用されます。残りのグループは、廃棄されます。
ユーザー応答: 各パネルに対して LSTFLD タグ・グル
ープを 1 つ指定してください。
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ISPC806

ISPC806E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
タグに対して生成された属性と、前に定義
した属性との間が矛盾しています。 パネ
ルは保管されません。

解説: ATTR または DA タグ上に指定された、また
は、パネル用の EXPAND 文字として指定された現行の
属性が、重複しています。
ユーザー応答: ATTRCHAR 属性 (ATTR タグ)、
USERMOD と DATAMOD 属性 (DA タグ)、パネル拡
張文字の使用法について、確認してください。 これら
の項目に対しては、x’2F’ より上の値を選択してくださ
い。
ISPC807

解説:

v ISPDTLC で必須である属性と矛盾している。
v 前に指定した属性と重複している。
ユーザー応答:
1. ISPF プロダクト・パネル (FLMxxxxx、ISPxxxxx、ま
たは ISRxxxxx) の変換中にメッセージが出された場
合は、キー・リスト・アプリケーション ID を ISR
として指定したのち、変換を再実行してください。
2. その他の場合には、以下の変更のいずれかを行った
のち、変換の再実行をしてください。
v 指示された属性を異なる文字に変更してくださ
い。
v PANEL タグに ATTRUSE=YES または
ATTRUSE=ALL を指定する。
ありません。

ユーザー応答:
てください。

指示された属性を異なる文字に変更し

ISPC809E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 スクロール
可能域が、行なしで定義されました。 空
の )AREA セクションは、ISPF に対して
有効ではありません。 パネルは保管され
ません。

ありません。

ユーザー応答: スクロール可能域のデータを廃棄する
可能性を持ったその他のエラーについては、ログを参照
してください。
ISPC851

ISPC807E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″dddddddd″
タグに指定された ″cccccccc″ 属性と、前
に定義された属性か予約属性との間に矛盾
があります。 パネルは保管されません。

解説: ISPDTLC は、X'00' から X'2f' までの範囲の文
字をパネル属性バイトとして使用します。 ″dddddddd″
タグ上で DTL ソース内に指定された属性は、以下のい
ずれかとなります。

解説:

ISPC809

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

| ISPC852
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC852W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネルが幅 ″cccccccc″
で定義されている場合、そのパネルの幅は
″dddddddd″ より小さくなければなりませ
ん。幅は ″eeeeeeee″ にリセットされま
す。

このメッセージについては特に説明を要しませ

| ISPC853
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC851W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ヘルプ・パネルは横幅
> 76 または縦幅 > 22 あるいはその両方
で定義されており、パネルを表示するには
24 X 80 より大きな表示装置が必要で
す。ヘルプ・パネルでは、横幅に 4 バイ
ト、縦幅に 2 行のポップアップ境界を許
容する必要があります。

ISPC853W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネル幅が ″cccccccc″
で定義されている場合、ISPF 表示エラー
を避けるには、最大パネル幅は端末の画面
サイズよりも 3 行小さいサイズでなけれ
ばなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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ISPC856

解説:
ん。

記号 (″″) を見付けないかぎり、継続コメントとして扱
います。

ISPC856W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 パネル幅 ″cccccccc″ が
出力ファイルのレコード長 ″dddddddd″ に
収まりません。 NOPREP オプションで
変換するパネルの WIDTH は出力パネ
ル・ファイルのレコード長以下でなくては
なりません。

ユーザー応答: コメント構文を訂正して、コメント継
続記号 ″--″ を各コメント継続行の先頭に入れるように
してください。
ISPC868

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: WIDTH 属性の値を小さくするか、出力
パネル・ファイルをより大きなレコード長で指定するか
してください。
ISPC859

解説:
ん。

解説: 参照句の名前構造体は ZRPxxyyy であり、
POINT-AND-SHOOT 項目の名前構造体は ZPSxxyyy で
す。ただし、xx はパネル本体の場合は 00、スクロール
可能域の数の場合は 01 〜 99 となります。また、yyy
は 区域 xx 内の項目数となります。 参照句、または
POINT-AND-SHOOT 項目を含むことのできるスクロー
ル可能域の最大数は、99 です。

ISPC859W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 LSTFLD タグ (および
ネストする LSTCOL タグ) は ISPF の
テーブル表示で使用するためのパネルの最
下部にフォーマットされます。

ユーザー応答: スクロール可能域にある RP タグまた
は PS タグのうち、定義された制限を超えた分はすべて
除去してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: このメッセージは、LSTFLD タグ・グ
ループの後ろに他のパネル・タグが続いている場合に出
されます。

| ISPC865
|
|
|
|
|

ISPC869

ISPC865W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 注釈 ″cccccccc″ は ’-’
文字の使用において DTL 規則に従ってい
ません。この注釈は変換に受け入れられま
す。 DTL 注釈構文標準に合わせてタグ・
ソース・ファイルを修正してください。

| ISPC866
|
|
|
|
|
|

ISPC866W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 GML ソース ″cccccccc″
は注釈の継続において DTL 規則に従って
いません。この構文は変換に受け入れられ
ます。 DTL 注釈構文標準に合わせてタ
グ・ソース・ファイルを修正してくださ
い。

解説: 継続コメントの各行はそれぞれ、文字 ″--″ で始
める必要があります。 ISPDTLC は、コメント開始区切
り記号 (″<!--″) に続くすべての行をコメント終了区切り
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ISPC869E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 dddddddd パ
ネル・セクションに対する ″cccccccc″ タ
グの 使用の最大値 999 を超過しまし
た。 パネルは保管されません。

解説: 参照句の名前構造体は ZRPxxyyy であり、
POINT-AND-SHOOT 項目の名前構造体は ZPSxxyyy で
す。ただし、xx はパネル本体の場合は 00、スクロール
可能域の数の場合は 01 〜 99 となります。また、yyy
は 区域 xx 内の項目数となります。 どの区域 xx の場
合も、その区域内の最大項目数は 999 となります。

解説: DTL コマンドの規則では、コメント・テキスト
内では単一の ″-″ (ダッシュ) 文字のみ使用することがで
きます。 複数の連続した ″-″ (ダッシュ) 文字は、コメ
ント継続テキストを示します。
ユーザー応答: コメントを訂正して、コメント・テキ
スト内では単一の ″-″ (ダッシュ) 文字のみ使用するよう
にしてください。

ISPC868E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
タグの使用はスクロール可能域の最初の
99 に制限されます。 パネルは保管され
ません。

ユーザー応答: dddddddd セクションにある RP タグま
たは PS タグのうち、定義された制限を超えた分はすべ
て除去してください。

| ISPC890A
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC890AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 PICTCN 妥
当性検査ステートメントにマスク文字を与
えるためには、 PARM1 属性を指定しな
ければなりません。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
ールド・マスクでピクチャー文字を表示するためのマス
ク文字が必要です。 DTL は、C、c、A、a、N、n、X、
x、9、左括弧、右括弧、コンマ、引用符 (’’) または 2
重引用符 (″) をマスク文字として許可していません。

ISPF メッセージ
| ユーザー応答: PARM1 属性に有効なマスク文字を指定
| してください。
| ISPC890B
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC890BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 PICTCN 妥
当性検査ステートメントにフィールド・マ
スクを与えるためには、 PARM2 属性を
指定しなければなりません。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、検査
されるフィールドのフォーマットを記述するためのフィ
ールド・マスクが必要です。フィールド・マスクは、文
字定数と PARM1 属性で指定したマスク文字の組み合
わせです。

| ユーザー応答: PARM2 属性に有効なフィールド・フォ
| ーマットを指定してください。
| ISPC890C
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC890CW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 PICTCN 妥
当性検査ステートメントに妥当性検査スト
リングを与えるためには、 属性を指定し
なければなりません。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
ールドの検査を指定するための妥当性検査ストリングが
必要です。妥当性検査ストリングは、PARM2 で指定し
た文字定数とピクチャー・ストリング文字 C、A、N、
X、および 9 の組み合わせです。

| ユーザー応答: PARM3 属性に有効なフィールド・フォ
| ーマットを指定してください。
| ISPC891
|
|
|

ISPC891W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 マスク文字を含む
PARM1 属性は 1 文字でなければなりま
せん。

| 解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
| ールド・マスクにピクチャー文字を表示するためのマス
| ク文字が必要です。 DTL は、C、c、A、a、N、n、X、
| x、9、左括弧、右括弧、コンマ、引用符 (’’) または 2
| 重引用符 (″) をマスク文字として許可していません。
| ユーザー応答: PARM1 属性に有効なマスク文字を指定
| してください。

| ISPC892A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC892AW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 PARM1 属
性には、予約済みピクチャー・ストリング
文字 ″cccccccc″ が含まれています。 DTL
は文字 C、A、N、X (大文字と小文字) ま
たは 9 をマスク文字として許可していま
せん。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
ールド・マスクにピクチャー文字を表示するためのマス
ク文字が必要です。 DTL は、C、c、A、a、N、n、X、
x、9、左括弧、右括弧、コンマ、引用符 (’’) または 2
重引用符 (″) をマスク文字として許可していません。

| ユーザー応答: PARM1 属性に有効なマスク文字を指定
| してください。
| ISPC892B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC892BW: 警告。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 PARM1 属
性には DTL 予約文字 ″cccccccc″ が含ま
れています。 DTL は左括弧、右括弧、コ
ンマ、引用符 (’’) または 2 重引用符 (″)
をマスク文字として許可していません。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
ールド・マスクにピクチャー文字を表示するためのマス
ク文字が必要です。 DTL は、C、c、A、a、N、n、X、
x、9、左括弧、右括弧、コンマ、引用符 (’’) または 2
重引用符 (″) をマスク文字として許可していません。

| ユーザー応答: PARM1 属性に有効なマスク文字を指定
| してください。
| ISPC893
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC893W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PARM1 で提供されてい
るマスク文字 ″cccccccc″ が、 PARM2 で
提供されているフィールド・マスク
″dddddddd″ の一部として見つかりませ
ん。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
ールド・マスクでピクチャー文字を表示するためのマス
ク文字が必要です。マスク文字はフィールド・マスクの
中に表示する必要があります。

| ユーザー応答: PARM2 属性に有効なフィールド・マス
| クを指定してください。
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| ISPC894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC894W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 フィールド・マスク位置
cccccccc (文字 ″dddddddd″) を予約済みピ
クチャー・ストリング文字にすることはで
きません。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントには、フィ
ールド・マスクでピクチャー文字を表示するためのマス
ク文字が必要です。マスク文字は、ピクチャー・ストリ
ング文字が検査するフィールド・マスクの決まった位置
に表示する必要があります。ピクチャー・ストリング文
字 C、c、A、a、N、n、X、x、および 9 は、フィール
ド・マスクの中ででて無効です。

| ユーザー応答: PARM2 属性に有効なフィールド・マス
| クを指定してください。
| ISPC895
|
|
|
|
|
|
|
|

ISPC895W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 フィールド・マスク
″cccccccc″ の長さは妥当性検査ストリング
″s4″ の長さと同じではありません。

解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントでは、フィ
ールド・マスクが妥当性検査ストリングのそれぞれの文
字を表示する必要があります。フィールド・マスクの長
さが妥当性検査ストリングの長さと一致する必要があり
ます。

| ユーザー応答: PARM3 属性にフィールド・マスクと長
| さと一致する有効な妥当性検査ストリングを指定してく
| ださい。
| ISPC896
|
|
|

ISPC896W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ピクチャー・ストリング
文字が妥当性検査ストリング ″cccccccc″
に見つかりません。

| 解説: PICTCN 妥当性検査では、妥当性検査ストリン
| グに少なくとも 1 つのピクチャー・ストリング文字が
| あることが必要です。
| ユーザー応答: PARM3 属性に少なくとも 1 つのピク
| チャー・ストリング文字を含む有効な妥当性検査ストリ
| ングを指定してください。
| ISPC897
|
|
|
|
|

ISPC897W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 フィールド・マスク
″eeeeeeee″ の位置 ″cccccccc″ (文字
″dddddddd″) が、妥当性検査ストリング
″ffffffff″ で有効なピクチャー・ストリング
文字に対応していません。

| 解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントでは、フィ
| ールド・マスクのマスク文字それぞれが妥当性検査スト
| リングの相対位置にある有効なピクチャー・ストリング
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| 文字に対応している必要があります。
|
|
|
|

ユーザー応答: PARM3 属性に、フィールド・マスクの
マスク文字それぞれに対して 1 つのピクチャー・スト
リング文字を含む有効な妥当性検査ストリングを指定し
てください。

| ISPC898
|
|
|
|
|

ISPC898W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 フィールド・マスク
″eeeeeeee″ の位置 cccccccc にある定数
(文字 ″dddddddd″) が、妥当性検査ストリ
ング ″ffffffff″ で関連する位置にある定数
に対応していません。

| 解説: PICTCN 妥当性検査ステートメントでは、フィ
| ールド・マスクの文字定数それぞれが妥当性検査ストリ
| ングの相対位置に対応している必要があります。
|
|
|
|

ユーザー応答: PARM3 属性に、フィールド・マスクの
中で検出された文字定数それぞれに対して一致する 1
つの文字定数を含む有効な妥当性検査ストリングを指定
してください。
ISPC901

ISPC901W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 横方向 AREA のフォー
マットが、パネル幅に達しました。 この
AREA に続くタグは、パネルの左端から
始めて、現行 AREA よりも低く、フォー
マットされます。

解説: DIR=HORIZ が指定された AREA タグが処理中
ですが、AREA の幅が PANEL 幅に達するか超えるか
しています。 ISPDTLC は、現行の AREA は指定され
たとおりフォーマットします。 次の AREA または他の
タグについては、パネルの左端からフォーマットが続行
されることになります。
ユーザー応答: AREA タグの WIDTH および DIR 属
性を確認してください。 水平方向にフォーマットされ
る複数の AREA の幅の合計は、PANEL 幅を超えるこ
とはできません。
ISPC908

解説:
ん。

ISPC908W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHECKI タグの構文エ
ラー。 CHECKI タグは削除されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 構文エラーの詳細については、前のロ
グ・メッセージを参照してください。
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ISPC909

解説:
ん。

ISPC909W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHECKI は一度しか指
定できません。 最初の指定が使用されま
す。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: ISPDTLC は、各 CHECKL 定義につき
CHECKI タグを 1 つだけサポートします。
ISPC910

解説:
ん。

ISPC910W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″ と同名の変数
が既に定義されています。

| ISPC911
|
|
|
|
|
|

ISPC911W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 VARCLASS 属性
cccccccc には値 dddddddd が必要です。
変換処理は続行されますが省略時値に影響
が出る可能性があります。 タグ・ソー
ス・ファイルを修正して、有効な
dddddddd 値を組み込んでください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 欠落している情報を TYPE=cccccccc 属
性に追加してください。

ユーザー応答: PARM2 が PARM1 より大きくなるよ
うに範囲値を調整してください。
ISPC915

解説:
ん。

解説:

ISPC912W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 TYPE=dddddddd の場
合、属性 cccccccc が必要です。 CHECKI
タグは無視されます。

必須である属性 cccccccc がありません。

ユーザー応答:
さい。
ISPC913

必須である属性の情報を追加してくだ

ISPC913W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 属性値 cccccccc が
dddddddd に対応しません。 CHECKI タ
グは無視されます。

ISPC915W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 TYPE=cccccccc に必要
でないため、属性は無視されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。
ISPC916

解説:
ん。

ISPC916W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 変換処理は属性値
cccccccc=″dddddddd″ をサポートしませ
ん。 属性 cccccccc は省略時値の
″eeeeeeee″ に設定されます。

ユーザー応答:
い。

解説:
ん。

余分な属性および値は除去してくださ

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPC918
ISPC912

ISPC914W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PARM1 が PARM2 よ
り大きいため、CHECKI タグは無視され
ます。

解説: PARM2 は RANGE 検査の上限を指定します
が、そのさい PARM1 で指定した下限よりも大きくし
なければなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 各 VARCLASS 名および各 VARDCL
名は、固有でなければなりません。

解説:
ん。

ISPC914

dddddddd を有効な値に変更してくださ

ISPC918W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 キーワード cccccccc が
指定されていません。 cccccccc は
dddddddd に設定されます。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ださい。
ISPC919

cccccccc 属性に適切な値を指定してく

ISPC919W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 NAME = ″cccccccc″ の
キーワードが dddddddd タグで定義されて
いません。

解説: PARM2 データは TYPE=CHARS に対しては無
効です。

解説: VARDCL タグが未定義の VARCLASS タグを参
照しました。

ユーザー応答: DTL 手引きと解説 に記載されている文
字ストリングのリストの中から 1 つを指定してくださ
い。

ユーザー応答: 欠落している VARCLASS 定義を指定
してください。
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ISPC921

解説:

ISPC921W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHECKI タグの
″TYPE=VALUES″ の属性値 PARM2 に
100 以上の項目が指定されています。 最
初から 100 の項目が使用されます。

ありません。

ユーザー応答:
さい。
ISPC922

値の数を最大数 100 まで減らしてくだ

ISPC922W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHECKI タグの属性
PARM2 および PARM3 に重複する値が
含まれています。 PARM3 の値は無視さ
れます。

解説: CHECKI タグの TYPE=INCLUDE の PARM3
の値には、PARM2 に指定された値とは異なる値を指定
しなければなりません。
ユーザー応答: PARM2 と PARM3 の値には固有の値
を指定してください。

| ISPC930
|
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC930W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグ中に
VARLIST タグが指定されています。
PANEL タグ中の VARLIST は今回の変
換では受け付けられますが、 ソース・フ
ァイルのタグを修正し、VARLIST タグが
PANEL タグの外側になるようにしてくだ
さい。 PANEL 中の VARLIST は有効な
コーディング構造ではありません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARLIST タグ・グループを PANEL 定
義の外側に移動してください。

| ISPC931
|
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC931W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 変数 ″cccccccc″ の
VARDCL タグが !DOCTYPE の有効範囲
の中と、PANEL タグ中に見付かりまし
た。 PANEL タグ中の VARDCL は無視
されます。 これは有効なコーディング構
造ではないので、タグ・ソース・ファイル
を修正して、パネル内の ″cccccccc″ の
VARDCL を除去してください。

解説:
ん。
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ISPC932W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 変数 ″cccccccc″ の
VARDCL タグが PANEL タグ中に見付
かりました。 PANEL タグ中の
VARDCL は今回の変換では受け付けられ
ます。 ソース・ファイルのタグを修正
し、すべての VARDCL が PANEL タグ
の外側になるようにしてください。
PANEL 中の VARDCL は有効なコーデ
ィング構造ではありません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARLIST タグ・グループを PANEL 定
義の外側に移動してください。

| ISPC934
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC934W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 CHECKI タグと
VARCLASS タグに ″TYPE=NUMERIC″
が指定されています。 今回の変換では
CHECKI タグでの指定は無視されます。
″TYPE=NUMERIC″ を CHECKI タグか
ら除去する必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: TYPE=NUMERIC の指定を CHECKI タ
グから除去してください。

| ISPC935
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC935W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 XLATL タグに
″USAGE″ が指定されています。 この属
性はタグ言語から削除されました。
″USAGE″ は参照のタグで (明示的または
暗示的に) 指定されなければいけません。
″USAGE″ を XLATL タグから除去する
必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: USAGE の指定を XLATL タグから除
去してください。
ISPC936

|

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARLIST タグ・グループを PANEL 定
義内から除去してください。
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| ISPC932
|
|
|
|
|
|
|
|
|

解説:
ん。

ISPC936W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 dddddddd で指定された
変数 cccccccc の ″VARDCL″ が見付かり
ません。 ″VARDCL″ タグでおのおのの変
数を指定してください。’

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPF メッセージ
ユーザー応答: 各パネル変数に対して VARDCL タグ
を追加してください。

| ISPC937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC937W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 VARLIST タグが
PANEL タグの中と外側の両方に指定され
ています。 変換ユーティリティーは
VARLIST の混在をサポートしません。
今回の変換では PANEL タグ中の
VARLIST は無視されます。 ソース・フ
ァイルのタグを修正し、PANEL 中の
VARLIST タグを除去する必要がありま
す。

ISPC940

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: cccccccc の VARCLASS タグを、その
タグを参照する VARDCL タグより前においてくださ
い。
ISPC941

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARLIST タグ・グループを PANEL 定
義内から除去してください。

| ISPC938
|
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC938W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 変数 ″cccccccc″ の
VARDCL タグが PANEL タグ中に見付
かりました。 VARLIST が PANEL タグ
の外側にあるため、PANEL タグ中の
VARDCL は無視されます。 ソース・フ
ァイルのタグを修正し、PANEL 中の
VARLIST/VARDCL タグのグループを除
去する必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARLIST タグ・グループを PANEL 定
義内から除去してください。

| ISPC939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解説:
ん。

ISPC939W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 PANEL タグ中の
VARDCL タグに指定された VARCLASS
属性は無視されます。 PANEL タグ中の
VARDCL は前リリースの属性としてのみ
サポートされます。 VARCLASS 属性は
VARDCL タグが PANEL の外側にある
場合のみ有効です。 ソース・ファイルの
タグを更新して、PANEL タグ中の
VARLIST/VARDCL タグ・グループを完
全に除去する必要があります。

ISPC940E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ″cccccccc″
を定義する VARCLASS タグが
″cccccccc″ を参照する VARDCL タグよ
り前になければいけません。

解説:
ん。

ISPC941E: エラー。 ファイル
″bbbbbbbb″ の行 aaaaaaaa。 ソース・フ
ァイル中で VARCLASS タグはすべて
VARLIST タグより前になければいけませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARCLASS タグはすべて、VARLIST
タグ・グループより前においてください。
ISPC943

解説:
ん。

ISPC943W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 ″TYPE=DBCS″ の場
合、長さ =″cccccccc″ は偶数でなければい
けません。 ″cccccccc″ は ″dddddddd″ に
変更されました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。
ISPC944

解説:
ん。

cccccccc の値を偶数に変更してくださ

ISPC944W: 警告。 ファイル ″bbbbbbbb″
の行 aaaaaaaa。 DBCS フィールド
″eeeeeeee″ の cccccccc=″dddddddd″ は偶数
でなければいけません。 ″dddddddd″ は
″ffffffff″ に変更されました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

dddddddd の値を偶数に変更してくださ

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: VARLIST タグ・グループを PANEL 定
義内から除去してください。
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ISPC970

解説:
ん。

ユーザー応答: ファイルのレコード長が正しいことを
検査してください。

ISPC970W: 警告。 ’aaaaaaaa’ の処理中
に、ISPDTLC が EXECIO からゼロでな
い戻りコードを受け取りました。
EXECIO の戻りコード ’cccccccc’ につい
ては、’bbbbbbbb’ の資料を参照してくだ
さい。

ISPC975

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: スペースを増やすか、ディレクトリ
ー・ブロックを追加して、データ・セット名を再割り振
りします。
ISPC972

ISPC976

ISPC971E: エラー。 ’aaaaaaaa’ のファ
イル割り振りを検査します。 .

解説: ISPDTLC EXECIO 書き込みルーチンがデータ・
セット ’aaaaaaaa’ 上でエラーを検出しました。割り振
られたスペースが使用スペースに等しい場合は、このメ
ッセージの次にメッセージ ISPC972 が表示されます。
割り振られたディレクトリー・ブロックが使用ディレク
トリー・ブロックに等しい場合は、このメッセージの次
にメッセージ ISPC973 が表示されます。

ISPC972W: 警告。割り振られたファイ
ル・スペース = 使用ファイル・スペー
ス。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: メッセージが再発した場合は、弊社サ
ービス部門に連絡してください。

ユーザー応答: 戻りコード cccccccc を引き起こす条件
を訂正してください。
ISPC971

ISPC975W: 警告。指定された数のレコー
ドを読み取る前に、ファイル終わり
(EOF) に達しました。

ISPC976E: エラー。 EXECIO が正常終
了しました。

解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
ん。 補足情報に関しては、直前のメッセージを検討し
てください。
ユーザー応答: メッセージが再発した場合は、弊社サ
ービス部門に連絡してください。

|
|
|
|
|
|

ISPC978

解説:
ん。

ISPC978W: 警告。 ISPDTLC は、
’bbbbbbbb’ の処理中に ISPF サービス
’aaaaaaaa’ から 0 以外の戻りコードを受
信しました。’aaaaaaaa’ 戻りコード
’cccccccc’ の説明については、ISPF 資料
を参照してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: 割り振られたスペースが使用スペースと等しい
場合に、メッセージ ISPC971 の後にこのメッセージが
表示されます。

ユーザー応答: ’aaaaaaaa’ の戻りコードの詳細につい
ては、ISPF の資料を参照してください。

ユーザー応答: スペースを増やして、データ・セット
名を再割り振りします。

ISPC979

ISPC973

ISPC973W: 警告。割り振られたディレク
トリー・ブロック = 使用ディレクトリ
ー・ブロック

解説: 割り振られたディレクトリー・ブロックが使用
ディレクトリー・ブロックと等しい場合に、メッセージ
ISPC971 の後にこのメッセージが表示されます。
ユーザー応答: ディレクトリー・ブロックを追加し
て、データ・セット名を再割り振りします。
ISPC974

ISPC974W: 警告。データが DISKW 操
作中に切り捨てられました。

解説: 出力レコードの長さが出力ファイルの LRECL
を超えました。
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解説:
ん。

ISPC979W: 警告。 EXECIO の戻りコー
ドの詳細については、’aaaaaaaa’ の資料
を参照してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: EXECIO の戻りコードの詳細について
は、’aaaaaaaa’ の資料を参照してください。
ISPC980A

ISPC980AE: エラー。 aaaaaaaa ファイ
ル順次データ・セット ″bbbbbbbb″ に対す
るメンバー名を指定しないでください。

解説: ログ・ファイルまたはリスト・ファイルに対し
て、順次データ・セットの名前が、ISPDTLC 呼び出し
パネルのメンバー名から入力されました。
ユーザー応答: メンバー名を除去してデータ・セット
名を訂正してください。

ISPF メッセージ
ISPC980B

ISPC980BE: エラー。 aaaaaaaa ファイ
ル区分データ・セット ″bbbbbbbb″ に対す
るメンバー名を指定しないでください。

解説: ISPDTLC 呼び出しパネルのメンバー名から、区
分データ・セットの名前が入力されました。
ユーザー応答: メンバー名を除去してデータ・セット
名を訂正してください。
ISPC981

ISPC981E: エラー。 aaaaaaaa ファイル
″bbbbbbbb″ は区分データ・セットであ
り、メンバー名を指定する必要がありま
す。 aaaaaaaa メンバー名は入力 GML
メンバー名と同じなので、メンバー名の指
定にアスタリスク (*) を使用することが
できます。

解説: ISPDTLC プロファイルで指定したログまたは、
リスト区分データ・セットは、メンバー名とともに指定
する必要があります。 メンバー名にアスタリスク (*)
を指定すると、aaaaaaaa メンバー名が入力 GML メン
バー名と同じであることを指定することができます。
ユーザー応答: DDNAME DTLaaaaaaaa で参照される
データ・セット bbbbbbbb のメンバー名を指定して、プ
ロファイル項目を訂正してください。
ISPC981A

ISPC981AI: 通知。 aaaaaaaa ファイル
″bbbbbbbb″ はメンバー名なしに指定され
た区分データ・セットです。 aaaaaaaa メ
ンバー名は入力 GML メンバー名と同じ
なので、メンバー名の指定にアスタリスク
(*) が想定されます。

解説: ISPDTLC プロファイルに指定したログまたは、
リスト区分データ・セットは、メンバー名とともに指定
します。メンバー名を指定しない場合は、アスタリスク
(*) が想定され、aaaaaaaa メンバー名が入力 GML メ
ンバー名と同じであることが指定されます。
ユーザー応答: 処置は不要。プロファイル項目を更新
して、DDNAME DTL aaaaaaaa で参照されるデータ・
セット bbbbbbbb のメンバー名を指定すると、このメッ
セージが出ないようにすることができます。
ISPC982

解説:
ん。

ISPC982E: エラー。 aaaaaaaa ファイル
″bbbbbbbb″ は使用できません。 TSO 機
能 SYSDSN からメッセージ ″cccccccc″
が返されました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
さい。
ISPC983

指定されたファイル名を訂正してくだ

ISPC983E: エラー。 ″aaaaaaaa″ のプロ
ファイルが見付かりません。

解説: ISPDTLC プロファイル aaaaaaaa が見付かりま
せん。
ユーザー応答: 正しいプロファイル・データ・セット
名を指定してください。
ISPC984
解説:
ん。

ISPC984E: エラー。 ″bbbbbbbb″ のため
の aaaaaaaa の構成が正しくありません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: このメッセージへの応答は、TSO から
ISPDTLC に戻されるメッセージにあるエラー情報によ
って異なります。
ISPC985

解説:
ん。

ISPC985E: エラー。 プロファイルの構
成が正しくありません。 プロファイル
″bbbbbbbb″ に無効な DD 名 ″aaaaaaaa″
があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: プロファイル・データ・セット
″bbbbbbbb″ 内の DD 名の値を訂正してください。
ISPC986

ISPC986E: エラー。 aaaaaaaa のファイ
ル ″bbbbbbbb″ のレコード形式 ″cccccccc″
は無効です。 このファイルは形式
″dddddddd″ でなくてはいけません。

解説: 参照される aaaaaaaa ファイルはすべて、同じ
レコード形式でなければなりません。
ユーザー応答: ファイル bbbbbbbb のレコード形式を
上記のように変更してください。
ISPC987

ISPC987E: エラー。 ファイル
″aaaaaaaa″ の割り振りに失敗しました。
TSO ALLOC 機能からメッセージ
″bbbbbbbb″ が返されました。

解説: ファイル aaaaaaaa の TSO 割り振りが失敗しま
した。
ユーザー応答: aaaaaaaa ファイルが使用可能であるこ
とを確認してください。割り振り失敗の原因が前のエラ
ーである場合は、問題を正すのに TSO をログオフしな
ければならない場合があります。
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ISPC988

解説:
ん。

ISPC988E: エラー。 ″SCRIPT″ オプショ
ンは指定してありますが、SCRIPT 出力
ファイル名が与えられませんでした。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
さい。

SCRIPT 出力のファイルを指定してくだ

ISPC996
解説:
す。

呼び出し構文の aaaaaaaa は重複している値で

ユーザー応答: 呼び出し構文から重複している値
aaaaaaaa を除去してください。
ISPC997

ISPC990

解説:

ISPC990E: エラー。 構文が正しくない:
オプションは ″aaaaaaaa″ か ″bbbbbbbb″
の一方で、両方ではいけません。

ありません。

ユーザー応答: オプション aaaaaaaa または オプショ
ン bbbbbbbb を呼び出し構文から除去してください。
ISPC991

解説:
ん。

ISPC991E: エラー。 構文が正しくない:
aaaaaaaa=″bbbbbbbb″。 aaaaaaaa の値の
長さは 1 文字から cccccccc 文字でなけ
ればなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: bbbbbbbb を最大でも cccccccc 文字ま
での長さに変更してください。
ISPC992

解説:
ん。

ISPC992E: エラー。 構文が正しくない:
aaaaaaaa=″bbbbbbbb″ に無効な文字があり
ます。 bbbbbbbb″ の先頭文字は、″A〜Z″
または ″#、$、@″ のいずれかにする必要
があります。残りの文字は ″A〜Z″、″#、
$、@″、または ″0〜9″ のいずれかにする
必要があります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
てください。
ISPC994
解説:

呼び出し構文から無効な文字を除去し

ISPC994E: エラー。 オプションが無効
です: ″aaaaaaaa″。

呼び出し構文 aaaaaaaa は無効です。

ユーザー応答: 呼び出し構文から無効な値 aaaaaaaa
を除去してください。

ISPC996E: エラー。 重複オプション:
″aaaaaaaa″。

解説:

ISPC997E: エラー。 オプションが無効
です: ″aaaaaaaa=bbbbbbbb″。

呼び出し構文 aaaaaaaa=bbbbbbbb は無効です。

ユーザー応答: 呼び出し構文から無効な値
aaaaaaaa=bbbbbbbb を除去してください。
ISPC998

解説:
ん。

ISPC998E: エラー。 ISPDTLC 呼び出し
構文は、″ISPDTLC ソース・ファイルの
指定 ( 呼び出しオプション″ となりま
す。 ″(″ は、呼び出しオプションを識別
するのに必要です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 呼び出し構文では、’ソース・ファイル
の指定’ と呼び出しオプションの間を、文字 ″(″ で区切
る必要があります。 ″(″ を入れて、呼び出しコマンドを
再指定してください。
ISPC999
解説:
ん。

ISPC999E: 変換が重大なエラーによって
終了しました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: このメッセージは、ログ内で 1 つ以上
の他のエラーに続いて出されます。 問題の解説につい
ては、これより前のメッセージを参照してください。
ISPD001

割り振りが失敗しました - DAIR RC =
aaaaaaaa (10 進)、DARC = bbbbbbbb
(16 進)。

解説: TSO 割り振りが失敗しました。 動的割り振りイ
ンターフェース戻りコード (DAIR) および動的割り振り
戻りコードが出されました。 これらの戻りコードの詳
細については、下記の「システム・プログラマーの応
答」を参照してください。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: DAIR および DARC コ
ードは、ISPF チュートリアル内にリストされていま
す。 HELP と入力して、最初のチュートリアル・パネ
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ルを出し、そこでコマンド行から INDEX と入力してく
ださい。 コマンド行から D と入力すると、トピック画
面が出ます。そこで D1 を選択して DAIR および
DARC コードを見てください。
ISPD002

データ・セットが見付かりません ’aaaaaaaa’ がボリューム ’bbbbbbbb’ にあ
りません。

解説: 指定されたデータ・セットが指定のボリューム
上で見付かりませんでした。
ユーザー応答: データ・セット名およびボリュームを
確認してください。 システム・プログラマーに連絡し
てください。
システム・プログラマー応答: データ・セット名およ
びボリュームを確認してください。 データ・セット名
が有効なものだった場合は、データ・セットのボリュー
ム上の位置を確認してください。
ISPD003

カタログまたは VTOC のエラー - 入出
力、記憶域不足、回復不能のいずれかのエ
ラーが、ボリューム aaaaaaaa で起きまし
た。

解説: TSO DAIR からの戻りコードに、上記の 3 つの
問題のいずれであるかが示されています。 このエラ
ー・メッセージの情報をシステム・プログラマーに連絡
してください。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 示されたボリュームの
問題が判別できない場合は、弊社サポート部門まで連絡
してください。
ISPD004

ボリューム ’aaaaaaaa’ が使用不能です ボリュームが装てんされていないか、この
ユーザーの使用が許可されていません。

解説: 要求したボリュームが装てんされていないか、
要求者がこのボリュームの使用の許可を受けていませ
ん。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: このユーザーがボリュ
ームを使用できない理由を判別してください。

ISPD005

データ・セットが使用中です - データ・
セット ’aaaaaaaa’ は、他のユーザーによ
って使用中です。あとで再試行してくださ
い。

解説: 他のユーザーがこのデータ・セットを使用して
います。 あとでこのデータ・セットへのアクセスを再
試行してください。
ユーザー応答: あとでデータ・セットへのアクセスを
再試行してください。
ISPD006

ボリューム ’aaaaaaaa’ の VTOC がいっ
ぱいです - ボリューム目録には、これ以
上のデータ・セット用のスペースがありま
せん。

解説: このボリュームのボリューム目録 (VTOC) がい
っぱいです。他のデータ・セットを VTOC に追加する
ことはできません。
ユーザー応答: 上記の情報をシステム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマー応答:
を解決してください。
ISPD007

DASD スペースの問題

ボリューム ’aaaaaaaa’ にスペースがない
- データ・セット bbbbbbbb’ 用のスペー
スが足りません。

解説: 指定されたボリュームには、指定のデータ・セ
ット用のスペースが足りません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
を解決してください。
ISPD008

DASD スペースの問題

無効な索引構造体 - データ・セット名
’aaaaaaaa’ の索引が矛盾しています。

解説: TSO DAIR ルーチンがこのデータ・セットの問
題を報告しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
解決してください。

DASD の索引の問題を
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ISPD009
解説:

DDNAME が見付かりません - DDNAME
’aaaaaaaa’ は割り振られていません。

ISPD015

DD 名 が割り振られていません。

ユーザー応答: DD 名を割り振るか、担当のプログラマ
ーに連絡してください。
ISPD010

ファイル名が使用中です - ファイル名
(DDNAME) ’aaaaaaaa’ が他のデータ・セ
ットに割り振られています。

解説:
す。

追加の DD 名を割り振ることができなくなりま

ユーザー応答:
ださい。
ISPD016

解説: この時点では、この DD 名をこのユーザーが使
用することはできません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマー応答:
ださい。
ISPD011

解説:
た。

割り振りを訂正してく

DDNAME に構文エラーがありました ファイル名 (DDNAME) ’aaaaaaaa’ に無
効な特殊文字が含まれています。

無効な特殊文字が DDNAME で見付かりまし

ユーザー応答:
ISPD012

DD 名の構文を訂正してください。

メンバー名に構文エラーがありました メンバー名 ’aaaaaaaa’ に無効な特殊文字
が含まれています。

解説: 指定されたメンバー名に無効な特殊文字が含ま
れています。
ユーザー応答:
い。
ISPD013

解説:
ん。

メンバー名の構文を訂正してくださ

データ・セット名が無効です - データ・
セット名 ’aaaaaaaa’ に構文エラーがあり
ます。

ISPD014

DS がカタログにない - aaaaaaaa がカタ
ログにありません。

解説: データ・セット名がカタログ内に見付かりませ
んでした。
ユーザー応答:
ださい。
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データ・セットが重複しています - デー
タ・セット ’aaaaaaaa’ はすでに存在して
います。

ユーザー応答: 別の名前を使用してデータ・セットを
作成してください。
ISPD017

データ・セットが区分ではありません メンバー ’aaaaaaaa’ がデータ・セット
’bbbbbbbb’ に対して指定されました。

解説: このデータ・セットは区分データ・セットでは
ありません。
ユーザー応答: このメンバーを区分データ・セットに
格納するか、順次データ・セットとして格納するかして
ください。
ISPD018

複数ボリューム・データ・セット - デー
タ・セット ’aaaaaaaa’ が複数のボリュー
ムを占有しています。

解説: このユーザーには複数ボリューム・サポートは
ありません。
ユーザー応答:
ださい。
ISPD019

解説:
データ・セットの構文を訂正してくだ

システム・プログラマーに連絡してく

解説: この名前でデータ・セットを作成することはで
きません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
さい。

動的 DD が使い果たされました - デー
タ・セット ’aaaaaaaa’ が割り振りできま
せん。

システム・プログラマーに連絡してく

カタログ・エラー - すでにカタログ済み
か、VSAM 保護か、その他 ’aaaaaaaa’。

カタログしようとして失敗しました。

ユーザー応答: 別の名前を使用するか、システム・プ
ログラマーに連絡してください。
ISPD020

データ・セットがすでにオープン - デー
タ・セット ’aaaaaaaa’ はすでにユーザー
自身によって使用中です。

解説: ユーザーはすでにデータ・セットを使用してい
ますので、再度オープンすることはできません。
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ユーザー応答: データ・セットを使う他のタスクを完
了させたのち、このタスクが使用できるようになりま
す。
ISPD021

割り振りが拒否されました - データ・セ
ット ’aaaaaaaa’ - 要求が導入システム出
口によって拒否されました。

解説: 導入システムでは、このユーザーはこのデー
タ・セットを使用することは許可されません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

ISPD103

解説: キーワード名が、以下の理由のいずれかのため
無効です。
v キーワード名が 10 文字を超えている。
v キーワード名が有効なキーワード名の 1 つでない。
v MODE キーワードが PGM または CMD と一緒に使
用されていない。
プログラマー応答:
てください。
ISPD104

ISPD022

割り振りが失敗しました - DAIR RC =
’aaaaaaaa’ (10 進)、CTRC = ’bbbbbbbb’
(16 進)。

解説: 割り振りが失敗しました。割り振り失敗の理由
を判別するのには、上記の戻りコードが必要です。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: DAIR および DARC コ
ードは、ISPF チュートリアル内にリストされていま
す。 HELP と入力して、最初のチュートリアル・パネ
ルを出し、そこでコマンド行から INDEX と入力してく
ださい。 コマンド行から D と入力すると、トピック画
面が出ます。 そこで D1 を選択して DAIR および
DARC コードのリストを見てください。
ISPD023

テープのサポートなし - ISPF はテープ
に収められたデータ・セットをサポートし
ません。

解説: テープ上のデータ・セットの割り振りが失敗し
ました。 ISPF はテープ上のデータ・セットはサポート
しません。

解説:

パネル名が無効です - ’aaaaaaaa’ - 8 桁
までです。

パネル名は 8 文字以下にする必要があります。

プログラマー応答:
さい。
ISPD102
解説:
す。

パネル名を短くして使用してくだ

パラメーターが無効です - ’aaaaaaaa’ が
無効です。

プログラマー応答:
てください。
ISPD105

キーワードを訂正して、再試行し

記憶域が足りません - コマンドを処理で
きません。

解説: ISPF コマンド構文の解析中、または、内部ファ
イル制御テーブルの作成中に、主記憶域に対する
GETMAIN コマンドが、失敗しました。 コマンドは処
理されませんでした。
プログラマー応答: より大きな領域で、プログラムの
実行を再試行してください。
パラメーターが矛盾する - CMD が他の
パラメーターと矛盾します。

解説: CMD キーワードと矛盾するキーワードが見付か
りました。 たとえば、PGM と CMD の両方を同じコ
マンド内で使用することはできません。
プログラマー応答: CMD キーワードがどのように使用
されているかを確認し、矛盾を取り除いてください。

プログラム名が無効です - ’aaaaaaaa’ - 8
桁までです。

プログラム名は 8 文字以下にする必要がありま

プログラマー応答:
てください。

キーワードを訂正して、再試行し

解説: キーワード名が、以下の理由のいずれかのため
無効です。
v 括弧に入った値のみが指定され、その前に名前がなか
った。
v キーワードにあるべき値が入っていない。
v キーワードが 10 文字を超えている。
v MODE キーワードの値が FSCR または LINE でな
い。

ISPD106
ISPD101

キーワードが無効です - ’aaaaaaaa’ が無
効です。

プログラム名を短くして再試行し

ISPD107

パラメーターが矛盾する - PGM が他の
パラメーターと矛盾します。

解説: PGM キーワードと矛盾するキーワードが見付か
りました。 たとえば、PGM と PANEL の両方を同じ
コマンド内で使用することはできません。
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プログラマー応答: PGM キーワードがどのように使用
されているかを確認し、矛盾を取り除いてください。
ISPD108

パラメーターが矛盾する - PANEL が他
のパラメーターと矛盾します。

解説: PANEL キーワードと矛盾するキーワードが見付
かりました。 たとえば、PANEL キーワードと PARM
キーワードの両方を同じコマンド内で使用することはで
きません。
プログラマー応答: PANEL キーワードがどのように使
用されているかを確認し、矛盾を取り除いてください。

ISPD113

解説: 表示が要求されたパネルは、有効なメニュー・
パネルではありません。 これは、パネルに ZSEL 変数
がないせいである可能性があります。
ユーザー応答: パネル名がメニュー・パネルのもので
あることを確認してください。
プログラマー応答: 必要であれば、ZSEL 変数をパネル
定義に追加してください。
ISPD114

ISPD109

コマンドが無効です - 左括弧と右括弧が
正しく対応していません。

解説: 各左括弧にはそれぞれ、対になる右括弧がなけ
ればなりません。 コマンドに、対になっていない左括
弧か右括弧があります。
プログラマー応答: 括弧が正しく対になるように構文
を訂正してください。
ISPD110

コマンドの ABEND - ’aaaaaaaa’ が異常
終了しました。

解説: ISPF コマンド aaaaaaaa が異常終了しました。
システム異常終了だった場合には、システム異常終了コ
ードを含むメッセージ ISPG075 が出されました。 ユー
ザー異常終了だった場合には、ユーザー異常終了コード
を含むメッセージ ISPG073 が出されました。
プログラマー応答: 異常終了について説明している他
のメッセージを確認してください。
コマンドが未完了 - ’aaaaaaaa’ がアテン
ションによって中断されました。

解説: コマンドまたは CLIST が ATTENTION が出さ
れたため完了しませんでした。 これは、PA1 キーが押
されたため起きた可能性があります。
ユーザー応答:

プログラマー応答: 1 〜 4 文字の NEWAPPL キーワ
ード値を指定して、コマンドを再試行してください。
ISPD115

プログラマー応答: OPT キーワードを 1 つだけにし
て、コマンドを再試行してください。
オプションが長過ぎます - 指定できるオ
プションの長さの最大は 24 桁です。

解説: OPTION の値には長さ制限がありますが、その
制限を超えてしまいました。
プログラマー応答:
てください。

OPTION の長さを短くして使用し

応答は必要ありません。

プログラム名が無効です - ’aaaaaaaa’ に
対する連係ができませんでした。

解説: aaaaaaaa という名前のプログラムへの MVS
LINK が失敗しました。 理由は、以下のいずれかの可
能性があります。
v プログラムが見付からなかった。
v プログラムが許可されていなかった。
プログラマー応答: aaaaaaaa の名前と許可にエラーが
ないか、確認してください。
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オプションが矛盾します - OPT キーワー
ドが前に指定したオプションと矛盾しま
す。

解説: OPT キーワードは、最初のメニューのオプショ
ンを指定します。 このキーワードを複数回使用するこ
とはできません。

ISPD117
ISPD112

NEWAPPL ID が無効 - aaaaaaaa は正し
い NEWAPPL ID ではありません。 長さ
が 4 桁を超えています。

解説: NEWAPPL キーワードには、1 〜 4 文字のアプ
リケーション ID が必要です。 指定された ID は 4 文
字を超えていました。

ISPD116
ISPD111

パネルが無効です - ’aaaaaaaa’ は正しい
選択パネルではありません。
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最初に呼び出された CLIST が戻りコード
aaaaaaaa を返して終了しました。

解説: CLIST または REXX プロシージャーが
ISPSTART 時に選択され、0 と 4 以外の戻りコードで
終了しました。 0 と 4 だけが有効な値です。
プログラマー応答: 値を呼び出し元プログラムまたは
プロシージャーに戻したい場合は、ZISPFRC 変数を使
用することを検討してください。詳細については、ISPF
対話開発者用 手引きと解説 を参照してください。
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ISPD118

最初に呼び出されたモジュールが戻りコー
ド aaaaaaaa を返して終了しました。

解説: プログラム・モジュールが ISPSTART 時に選択
され、0 と 4 以外の戻りコード値を設定しました。 0
と 4 だけが有効な値です。
プログラマー応答: ISPSTART を呼び出したプログラ
ムまたはプロシージャーに戻りコードを設定したい場合
には、ZISPFRC 変数を使用してこの値を戻すことを検
討してください。詳細については、ISPF 対話開発者用
手引きと解説 を参照してください。
ISPD119

必須パラメーターがない - 選択パラメー
ターには、PGM、CMD または PANEL
のどれかが必要です。

プログラマー応答: ネストされた ISPEXEC コマンド
の使用は避けてください。
ISPD123

コマンドが無効です - コマンド
’aaaaaaaa’ が見付からないか、または無
効な構文を含んでいます。

解説: コマンドが見付からなかったか、コマンドが実
行可能でなかったか、あるいは、出口ルーチンが無効な
戻りコードを戻したかのいずれかです。
プログラマー応答: コマンドが想定されたライブラリ
ーで見付かりませんでした。
ISPD124

コマンドが無効です - コマンド名
’aaaaaaaa’ に無効な構文が含まれていま
す。

解説: SELECT の必須パラメーターが、欠落していま
した。 OPT パラメーターが指定された場合には、
PANEL が欠落していました。 LANG パラメーターが
指定された場合には、CMD が欠落していました。
PARM パラメーターが指定された場合には、PGM が欠
落していました。

解説: コマンド名が無効です。 コマンド名は、英字ま
たは @、#、$ のいずれかで始めなければなりません。
残りの文字は英数字にする必要があります。 MVS で
は、残りの文字 (先頭の文字は除く) に X'C0' (中括弧の
左側) を使用することができます。

プログラマー応答: 必須パラメーターを追加して、要
求を再試行してください。

プログラマー応答: コマンド名構文を訂正して、上記
の規則に適合するようにしてください。

ISPD120

CLIST 名が無効です - ’aaaaaaaa’ - 名前
が 8 桁を超えています。

解説: CMD パラメーターに指定した CLIST 名は、8
文字より長くすることはできません。
プログラマー応答: CLIST 名を 8 文字以下になるよう
に訂正してください。
ISPD121

オプションの指定が無効です - ’aaaaaaaa’
- 無効なオプションの選択が含まれていま
す。

解説: SELECT サービス要求が OPT キーワードを使
用しましたが、キーワードの値が選択したパネルに対し
て無効でした。 たとえば、パネル XYZ ではオプショ
ン 1 から 5 が有効であるのに OPT(6) が指定された、
といったことです。
プログラマー応答: SELECT 要求のパネル名または
OPT の値を変更してください。
ISPD122

使えないコマンドです - ’aaaaaaaa’ コマ
ンドは ISPEXEC 選択サービス要求の中
では使えません。

ISPD126

コマンドが無効です - LOGON、
LOGOFF、SPF、ISPF などのコマンドは
使えません。

解説: ISPF 環境に損害を与える可能性のある特殊コマ
ンドは、許可されません。 これらのコマンドには、
LOGON、LOGOFF、SPF、ISPF、テスト許可コマンド、
許可プログラムを呼び出すコマンドがあります。 CLIST
はこれらのコマンドのいずれも呼び出すことはできませ
ん。
プログラマー応答: 許可されないコマンドを除去した
のち、続行してください。
ISPD130

反復的使用は不可です - ISPF 機能
( aaaaaaaa ) の反復的使用は認められて
いません。

解説: 非再帰的 ISPF 機能はすでに活動状態でした
が、他のプログラムへの連係が試みられました。 これ
は許されません。
プログラマー応答: ISPF を再帰的に使用しないように
アプリケーションを訂正してください。

解説: ネストされたコマンド (おそらくは ISPEXEC)
が ISPEXEC コマンド要求内で見付かりました。
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ISPD132

記憶域が足りません - ISPF の PDF 構
成要素のサブルーチンをロードする記憶域
が足りません。

解説: PDF をロードするのに十分なだけの主記憶域が
ありません。
プログラマー応答: 必要に応じて ISPF の領域サイズ
を増やしてください。
ISPD133

アプリケーション ID が無効です - アプ
リケーション ID ’aaaaaaaa’ はダイアロ
グ・マネージャーによってシステム使用の
ために予約されています。

解説: ″ISP″ で始まり、さらに 4 番目の文字が非ブラ
ンクのアプリケーション ID はすべて、無効な ID で
す。
プログラマー応答: メッセージで説明した規則に違反
しないアプリケーション ID を使用してください。
ISPD134

アプリケーション ID が無効です - アプ
リケーション ID ’aaaaaaaa’ の先頭また
は途中に無効な文字があります。

解説: アプリケーション ID は、英字または @、#、$
のいずれかの文字で始めなければなりません。残りの文
字は英数字である必要があります。 MVS の X'C0' (中
括弧の左側) 文字は、先頭以外のどこの文字位置でも使
用することができます。
プログラマー応答: メッセージで説明した規則に適合
するように、アプリケーション ID を訂正してくださ
い。
ISPD135

選択ストリングの打ち切り - 代入した選
択ストリングが最大長の 32767 桁を超え
ています。

解説: 変数の代入を行ったところ、ISPF コマンド・テ
キストの長さが 32 767 バイトを超えてしまいました。

る LANG の値を使用するようにしてください。
ISPD137

言語パラメーターのエラー - 言語パラメ
ーター値の ’aaaaaaaa’ に構文エラー。

解説: 言語パラメーター値に、次のような構文エラー
があります。 すなわち、言語名の後に余分な文字があ
るか、名前の途中にブランクがあるか、無効な区切り文
字があるかいずれかの可能性があります。
プログラマー応答: 言語パラメーターを訂正して、構
文エラーを除去してください。
ISPD139

言語サイズ・エラー - 言語サイズに数字
以外の文字が含まれているか、または桁数
が多過ぎます。

解説: 言語サイズ・パラメーターに非数値文字がある
か、あるいは 8 桁より多い桁数になっています。
プログラマー応答:
してください。
ISPD140

言語サイズ・パラメーターを訂正

オプションの入力 - リストされたオプシ
ョンのいずれかを入力してください。

解説: メニュー・パネルにオプション値が入力されま
せんでした。 これは、基本オプション・メニュー以外
のメニュー・パネルすべてにあてはまります。
ユーザー応答: メニュー・パネルで強調表示されてい
るオプションの 1 つを入力したのち、ENTER キーを押
してください。
ISPD141

オプションが無効 - 入力されたオプショ
ンが無効です。

解説: 入力されたオプションが、メニュー・パネルで
定義されているオプションの 1 つではありませんでし
た。 メニュー・パネル定義は、無効なオプション選択
を ″?″ 文字で置き換えて、このメッセージが表示される
ようにしました。

プログラマー応答: 代入後でもコマンド・テキストが
32 767 バイトより小さくなるように、代入される変数を
訂正してください。

ユーザー応答: このメニューに有効なオプション値を
入力してください。

システムの処置:

ISPD144

ISPD136

コマンドは実行されません。

言語パラメーターが無効 - ’aaaaaaaa’ が
言語パラメーターの指定として無効です。

解説: LANG パラメーターの値は APL、COBOL、
PL1、PLI のいずれかにする必要があります。 指定され
た値は無効でした。
プログラマー応答:
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パネル定義エラー - 100 個のパネルが処
理されました。 リターン・キー停止が見
付かりません。 ZPARENT がループを引
き起こしています。

解説: RETURN コマンドの実行後に、ISPF は、階層
(または明示) パネル・チェーンの中で、基本オプショ
ン・メニューを表示しようとします。 100 より多いパ
ネルがチェーン内にある場合は、ISPF は、ZPARENT
の指定にエラーがありパネル・チェーンの無限ループを

ISPF メッセージ
引き起こしているとみなします。 処理は停止します。
プログラマー応答: パネル定義またはアプリケーショ
ン内の ZPARENT の指定にエラーがないかどうか、調
べてください。
ISPD145

ロゴ・パネル名が無効です - ’aaaaaaaa’ 名前が 8 桁を超えています。

ーチンが許可コマンドを受け入れなかった可能性もあり
ます。
プログラマー応答:
けてください。
ISPD151

ISPF での許可コマンドの使用は避

言語修飾子の誤り - APL 言語に対して使
える値は START だけです。

解説: ISPSTART コマンドの LOGO キーワードが、長
さが 8 文字より長いパネル名を指定しています。 8 文
字より長いものは許されません。

解説: START 以外のなんらかの値が APL 言語修飾子
に指定されました。 あるいは、START の後ろに何か無
効なものが続いていました。

プログラマー応答: LOGO キーワードを訂正して、パ
ネル名を短くして使用するようにしてください。

プログラマー応答:
ください。

ISPD146

キーワードが矛盾する - BARRIER およ
び NEST は、CMD キーワードと一緒の
場合にのみ、使用できます。

ISPD153

APL 言語修飾子の構文を訂正して

PASSLIB の指定が無効 - PASSLIB を指
定するには NEWAPPL の指定が必要で
す。

解説: BARRIER と NEST は、TSO 環境でのみ使用し
てください。

解説: PASSLIB キーワードが使用されましたが、
NEWAPPL が欠落していました。

プログラマー応答: CMD 機能が呼び出されない場合、
BARRIER または NEST キーワードは除去してくださ
い。 これらのキーワードは、CMD パラメーターと一緒
に使用する場合のみ有効となります。

プログラマー応答:
してください。

ISPD147

環境が適切でない - キーワード
BARRIER および NEST は、TSO 環境
でのみ有効です。

解説: BARRIER と NEST は、TSO 環境でのみ使用し
てください。
プログラマー応答: BARRIER と NEST は、TSO 環境
でのみ使用してください。
ISPD148

BLDL のエラー - プログラム aaaaaaaa
に対する LIBDEF 探索の処理のエラー。
BLDL 戻りコード = bbbbbbbb。

解説: LIBDEF が ISPLLIB に指定されていました。エ
ラーは、BLDL が SELECT サービスの呼び出し中にプ
ログラムを探しているときに、起きました。 戻りコー
ドの 8 は、通常は入出力エラーを示します。
ユーザー応答: BLDL マクロ戻りコードの説明につい
ては、該当するシステム資料を参照してください。
ISPD150

呼び出しエラー - 許可コマンド
’aaaaaaaa’ の呼び出しでシステム・エラ
ーが起きました。

解説: ISPF は、LOGON などの許可コマンドを呼び出
すことはできません。 また、TSO コマンド開始出口ル

ISPD154

構文を訂正し、コマンドを再試行

記憶域解放時のエラー - アプリケーショ
ン・ライブラリーのブロック解放時にエラ
ーが起きました。

解説: LIBDEF 制御ブロックの FREEMAIN の実行中
に、重大エラーが起きました。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPD155

弊社サポート部門まで

割り振り解除に失敗 - 割り振り解除に失
敗 - 割り振り済みデータ・セットを調べ
てください。

解説: LIBDEF データ・セットの割り振り解除が、
ISPEXEC の終了処理中に失敗しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答:
ださい。
ISPD156

弊社サポート部門まで連絡してく

許可は失敗 - サービス開始選択出口ルー
チンに要求は拒否されました。

解説: 出口ルーチンは要求を拒否しました。その要求
には、出口を使用するための権限がなかったからです。
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プログラマー応答:
ISPD157

許可の失敗を訂正してください。

重大エラー - サービス開始選択出口ルー
チンから無効戻りコード aaaaaaaa が返さ
れました。

ISPD177

インターフェース・エラー - TSO ルーチ
ン IRXSTK からの RC = ’aaaaaaaa’、機
能 = MARKTERM。

解説: 選択サービス開始出口ルーチンが予期しない戻
りコードを返してきました。戻りコードはメッセージに
示されています。

解説: SELECT サービスの NEWAPPL 処理中に、
REXX データ・スタックにバリアを入れる
(MARKTERM) ために、ルーチン IRXSTK が呼び出さ
れました。 IRXSTK は戻りコード aaaaaaaa を設定し
ました。これは内部エラーです。

プログラマー応答: 出口ルーチンのどこで予期しない
戻りコードが生成されたのか、調べてください。

プログラマー応答:
てください。

ISPD158

呼び出しエラー - コマンド ’aaaaaaaa’ の
呼び出しでシステム・エラーが起きまし
た。

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPD178

解説: このコマンドの開始処理中に、ルーチン
IKJTBLS が異常終了しました。
プログラマー応答: 異常終了情報を調べて、異常終了
の原因を判別してください。
ISPD175

IKJADTAB インターフェース・エラー TSO ルーチン IKJADTAB からの RC =
’aaaaaaaa’、機能 = ’bbbbbbbb’。

解説: SELECT サービスの NEWAPPL 処理中に、新し
い選択レベルの ALTLIB テーブルの設定または解放を
行うために、TSO ルーチン IKJADTAB が呼び出されま
した。 IKJADTAB は戻りコード aaaaaaaa を設定しま
した。これは内部エラーです。 サービス機能 bbbbbbbb
は、IKJADTAB に受け渡された機能です。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

インターフェース・エラー - TSO ルーチ
ン IRXSTK からの RC = ’aaaaaaaa’、機
能 = DROPTERM。

解説: SELECT サービスの NEWAPPL 処理中に、
REXX データ・スタックからバリアを除去する
(DROPTERM) ために、TSO ルーチン IRXSTK が呼び
出されました。 IRXSTK は戻りコード aaaaaaaa を設
定しました。これは内部エラーです。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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弊社サポート部門まで

画面名が無効です - 画面名は、複数文字
の長さが必要で、すべて英数字でなければ
なりません。さらに、LIST、PREV、
NEXT のいずれの名前にすることもでき
ません。

解説: 画面名は、2 〜 8 文字の長さのみ可能で、ま
た、すべての英数字を使用することができます。
LIST、PREV、NEXT にすることはできません。
プログラマー応答: SELECT サービスに指定した画面
名を訂正してください。
ISPD189

引用符の不一致 - ストリング中の引用符
が、対になっていません。

解説: ISPF サービス要求に対するキーワード (括弧で
囲まれています) の中で、対になっていない引用符が見
付かりました。
プログラマー応答: コマンド構文を訂正して、対にな
っていない引用符をなくしてください。
ISPD201

ISPD176

システム・プログラマーに連絡し

解説:

パネル名が無効です - ’aaaaaaaa’ - 名前
が 8 桁を超えています。

パネル名は 8 文字以下にする必要があります。

プログラマー応答:
さい。
ISPD202
解説:
す。

パネル名を短くして使用してくだ

プログラム名が無効です - ’aaaaaaaa’ 名前が 8 桁を超えています。

プログラム名は 8 文字以下にする必要がありま

プログラマー応答:
ください。

プログラム名を短くして使用して

ISPF メッセージ
ISPD203

キーワードが無効です - ’aaaaaaaa’ に誤
ったキーワードがあります。

解説: キーワード名が、以下の理由のいずれかのため
無効です。
v 名前が 10 文字を超えている。
v 名前が有効なキーワード名の 1 つでない。
v MODE キーワードが PGM または CMD と一緒に使
用されていない。
プログラマー応答:
てください。
ISPD204

キーワードを訂正して、再試行し

解説: キーワード名が、以下の理由のいずれかのため
無効です。
v 括弧に入った値のみが指定され、その前に名前がなか
った。
v キーワードにあるべき値が入っていなかった。
v キーワードが 10 文字を超えていた。
v MODE キーワードの値が FSCR または LINE でなか
った。

ISPD205

記憶域が足りません - 処理を続けること
ができません。

プログラマー応答: より大きな領域で、アプリケーシ
ョンの実行を再試行してください。 援助が必要な場合
は、弊社サポート部門まで連絡してください。
パラメーターが矛盾する - CMD が他の
キーワードと矛盾します。

解説: CMD キーワードと矛盾するキーワードが見付か
りました。 たとえば、PGM と CMD の両方を同じコ
マンド内で使用することはできません。
プログラマー応答: CMD キーワードがどのように使用
されているかを確認し、矛盾を取り除いてください。
ISPD207

パラメーターが矛盾する - PANEL が他
のキーワードと矛盾します。

解説: PANEL キーワードと矛盾するキーワードが見付
かりました。 たとえば、PANEL キーワードと PARM
キーワードの両方を同じコマンド内で使用することはで
きません。

ISPD209

パラメーターが矛盾する - PGM が他の
キーワードと矛盾します。

解説: PGM キーワードと矛盾するキーワードが見付か
りました。 たとえば、PGM と PANEL の両方を同じ
コマンド内で使用することはできません。

パラメーターが間違い - 左括弧と右括弧
が正しく対応していません。

解説: 各左括弧にはそれぞれ、対になる右括弧がなけ
ればなりません。 コマンドに、対になっていない左括
弧か右括弧がありました。
プログラマー応答: 括弧が正しく対になるように構文
を訂正してください。
ISPD210

キーワードを訂正して、再試行し

解説: ISPF コマンド構文の解析中、または、内部ファ
イル制御テーブルの作成中に、主記憶域に対する
GETMAIN コマンドが、失敗しました。 コマンドは実
行されませんでした。

ISPD206

ISPD208

プログラマー応答: PANEL キーワードがどのように使
用されているかを確認し、矛盾を取り除いてください。

パラメーターが無効です - ’aaaaaaaa’ に
誤ったパラメーターがあります。

プログラマー応答:
てください。

プログラマー応答: PGM キーワードがどのように使用
されているかを確認し、矛盾を取り除いてください。

解説:

コマンドの ABEND - ’aaaaaaaa’ が異常
終了しました。

aaaaaaaa コマンドが異常終了しました。

プログラマー応答: 与えられたエラー・メッセージと
ログ情報を使用して、異常終了の原因を判別してくださ
い。 問題判別を支援する ENVIRON コマンドおよびダ
イアログ・テスト機能を使用することを、検討してくだ
さい。詳細については、ISPF 対話開発者用 手引きと解
説 を参照してください。
ISPD211

コマンドが未完了 - ’aaaaaaaa’ がアテン
ションによって中断されました。

解説: コマンドまたは CLIST が ATTENTION が受信
されたため完了しませんでした。これは、PA1 キーが押
されたため起きた可能性があります。
ユーザー応答:
ISPD212

応答は必要ありません。

プログラム名が無効です - ’aaaaaaaa’ に
対して連係できませんでした。ABEND
CODE = x’bbbbbbbb’。

解説: aaaaaaaa という名前のプログラムへの MVS
LINK が失敗しました。 理由は、以下のいずれかの可
能性があります。
v プログラムが見付からなかった。
v プログラムが許可されていなかった。
プログラマー応答:

aaaaaaaa の名前と許可にエラーが
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ないか、確認してください。
ISPD213

パネルが無効です - ’aaaaaaaa’ は正しい
選択パネルではありません。

解説: 表示が要求されたパネルは、有効なメニュー・
パネルではありません。 これは、パネルに ZSEL 変数
がないせいである可能性があります。
ユーザー応答: パネル名がメニュー・パネルのもので
あることを確認してください。
プログラマー応答: 必要であれば、ZSEL 変数をパネル
定義に追加してください。
ISPD214

NEWAPPL ID が無効です - ’aaaaaaaa’
は正しい ’NEWAPPL ID’ ではありませ
ん。 長さが 4 桁を超えています。

解説: NEWAPPL キーワードには、1 〜 4 文字のアプ
リケーション ID が必要です。 指定された ID は 4 文
字を超えていました。
プログラマー応答: 1 〜 4 文字の NEWAPPL キーワ
ード値を指定して、コマンドを再試行してください。
ISPD215

オプションが矛盾します - OPT キーワー
ドが前に指定したオプションと矛盾しま
す。

対話開発者用 手引きと解説 を参照してください。
ISPD218

最初のプログラム RC > 4 - 最初に呼び
出されたモジュールが戻りコード =
aaaaaaaa を返して終了しました。

解説: プログラム・モジュールが選択され、0 と 4 以
外の戻りコード値を設定しました。 0 と 4 だけが有効
な値です。
プログラマー応答: プログラムまたはプロシージャー
に戻りコードを設定したい場合には、ZISPFRC 変数を
使用してこの値を戻すことを検討してください。詳細に
ついては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参照し
てください。
ISPD219

必須パラメーターがない - 選択パラメー
ターには、PGM、CMD または PANEL
のどれかが必要です。

解説: SELECT の必須パラメーターが、欠落していま
した。 OPT パラメーターが指定された場合には、
PANEL が欠落していました。 LANG パラメーターが
指定された場合には、CMD が欠落していました。
PARM パラメーターが指定された場合には、PGM が欠
落していました。
プログラマー応答: 必須パラメーターを追加して、要
求を再試行してください。

解説: OPT キーワードは、最初のメニューのオプショ
ンを指定します。 このキーワードを複数回使用するこ
とはできません。

ISPD220

プログラマー応答: OPT キーワードを 1 つだけにし
て、コマンドを再試行してください。

解説: CMD パラメーターに指定した CLIST 名は、8
文字より長くすることはできません。

ISPD216

オプションが長過ぎます - 指定できるオ
プションの長さの最大は 24 桁です。

プログラマー応答: CLIST 名を 8 文字以下になるよう
に訂正してください。

解説: OPTION の値には長さ制限がありますが、その
制限を超えてしまいました。

ISPD221

プログラマー応答:
てください。

解説:

ISPD217

OPTION の長さを短くして使用し

最初の CLIST RC > 4 - 最初に呼び出さ
れた CLIST が戻りコード = aaaaaaaa を
返して終了しました。

解説: CLIST または REXX プロシージャーが選択さ
れ、0 と 4 以外の戻りコードで終了しました。 0 と 4
だけが有効な値です。
プログラマー応答: 値を呼び出し元プログラムまたは
プロシージャーに戻したい場合は、ZISPFRC 変数を使
用することを検討してください。詳細については、ISPF
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CLIST 名が無効です - ’aaaaaaaa’ - 名前
が 8 桁を超えています。

オプションの指定が無効で- ’aaaaaaaa’ 無効なオプションの選択があります。

選択されたオプションが無効です。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: SELECT サービスで選択されたオ
プションを訂正してください。

ISPF メッセージ
ISPD222

使えないコマンドです - ’aaaaaaaa’ はコ
マンド行では使えません。また、SELECT
CMD 要求内でネストすることもできませ
ん。

解説: ネストされたコマンド (おそらくは ISPEXEC)
が ISPEXEC コマンド要求内で見付かりました。
プログラマー応答: ネストされた ISPEXEC コマンド
の使用は避けてください。

ISPD230

解説: 非再帰的 ISPF 機能はすでに活動状態でした
が、他のプログラムへの連係が試みられました。 これ
は許されません。
プログラマー応答: ISPF を再帰的に使用しないように
アプリケーションを訂正してください。
ISPD232

ISPD223

コマンドが無効です - コマンド
’aaaaaaaa’ が見付からないか、または無
効な構文を含んでいます。

解説: コマンドが見付からなかったか、コマンドが実
行可能でなかったか、あるいは、出口ルーチンが無効な
戻りコード (0、4、または 16) を戻したかのいずれかで
す。
プログラマー応答: コマンドが想定したライブラリー
にあるのか、コマンドが実行可能なのか、および、コマ
ンドのすべてのユーザー出口ルーチンが有効な戻りコー
ドを戻すかについて、確認してください。
ISPD224

コマンドが無効です - コマンド名
’aaaaaaaa’ に無効な構文が含まれていま
す。

解説: コマンド名が無効です。 コマンド名は、英字ま
たは @、#、$ のいずれかで始めなければなりません。
残りの文字は英数字にする必要があります。 MVS で
は、残りの文字 (先頭の文字は除く) に X'C0' (中括弧の
左側) を使用することができます。
プログラマー応答: コマンド名構文を訂正して、上記
の規則に適合するようにしてください。
ISPD226

コマンドが無効です - LOGON、
LOGOFF、SPF、ISPF などのコマンドは
使えません。

再帰的使用は不可です - ISPF 機能の再
帰的使用は許されません。

記憶域が足りません - ISPF の PDF 構
成要素のサブルーチンをロードする記憶域
が足りません。

解説: PDF をロードするのに十分なだけの主記憶域が
ありませんでした。
プログラマー応答: 必要に応じて ISPF の領域サイズ
を増やしてください。
ISPD233

アプリケーション ID が無効です - アプ
リケーション ID ’aaaaaaaa’ はダイアロ
グ・マネージャーによってシステム使用の
ために予約されています。

解説: ISP で始まり、さらに 4 番目の文字が非ブラン
クのアプリケーション ID はすべて、無効な ID です。
プログラマー応答: メッセージで説明した規則に違反
しないアプリケーション ID を使用してください。
ISPD234

アプリケーション ID が無効です - アプ
リケーション ID ’aaaaaaaa’ の先頭また
は途中に無効な文字があります。

解説: アプリケーション ID は、英字または @、#、$
のいずれかの文字で始めなければなりません。残りの文
字は英数字である必要があります。 MVS の X'C0' (中
括弧の左側) 文字は、先頭以外のどこの文字位置でも使
用することができます。
プログラマー応答: メッセージで説明した規則に適合
するように、アプリケーション ID を訂正してくださ
い。

解説: ISPF 環境に損害を与える可能性のある特殊コマ
ンドは、許可されません。 これらのコマンドには、
LOGON、LOGOFF、SPF、ISPF、テスト許可コマンド、
許可プログラムを呼び出すコマンドがあります。 CLIST
はこれらのコマンドのいずれも呼び出すことはできませ
ん。

ISPD235

プログラマー応答: 許可されないコマンドを除去した
のち、続行してください。

解説: 変数の代入を行ったところ、ISPF コマンド・テ
キストの長さが 32 767 バイトを超えてしまいました。

選択ストリングの打ち切り - 代入した選
択ストリングが最大長の 32767 桁を超え
ています。

プログラマー応答: 代入後でもコマンド・テキストが
32 767 バイトより小さくなるように、代入される変数を
訂正してください。
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ISPD236

言語パラメーターが無効 - ’aaaaaaaa’ が
言語パラメーターの指定として無効です。

解説: LANG パラメーターの値は APL、COBOL、
PL1、PLI のいずれかにする必要があります。 指定され
た値は無効でした。
プログラマー応答: コマンドを変更して、許されてい
る LANG の値を使用するようにしてください。
ISPD237

言語パラメーターのエラー - 言語パラメ
ーター値の ’aaaaaaaa’ に構文エラー。

解説: 言語パラメーター値に構文エラーがありまし
た。 すなわち、言語名の後に余分な文字があるか、名
前の途中にブランクがあるか、無効な区切り文字がある
かいずれかの可能性があります。
プログラマー応答: 言語パラメーターを訂正して、構
文エラーを除去してください。
ISPD239

言語サイズ・エラー - 言語サイズに数字
以外の文字が含まれているか、または桁数
が多過ぎます。

解説: 言語サイズ・パラメーターに非数値文字がある
か、あるいは 8 桁より多い桁数になっています。
プログラマー応答:
してください。
ISPD240

ISPD244

解説: RETURN コマンドの実行後に、ISPF は、階層
(または明示) パネル・チェーンの中で、基本オプショ
ン・メニューを表示しようとします。 100 より多いパ
ネルがチェーン内にある場合は、ISPF は、ZPARENT
の指定にエラーがありパネル・チェーンの無限ループを
引き起こしているとみなします。 処理は停止します。
プログラマー応答: パネル定義またはアプリケーショ
ン内の ZPARENT の指定にエラーがないかどうか、調
べてください。
ISPD245

ロゴ・パネル名が無効です - ’aaaaaaaa’ 名前が 8 桁を超えています。

解説: ISPSTART コマンドの LOGO キーワードが、長
さが 8 文字より長いパネル名を指定しています。 8 文
字より長いものは許されません。
プログラマー応答: LOGO キーワードを訂正して、パ
ネル名を短くして使用するようにしてください。
ISPD246

言語サイズ・パラメーターを訂正

オプションの入力 - リストされたオプシ
ョンのいずれかを入力してください。

パネル定義エラー - 100 個のパネルが処
理されました。 リターン・キー停止が見
付かりません。 ZPARENT がループを引
き起こしています。

キーワードが矛盾する - BARRIER およ
び NEST は、CMD キーワードと一緒の
場合にのみ、使用できます。

解説: BARRIER および NEST キーワードは、CMD
キーワードと一緒に指定した場合のみ有効です。

解説: メニュー・パネルにオプション値が入力されま
せんでした。 これは、基本オプション・メニュー以外
のメニュー・パネルすべてにあてはまります。

プログラマー応答: CMD 機能が呼び出されない場合、
BARRIER または NEST キーワードは除去してくださ
い。 これらのキーワードは、CMD パラメーターと一緒
に使用する場合のみ有効となります。

ユーザー応答: メニュー・パネルで強調表示されてい
るオプションの 1 つを入力したのち、ENTER キーを押
してください。

ISPD247

ISPD241

オプションが無効 - 入力されたオプショ
ンが無効です。

解説: 入力されたオプションが、メニュー・パネルで
定義されているオプションの 1 つではありませんでし
た。 メニュー・パネル定義は、無効なオプション選択
を ″?″ 文字で置き換えて、このメッセージが表示される
ようにしました。
ユーザー応答: このメニューに有効なオプション値を
入力してください。
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環境が適切でない - キーワード
BARRIER および NEST は、TSO 環境
でのみ有効です。

解説: BARRIER と NEST は、TSO 環境でのみ使用し
てください。
プログラマー応答: BARRIER と NEST は、TSO 環境
でのみ使用してください。
ISPD248

BLDL のエラー - プログラム aaaaaaaa
に対する LIBDEF 探索の処理のエラー。
BLDL 戻りコード = bbbbbbbb。

解説: LIBDEF が ISPLLIB に指定されていました。エ
ラーは、BLDL が SELECT サービスの呼び出し中にプ
ログラムを探しているときに、起きました。 戻りコー
ドの 8 は、通常は入出力エラーを示します。

ISPF メッセージ
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: BLDL マクロ戻りコー
ドの説明については、該当するシステム資料を参照して
ください。
ISPD250

呼び出しエラー - 許可コマンド
’aaaaaaaa’ の呼び出しでシステム・エラ
ーが起きました。

解説: ISPF は、LOGON などの許可コマンドを呼び出
すことはできません。 また、TSO コマンド開始出口ル
ーチンが許可コマンドを受け入れなかった可能性もあり
ます。
プログラマー応答:
けてください。

ISPF での許可コマンドの使用は避

ISPD255

割り振り解除に失敗 - 割り振り解除に失
敗 - 割り振り済みデータ・セットを調べ
てください。

解説: LIBDEF データ・セットの割り振り解除が、
ISPEXEC の終了処理中に失敗しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPD256

許可は失敗 - サービス開始選択出口ルー
チンに要求は拒否されました。

解説: 出口ルーチンは要求を拒否しました。その要求
には、出口を使用するための権限がなかったからです。
プログラマー応答:

ISPD251

言語修飾子の誤り - APL 言語に対して使
える値は START だけです。

解説: START 以外のなんらかの値が APL 言語修飾子
に指定されました。 あるいは、START の後ろに何か無
効なものが続いていました。
プログラマー応答:
ください。
ISPD253

APL 言語修飾子の構文を訂正して

PASSLIB の指定が無効 - PASSLIB を指
定するには NEWAPPL の指定が必要で
す。

ISPD257

ISPD254

構文を訂正し、コマンドを再試行

記憶域解放時のエラー - アプリケーショ
ン・ライブラリーのブロック解放時にエラ
ーが起きました。

解説: LIBDEF 制御ブロックの FREEMAIN の処理中
に、重大エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

許可の失敗を訂正してください。

重大エラー - サービス開始選択出口ルー
チンから無効戻りコード aaaaaaaa が返さ
れました。

解説: 選択サービス開始出口ルーチンが予期しない戻
りコードを返してきました。戻りコードはメッセージに
示されています。
プログラマー応答: 出口ルーチンのどこで予期しない
戻りコードが生成されたのか、調べてください。
ISPD258

解説: PASSLIB キーワードが使用されましたが、
NEWAPPL が欠落していました。
プログラマー応答:
してください。

弊社サポート部門まで

呼び出しエラー - コマンド ’aaaaaaaa’ の
呼び出しでシステム・エラーが起きまし
た。

解説: このコマンドの開始処理中に、ルーチン
IKJTBLS が異常終了しました。
プログラマー応答: 異常終了情報を調べて、異常終了
の原因を判別してください。
ISPD275

IKJADTAB インターフェース・エラー TSO ルーチン IKJADTAB からの RC =
’aaaaaaaa’、機能 = ’bbbbbbbb’。

解説: SELECT サービスの NEWAPPL 処理中に、新し
い選択レベルの ALTLIB テーブルの設定または解放を
行うために、TSO ルーチン IKJADTAB が呼び出されま
した。 IKJADTAB は戻りコード aaaaaaaa を設定しま
した。これは内部エラーです。 サービス機能 bbbbbbbb
は、IKJADTAB に受け渡された機能です。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPD276

弊社サポート部門まで

インターフェース・エラー - TSO ルーチ
ン IRXSTK からの RC = ’aaaaaaaa’、機
能 = ’DROPTERM’。

解説: SELECT サービスの NEWAPPL 処理中に、
REXX データ・スタックからバリアを除去する
(’DROPTERM’) ために、TSO ルーチン IRXSTK が呼び
出されました。 IRXSTK は戻りコード aaaaaaaa を設
定しました。これは内部エラーです。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

ユーザー応答: パラメーターを訂正して、コマンドを
再試行してください。
ISPD287

解説: 実行中のアプリケーションでは、PFSHOW を使
用して機能キー域をビューすることができないように、
ZPFCTL システム変数が設定されています。
ユーザー応答: アプリケーションを使用して要求を満
たすことができるように、検討してください。 たとえ
ば、アプリケーションで、機能キーを押す代りに画面上
のヘルプ機能を選択することができるようにする、とい
ったことが考えられます。
ISPD288

ISPD277

インターフェース・エラー - TSO ルーチ
ン IRXSTK からの RC = ’aaaaaaaa’、機
能 = ’MARKTERM’。

解説: SELECT サービスの NEWAPPL 処理中に、
REXX データ・スタックにバリアを入れる
(’MARKTERM’) ために、ルーチン IRXSTK が呼び出さ
れました。 IRXSTK は戻りコード aaaaaaaa を設定し
ました。これは内部エラーです。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPD278

弊社サポート部門まで

画面名が無効です - 画面名は、複数文字
の長さが必要で、すべて英数字でなければ
なりません。さらに、LIST、PREV、
NEXT のいずれの名前にすることもでき
ません。

キーの表示を OFF に強制変更 - このア
プリケーションでは ISPF が PF キーを
表示できません。

キーの表示を ON に強制変更 - このアプ
リケーションでは PF キーの表示を解除
することができません。

解説: 実行中のアプリケーションでは、PFSHOW を使
用して機能キー域を除去することができないように、
ZPFCTL システム変数が設定されています。
ユーザー応答: このアプリケーションは、機能キーに
依存したつくりになっています。 アプリケーション情
報については、システム・プログラマーに連絡してくだ
さい。
ISPD289

引用符の不一致 - ストリング中の引用符
が、対になっていません。

解説: ISPF サービス要求に対するキーワード (括弧で
囲まれています) の中で、対になっていない引用符が見
付かりました。
プログラマー応答: キーワードの値を訂正して、対に
ならない引用符がなくなるようにしてください。
CONTROL PARM が無効 - ’aaaaaaaa’
は CONTROL サービスに対する要求タイ
プのパラメーターとしては無効です。

解説: 画面名は、2 〜 8 文字の長さのみ可能で、ま
た、すべての英数字を使用することができます。
LIST、PREV、NEXT にすることはできません。

ISPD290

プログラマー応答: SELECT サービスに指定した画面
名を訂正してください。

解説: CONTROL サービスが、無効なパラメーターで
呼び出されました。 MVS の CONTROL サービスに対
して有効な要求タイプ・パラメーターは、DISPLAY、
NONDISPL、ERRORS、SPLIT、NOCMD、および
SUBTASK です。

ISPD286

PFSHOW パラメーターが無効 - 正しい
PFSHOW のパラメーターは ON、OFF、
TAILOR、ブランクのどれかです。

解説: 誤ったパラメーターが PFSHOW コマンドに指
定されました。 正しいパラメーターは ON、OFF、
TAILOR であり、また何も指定しないこともできます。
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プログラマー応答: CONTROL パラメーターを訂正し
て、コマンドを再試行してください。

ISPF メッセージ
ISPD291

CONTROL PARM が無効 - ’aaaaaaaa’
は、CONTROL ERRORS サービス要求
のオプションとしては無効です。

解説: CONTROL ERRORS サービスが、無効なオプシ
ョンで呼び出されました。 有効なオプションは、
CANCEL と RETURN です。 省略時値は CANCEL で
す。

LOCK、LINE、SM、REFRESH、SAVE、RESTORE、お
よび ALLVALID です。 これらのいずれかが指定され
なければなりません。
プログラマー応答: CONTROL DISPLAY に対して有効
なパラメーターを指定してください。
ISPD296

プログラマー応答: CONTROL ERRORS に対して有効
なオプションを指定してください。
ISPD292

CONTROL PARM が無効 - ’aaaaaaaa’
は、CONTROL DISPLAY サービス要求
のオプションとしては無効です。

解説: CONTROL DISPLAY サービス要求が、無効なオ
プションで呼び出されました。 有効なオプションは、
LOCK、LINE、SM、REFRESH、SAVE、RESTORE、お
よび ALLVALID です。

解説: CMS では、CONTROL ABEND サービス要求に
は、別のパラメーター (すなわち ON か OFF のいずれ
か) が必要です。 これとは異なる値 aaaaaaaa が指定さ
れましたが、誤りです。
プログラマー応答:
てください。
ISPD297

プログラマー応答: aaaaaaaa を上記のオプションのい
ずれかに変更してください。
ISPD293

CONTROL PARM が無効 - 開始行番号
は CONTROL DISPLAY サービス要求に
対しては無効です。

解説: CONTROL DISPLAY サービス要求に指定された
開始行番号が、無効です。番号が負の数である可能性が
あります。
プログラマー応答:
さい。
ISPD294

有効な開始行番号を指定してくだ

CONTROL PARM がない - CONTROL
サービス要求に必要なパラメーターが欠如
しています。

解説: CONTROL サービス要求にはパラメーターが必
須ですが、何も指定されませんでした。有効なパラメー
ターは、DISPLAY、NONDISPL、ERRORS、SPLIT、
NOCMD、および SUBTASK です。これらのパラメータ
ーの多くは、他のパラメーターを必要としています。そ
のことについては、ISPF サービスの手引き に記載され
ています。
プログラマー応答: CONTROL 要求に対して有効なパ
ラメーターを指定してください。
ISPD295

CONTROL PARM がない - CONTROL
DISPLAY サービス要求に必要なパラメー
ターが欠如しています。

CONTROL PARM が無効 - ’aaaaaaaa’
は、CONTROL ABEND サービス要求の
オプションとしては無効です。

aaaaaaaa を ON か OFF に変更し

CONTROL PARM が無効 - ’aaaaaaaa’
は、CONTROL CRETURN サービス要求
のオプションとしては無効です。

解説: CMS では、CONTROL RETURN サービス要求
には、別のパラメーター (すなわち CSTART か CSTOP
のいずれか) が必要ですが、 それではなく、無効な値
aaaaaaaa が使用されていました。
プログラマー応答: aaaaaaaa を CSTART か CSTOP
に変更してください。
ISPD298

CONTROL PARM が無効 - ’aaaaaaaa’
は、CONTROL NONDISPL サービス要
求のオプションとしては無効です。

解説: CONTROL NONDISPL サービス要求には、別の
パラメーター (すなわち ENTER か END のいずれか)
が必要ですが、 それではなく、正しくない値 aaaaaaaa
が使用されていました。
プログラマー応答:
更してください。
ISPD299

aaaaaaaa を ENTER か END に変

分割は支援されません - ISPF バッチ環
境では分割は支援されていません。

解説: CONTROL SPLIT ENABLE サービス要求は、
ISPF バッチ表示環境で実行中には使用できません。
プログラマー応答: アプリケーションをバッチで実行
する場合には、この要求を使用することは避けてくださ
い。

解説: CONTROL DISPLAY サービス要求には、別のパ
ラメーターが必須です。 有効なパラメーターは、
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ISPD301

FKA PARM が無効です - 有効な FKA
パラメーターは ON、OFF、PREFIX、
NOPREFIX またはブランクです。
PREFIX および NOPREFIX は、GUI モ
ード実行時のみ有効です。

解説: FKA コマンドのパラメーターは、ON、OFF、
PREFIX、NOPREFIX、またはブランクのいずれかにする
必要があります。 PREFIX および NOPREFIX は、GUI
モード実行時のみ有効です。これら以外の、誤ったもの
が使用されました。
ユーザー応答: FKA コマンドに対するパラメーターを
訂正して、再試行してください。
ISPD302

無効なアップロード・ターゲット - アッ
プロードのターゲットは、PDS または順
次データ・セットの特定のメンバーである
必要があります。

解説: ワークステーション・ファイルをホストにアッ
プロードしているときは、指定されたホスト・ファイル
は順次データ・セットまたは PDS のメンバーのいずれ
かである必要があります。これら以外の、誤ったものが
使用されました。
ユーザー応答:
てください。
ISPD303

データ・セット名を訂正し、再試行し

メンバー名は許可されていない - 順次デ
ータ・セットにメンバー名を指定すること
ができません。

解説: ワークステーション・ファイルをホストにアッ
プロードしているときは、指定されたホスト・ファイル
は順次データ・セットまたは PDS のメンバーのいずれ
かである必要があります。これら以外の、誤ったものが
使用されました。
ユーザー応答:
てください。
ISPD801

データ・セット名を訂正し、再試行し

TBOPEN のエラー - テーブル
″bbbbbbbb″ に対する TBOPEN から RC
= aaaaaaaa が返されました。 (1+)

解説: ISPPUP パネル更新ユーティリティーは、重大な
エラーが起きたため、TBOPEN サービスを使用して入
力テーブルをオープンすることができませんでした。
戻りコード値およびテーブル名は、メッセージ内に示さ
れています。 処理は終了しました。
システム・プログラマー応答: 戻りコード値を使用し
て、重大エラーの理由を判別してください。
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ISPD802

テーブルが見付からない - テーブル
″aaaaaaaa″ が ISPTLIB にないか、
ISPTLIB が未割り振りです。 (1+)

解説: ISPPUP パネル更新ユーティリティーの入力テー
ブルが、見付かりません。 原因として、テーブル名の
つづりを間違えたか、またはテーブル・ライブラリーが
割り振られていなかったかという可能性があります。
TBOPEN からの戻りコードは、8 か 16 です。 処理は
終了しました。
システム・プログラマー応答: 処理したいテーブルが
そのテーブル・ライブラリーにあるかどうか確認し、正
しいライブラリーを割り振るようにしてください。
ISPD803

ISPPLIB エラー - パネル入力ライブラリ
ー ISPPLIB がオープンされていません。
(aaaaaaaa+)

解説: ISPPUP パネル更新ユーティリティーが更新しよ
うとしているパネルは、ISPPLIB パネル・ライブラリー
がオープンしていないため、見付けることがきませんで
した。 修正パネル出力ライブラリー (ISPPMOD) が探
索されましたが、パネルはそこにはありませんでした。
処理は終了しました。
システム・プログラマー応答: 正しいパネル入力ライ
ブラリーの割り振りをした後に、ISPPUP を実行するよ
うにしてください。
ISPD804

パネルが見付からない - パネル
″aaaaaaaa″ がパネル入力ライブラリー
″ISPPLIB″ にありません。 (bbbbbbbb)

解説: ISPPUP パネル更新ユーティリティーは、パネル
入力ライブラリー ISPPLIB 内に、入力パネル aaaaaaaa
を見付けることができませんでした。 処理は、次のパ
ネルから続行されます。
システム・プログラマー応答: 入力パネルの名前を訂
正するか、あるいは、その入力パネルが ISPPLIB に割
り振りされたデータ・セット内にあるかどうか確認して
ください。
ISPD805

BLDL エラー - DD 名 ″aaaaaaaa″ に対
する BLDL で I/O エラーが起きました。
(bbbbbbbb)

解説: パネル更新ユーティリティー ISPPUP が、
ISPPLIB または ISPPMOD ライブラリーでパネル名を
探そうと試みていたときに、BLDL から 重大エラーを
受け取りました。 メッセージ内の戻りコードに、BLDL
の重大エラーが示されています。 処理は終了しまし
た。

ISPF メッセージ
システム・プログラマー応答: BLDL が失敗した理由
を分析してください。 援助が必要な場合は、弊社サポ
ート部門まで連絡してください。
ISPD806

aaaaaaaa エラー - パネル出力ライブラリ
ー ″aaaaaaaa″ が割り振られていません。
(1+)

解説: ISPPUP パネル更新ユーティリティーが、
ISPPMOD パネル出力ライブラリーが割り振られていな
かったため、続行することができなくなりました。 処
理は終了しました。
システム・プログラマー応答: 正しいライブラリーを
ISPPMOD に割り振りした後に、ISPPUP を実行するよ
うにしてください。
ISPD807

アスタリスクがない - パネル ″aaaaaaaa″
の ″&ZSEL; =″ にアスタリスク変換があ
りません。 (bbbbbbbb)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP が パ
ネル aaaaaaaa を更新中に、アスタリスク (*) 変換を
TRANS ステートメント内に見付けることができません
でした。 処理は、次のパネルから続行されます。
システム・プログラマー応答: 選択パネルの TRANS
ステートメントすべてに、アスタリスク選択のあること
が必要です。
ISPD808

MODEL 部分が見付かった - パネル
″aaaaaaaa″ は選択パネルとして正しくな
い (MODEL 部分がある)。(bbbbbbbb)

解説: )MODEL セクションは、テーブル表示パネルで
のみ使用しなければなりません。 選択パネル更新ユー
ティリティー (ISPPUP) は、選択パネルで )MODEL セ
クションを見付けました。 処理は、次のパネルから続
行されます。
システム・プログラマー応答: このパネルが選択パネ
ルであるかどうか確認してください。
ISPD809

GETMAIN エラー - 共通サブルーチン
CSM から戻りコード aaaaaaaa が返され
ました。 (1+)

解説: パネル更新ユーティリティー (IPSPUP) の初期設
定中に、パネル・バッファーまたは内部制御ブロック用
に記憶域の獲得が試みられました。 GETMAIN は失敗
し、処理は終了しました。
システム・プログラマー応答: 適切な主記憶域がこの
ジョブに割り振りされているか確認してください。

ISPD810

読み取りエラー - ″bbbbbbbb″ からパネル
″aaaaaaaa″ を読み取るときに I/O エラー
発生。 (cccccccc)

解説: bbbbbbbb によって定義されたライブラリー・フ
ァイルからパネル定義 aaaaaaaa を読み取っている間
に、選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP で I/O
エラーが起きました。 処理は終了しました。
システム・プログラマー応答: 可能であれば、I/O エラ
ーの理由を判別してください。 援助が必要な場合は、
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPD811

パネルが大きすぎる - パネル ″aaaaaaaa″
の定義が bbbbbbbb 行を超えることになり
ます。 (cccccccc)

解説: 選択パネル更新ユーティリティーは、bbbbbbbb
行より多い行がある選択パネルを処理することはできま
せん。 処理は、次のパネルから続行されます。
システム・プログラマー応答: パネルから不要な行を
除去したのち、ユーティリティーを再度実行してくださ
い。
ISPD812

BODY サイズ・エラー - パネル
″aaaaaaaa″ の BODY が空であるか、
bbbbbbbb 行を超えています。 (cccccccc)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
BODY セクションに行がないか bbbbbbbb 行 より多い
行があるパネル aaaaaaaa を処理しました。 処理は、
次のパネルから続行されます。
システム・プログラマー応答: パネルの BODY セクシ
ョンを訂正してユーティリティーで処理ができるように
するか、あるいは、手作業でパネルの更新を行うかして
ください。
ISPD813

)END ステートメントがない - パネル
″aaaaaaaa″ で、)END ステートメントの
前に EOF が見付かりました。
(bbbbbbbb)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
予期しないときに現行パネル aaaaaaaa の終わりに到達
してしまいました。 ユーティリティーは、)END ステ
ートメントによってパネル定義が完了することを想定し
ています。 処理は、次のパネルから続行されます。
システム・プログラマー応答: 不完全なパネルを訂正
して、)END ステートメントを入れるようにしてくださ
い。
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ISPD814

PROC セクションがない - ″aaaaaaaa″
は選択パネルとしては無効です (PROC
セクションがありません)。 (bbbbbbbb)

ISPD819

オプションが無効です - ″bbbbbbbb″ のオ
プション ″aaaaaaaa″ にブランク、コン
マ、ピリオドがあります。 (cccccccc)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
パネル aaaaaaaa 内に )PROC セクションを見付けるこ
とができませんでした。選択パネルには、必ず )PROC
セクションがなければなりません。処理は、次のパネル
から続行されます。

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
入力テーブル内に誤った値を持つ OPTION フィールド
を見付けました。 組み込みブランク、コンマ、ピリオ
ド文字のいずれかを含むため、フィールドは無効となり
ます。 処理は、次のパネルから続行されます。

システム・プログラマー応答: パネルを訂正し
て、)PROC セクションを入れてください。

システム・プログラマー応答: 入力テーブルのオプシ
ョン・フィールドを訂正し、ISPPUP を使用できるよう
にしてください。

ISPD815

&ZSEL 割り当てがない - パネル
″aaaaaaaa″ の PROC セクションに
&ZSEL 割り当てがありません。
(bbbbbbbb)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
パネル aaaaaaaa の )PROC セクション内に、値を
ZSEL に割り当てるステートメントを見付けることがで
きませんでした。 処理は、次のパネルから続行されま
す。
システム・プログラマー応答: ISPPUP によって処理さ
れるパネルすべてに、ZSEL 割り当てステートメントが
あるようにしてください。
ISPD816

オプションが無効です - パネル
″bbbbbbbb″ にあるオプション ″aaaaaaaa″
が長過ぎます。 (cccccccc)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
(更新予定の) 入力パネル内に、長過ぎるオプション値を
見付けました。 処理は、次のパネルから続行されま
す。
システム・プログラマー応答: オプション値が 4 文字
より長くならないようにしてください。
ISPD817

選択ストリングが長過ぎる - パネル
″aaaaaaaa″ で指定した選択ストリングが
長過ぎます。 (bbbbbbbb)

解説: 選択パネル更新ユーティリティー ISPPUP は、
パネルの )PROC セクションに選択ストリング・テキス
トを追加しようとしましたが、テキストが論理レコード
(80 文字) に収まりませんでした。 選択ストリング・テ
キストの上限は、30 文字です。 処理は、次のパネルか
ら続行されます。
システム・プログラマー応答:
を短くしてください。
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ISPE000

ISPF 予約出口より無効戻りコード
(aaaaaaaa) を受け取りました。

解説: 予約導入システム出口が、0 と 16 以外の戻り
コードを返してきました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が予約導入システム出口であ
るかを判別し、次に、その出口が 0 以外の戻りコード
を返した理由は何かを判別してください。
ISPE001

ISPF 予約出口、戻りコード 16、資源が
使用不可能です。

解説: 要求された資源は使用できません。これは、予
約導入システム出口によって判断されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が予約導入システム出口であ
るかを判別し、次に、どの資源が使用できないかを判別
してください。
ISPE002

重大エラー - 表示サービス出口ルーチン
から無効戻りコード aaaaaaaa が返されま
した。

解説: 表示サービス導入システム出口ルーチンが、0
または 4 以外の戻りコードを返してきました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が DISPLAY 導入システム出
口であるかを判別し、次に、その出口が 0 または 4 以
外の戻りコードを返した理由は何かを判別してくださ
い。
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ISPE003

許可は失敗 - コマンド ’aaaaaaaa’ は
TSO コマンド開始出口ルーチンに拒否さ
れました。

戻りコードを返した理由は何かを判別してください。
ISPE102

解説: TSO コマンドが、TSO コマンド導入システム出
口によって拒否されています。
ユーザー応答: TSO コマンド導入システム出口が許可
しないコマンドのリストを、システム・プログラマーに
連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が TSO コマンド導入システ
ム出口であるかを判別し、次に、その出口がコマンドを
拒否した理由は何かを判別してください。
ISPE004

TSO コマンド・エラー - コマンド
’aaaaaaaa’ の出口ルーチンから無効戻り
コード bbbbbbbb が返されました。

解説: TSO コマンド導入システム出口が、0、4、16 以
外の戻りコードを返してきました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が予約導入システム出口であ
るかを判別し、次に、その出口が無効な戻りコードを返
した理由は何かを判別してください。
ISPE005

資源が使用不可能 - 予約出口、戻りコー
ド 16、資源が使用不可能です。

解説: 要求された資源が使用できません。これは、予
約導入システム出口によって判断されました。
ユーザー応答:
ださい。

解説: ENVIRON コマンドの 2 番目のパラメーターが
無効です。
ユーザー応答: 以下の例を使用して、パラメーターを
訂正してください。
ENVIRON <ENBLDUMP <ON|OFF>> 省略時値: ON
<TERMTRAC <ON|ERROR|DUMP|OFF>> 省略時値:
ON
<TERMSTAT <QUERY>>
ISPE103

解説: TERMTRAC ON、ERROR、または DUMP に対
しては、端末追跡の出力のための DD 名 が必須です。
ユーザー応答: ENVIRON パネル選択を使用して、DD
名を入力してください。
ISPE104

TERMTRAC が活動化されません TERMTRAC バッファー用の記憶域が獲
得できませんでした。

解説: TERMTRAC のバッファーを獲得するのに使用可
能な記憶域が、不足しています。
プログラマー応答: 追加の記憶域を割り振ったのち、
TERMTRAC コマンドを再試行してください。
ISPE105

解説: 予約導入システム出口が、0 と 16 以外の戻り
コードを返してきました。
システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が予約導入システム出口であ
るかを判別し、次に、その出口が 0 または 16 以外の

TERMTRAC は活動化されています TERMTRAC は活動化されています。

解説: 端末追跡は活動状態です。 出力は、要求された
DD 名に書き込まれます。
ISPE106

戻りコードが無効 - 予約出口から無効な
戻りコードを受け取りました。戻りコード
0、16 が有効です。

ユーザー応答:
ださい。

DD 名 が指定されていません ENVIRON TERMTRAC aaaaaaaa に対し
ては、必ず DD 名を指定しなければなり
ません。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照して、どの出口が予約導入システム出口であ
るかを判別し、次に、どの資源が使用できないかを判別
してください。
ISPE006

ENVIRON aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb
は、ENVIRON aaaaaaaa のコマンドに対
して無効なパラメーターです。

TERMTRAC は活動化されていません TERMTRAC が活動状態でないときに、
ENVIRON TERMTRAC ダンプが要求さ
れました。

解説: DUMP パラメーターを指定した TERMTRAC
は、ENVIRON TERMTRAC ON コマンドを使用して
TERMTRAC が活動化されないかぎり、実行できませ
ん。
プログラマー応答: ENVIRON TERMTRAC コマンドを
出して、TERMTRAC を開始してください。 以下の例
を参照してください。
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ユーザー応答: 先頭文字が英字、残りが英数字の DD
名を入力してください。

ENVIRON <ENBLDUMP <ON|OFF>> 省略時値: ON
<TERMTRAC <ON|ERROR|DUMP|OFF>> 省略時値:
ON
<TERMSTAT <QUERY>>
ISPE107
解説:

解説:

ENVIRON ENBLDUMP が ON にされま
した - ENVIRON ENBLDUMP が ON
にされました。

ISPE114
解説:

ENVIRON ENBLDUMP が OFF にされ
ました - ENVIRON ENBLDUMP が
OFF にされました。

解説:

解説:

ユーザー応答:
い。
ISPE112

解説:
す。
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aaaaaaaa

ENVIRON パラメーターのエラー - パラ
メーターが 8 文字より長くなっていま
す。

解説: ENVIRON コマンドに入力されたパラメーター
が、8 文字を超えています。

TERMTRAC の値が無効です TERMTRAC の値には、
ON、OFF、ERROR のいずれかを指定す
る必要があります。

解説: 端末追跡を ON にするには、ON を指定してく
ださい。 端末追跡を OFF にするには、OFF を指定し
てください。 TPUT または TGET エラーが起きた場合
に端末追跡を ON にし、さらに MVS SNAP ダンプを
開始させるようにするには、ERROR を指定してくださ
い。

aaaaaaaa = x’bbbbbbbb’

これは通知メッセージです。

ISPE118

正しい値のいずれかを入力してくださ

aaaaaaaa = bbbbbbbb - x’cccccccc’

これは通知メッセージです。

ISPE117
解説:

aaaaaaaa = bbbbbbbb

これは通知メッセージです。

ISPE116

解説: ISPF TEST モード時ではなく、サブタスクの異
常終了用にダンプを使用可能にするには、ENBLDUMP
を ON に設定してください。 ダンプを使用不能にする
には、ENBLDUMP を OFF に設定してください。

ISPE111

正しい値のいずれかを入力してくださ

これは通知メッセージです。

ISPE115

ENBLDUMP の値が無効です ENBLDUMP の値には、ON か OFF を
指定する必要があります。

ユーザー応答:
い。

TERMSTAT に対して入力した値が無効です。

プログラマー応答: YES または QUERY を入力して
ENVIRON TERMSTAT を呼び出してください。

これは通知メッセージです。

ISPE110

TERMSTAT の値が無効です - ENVIRON
TERMSTAT を呼び出すには、YES また
は QUERY を指定する必要があります。

ユーザー応答:
い。

これは通知メッセージです。

ISPE109

解説:

TERMTRAC が OFF にされました TERMTRAC が OFF にされました。

これは通知メッセージです。

ISPE108

解説:

ISPE113

ユーザー応答: 正しいパラメーターを使用して
ENVIRON コマンドを入力してください。

|
|

ISPE200

|
|
|

解説: 2 番目の ISPF セッションは開始されていない
可能性があります。いずれかの ISPF セッションが活動
状態になっています。

|
|
|

ユーザー応答: 現行の ISPF セッションを使用する
か、または ISPF 分割画面を使用して別の ISPF セッシ
ョンを開始してください。

コマンドが許可されない - ISPF の反復
的呼び出しはできません。

ISPF メッセージ
| ISPE203
|

パラメーターがない - TSO コマンドには
パラメーターが必要です。

| 解説: TSO という指定は、その後に有効な TSO コマ
| ンドがない場合は無効です。
| ユーザー応答: TSO というワードの後に TSO コマン
| ドを入力してください。
| ISPE208
|
|

コマンドが許可されない - このコマンド
はオプション 6 から実行すべきコマンド
ではありません。

|
|

解説: ISPF NONDISPL キーワードを含むコマンドは、
オプション 6 から実行することはできません。

|
|

ユーザー応答:
ださい。
ISPF101

ISPF104

解説: ファイル調整中に、対になる )SEL ステートメ
ントが見付かる前に、)ENDSEL が見付かりました。 制
御ファイルは aaaaaaaa で、エラーはレコード番号
bbbbbbbb で見付かりました。
プログラマー応答: 制御ステートメントを訂正して、
各 )ENDSEL が対になる )SEL を持つようにしてくださ
い。
ISPF105

コマンドを訂正してから再入力してく

ルーター・サービスのエラー - システム
に定義されていないファイル調整サービ
ス。

解説: 誤ったファイル調整サービス要求が使用されま
した。 有効な要求は、FTOPEN、FTINCL、FTERASE、
および FTCLOSE です。
プログラマー応答: 要求を訂正して、上記の有効な名
前のいずれかを使用してください。
作業ファイルがない - 作業ファイルがオ
ープンされていません。

出力桁あふれ - 出力する行> データ・セ
ットの LRECL (aaaaaaaa)。bbbbbbbb レ
コード - cccccccc。

解説: ファイル調整中に、変数の置換によって、出力
ファイルの論理レコード長 (aaaaaaaa) より大きいレコ
ードが作成されました。 入力ファイルの名前 bbbbbbbb
およびレコード番号 (cccccccc) も同時に与えられていま
す。
プログラマー応答: 出力ファイルの論理レコード長を
大きくするか、あるいは、出力レコードが変数置換によ
って超えることのないように入力ファイルを作り直すか
の、いずれかを行ってください。
ISPF106

ISPF102

)SEL のエラー - )ENDSEL に対応する
)SEL がありません。aaaaaaaa レコード
- bbbbbbbb。

制御語のエラー - 制御語が無効です。
aaaaaaaa レコード - bbbbbbbb。

解説: ファイルの調整中、出力が一時データ・セット
に書き出されましたが、なんらかの理由で一時データ・
セットがオープンできませんでした。

解説: 予期しない制御語が、ファイル調整制御ファイ
ル内で見付かりました。 ファイル名は aaaaaaaa で、
エラーはこのファイル内のレコード bbbbbbbb で見付か
りました。

プログラマー応答: オープン失敗を説明する他のエラ
ーがないか、ログを調べてください。

プログラマー応答: 制御ファイル内の制御語のエラー
を訂正してください。

ISPF103

組み込みファイルがない - 組み込みファ
イル ’aaaaaaaa’ がありません。bbbbbbbb
レコード - cccccccc。

解説: ファイル調整中に、組み込みステートメントで
名前が指定された入力ファイル aaaaaaaa が見付かりま
せんでした。 組み込みステートメントは bbbbbbbb に
ありました。 組み込みステートメントのレコード番号
は、cccccccc です。
プログラマー応答: 組み込みステートメントのスケル
トン・ファイル名を訂正するか、組み込みステートメン
トで名前を指定したスケルトン・ファイルを作成するか
してください。

ISPF107

制御語のエラー - 制御語パラメーターが
無効です。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: ファイル調整制御ステートメント内のパラメー
ターの 1 つが無効です。 制御ファイルは aaaaaaaa
で、エラーはレコード番号 bbbbbbbb で見付かりまし
た。
プログラマー応答: ファイル調整制御ステートメント
内のパラメーターを訂正してください。
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ISPF108

変数名のエラー - 変数名が無効です。
aaaaaaaa レコード - bbbbbbbb。

解説: ファイル調整変数名が無効です。変数名が長過
ぎるせいか、あるいは、変数名中に & 記号を 1 つしか
含んでいないせいである可能性があります。 調整入力
ファイルは aaaaaaaa であり、レコード番号は
bbbbbbbb です。
プログラマー応答: 制御ファイル aaaaaaaa のレコー
ド bbbbbbbb 内の変数を訂正してください。
ISPF109

)IM エラー - )IM の最大レベル 3 を超え
ています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: ファイル調整制御ファイル aaaaaaaa に、3 レ
ベルより多い組み込み (組み込みの中の組み込み) があ
ります。 許されるのは 3 レベルまでです。 エラー
は、制御ファイルのレコード bbbbbbbb で発見されまし
た。
プログラマー応答: 制御ファイルを訂正して、3 レベ
ルより多い組み込みを使用しないようにしてください。
ISPF110

)SEL エラー - )SEL の最大レベル 8 を
超えています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: ファイル調整中に、)SEL 内で )SEL を使用する
とき許されるのは最大 8 レベルのネストまでです。 メ
ンバー aaaaaaaa のレコード bbbbbbbb で、この制限を
超えてしまいました。
プログラマー応答: ファイル調整ダイアログを訂正し
て、8 レベルまでのネストを使用するようにしてくださ
い。

ISPF112

解説: メンバー aaaaaaaa のレコード bbbbbbbb 内の
条件付き代入ストリングに、正しくない構文がありま
す。
プログラマー応答: 構文の詳細については、 ISPF 対
話開発者用 手引きと解説 を参照してください。条件付
き代入ストリングの構文を訂正してください。
ISPF114

レコードがありません - 継続カードがあ
りません。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: データ・ファイルまたは組み込みファイルでレ
コードの終わりに到達しましたが、最後のレコードに
″継続″ のマークが付けられていました (すなわち、最後
のレコードの終わりに ″?″ がありました)。これは、継
続レコードが欠落したため処理が停止したと考えられま
す。 エラーは、メンバー aaaaaaaa のレコード
bbbbbbbb で検出されました。
プログラマー応答: ″?″ 文字を 最後のレコードから除
去するか、欠落しているレコードを入れて継続を完了さ
せるかしてください。
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)IM のエラー - )IM が間違った )SEL で
終っています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: これは ISPF の内部エラーです。 )SEL と )IM
に対するスタック・ポインターが矛盾したため、処理が
継続できなくなっています。
プログラマー応答:
ださい。
ISPF115

弊社サポート部門まで連絡してく

)IM のエラー - )IM が間違った )DOT で
終っています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: これは ISPF の内部エラーです。 )DOT と )IM
に対するスタック・ポインターが矛盾したため、処理が
継続できなくなっています。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF116

ISPF111

代入エラー - 条件付き代入ストリングが
無効です。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

弊社サポート部門まで

)SEL のエラー - )SEL に対応する
)ENDSEL がありません。aaaaaaaa レコ
ード - bbbbbbbb。

解説: )SEL の処理中に、主スケルトン・ファイルか組
み込みファイルのいずれかでファイルの終わりに到達し
てしまいました。 ISPF は、組み込みファイルまたは主
ファイルの終わりに到達する前に、対になる )ENDSEL
を見付けることを想定していましたが、見付けることが
できませんでした。 メッセージ名は aaaaaaaa であ
り、 bbbbbbbb がエラーが検出されたレコード番号で
す。
プログラマー応答: ファイルを調べて、対になる
)ENDSEL を入れてください。

ISPF メッセージ
ISPF117

)SEL のエラー - )SEL が間違った )DOT
で終っています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: これは ISPF の内部エラーです。 )SEL と
)DOT に対する内部スタック・ポインターが矛盾したた
め、処理が継続できなくなっています。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF118

弊社サポート部門まで

テーブルが多過ぎます - テーブル・スタ
ックがいっぱいです。aaaaaaaa レコード
- bbbbbbbb。

解説: ファイル調整中に、4 レベルより多い )DOT の
ネストの使用が試みられました。 許されるのは、4 レ
ベルまでです。 エラーは、メンバー aaaaaaaa 内でレ
コード番号 bbbbbbbb の処理中に検出されました。
プログラマー応答: ファイル調整スケルトンを変更し
て、4 レベルより多いネストを使用しないようにしてく
ださい。
ISPF119

)DOT のエラー - )ENDDOT に対応する
)DOT がありません。aaaaaaaa レコード
- bbbbbbbb。

解説: )ENDDOT ステートメントがファイル調整入力内
で見付かりましたが、対になる )DOT がありません。
ENDDOT の前には必ず )DOT がなければなりません。
エラーは、メンバー aaaaaaaa 内のレコード番号
bbbbbbbb で発見されました。
プログラマー応答: ファイルを訂正して、)ENDDOT の
前には )DOT があるようにしてください。
ISPF120

)DOT のエラー - )DOT に対応する
)ENDDOT がありません。aaaaaaaa レコ
ード - bbbbbbbb。

解説: ファイル調整が現行の組み込みファイルまたは
入力ファイルの終わりに到達しましたが、前にある
)DOT と対になる )ENDDOT が見付かりませんでした。
エラーはメンバー aaaaaaaa 内のレコード bbbbbbbb に
あります。
プログラマー応答: 前にある )DOT と対になるよう
に、同じ入力ファイルまたは組み込みファイルに
)ENDDOT ステートメントを入れてください。

ISPF121

)DOT のエラー - )DOT が間違った )SEL
で終っています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: これは ISPF の内部エラーです。 )DOT と
)SEL に対する内部ポインターが矛盾したため、処理が
継続できなくなっています。 エラーは、メンバー
aaaaaaaa 内のレコード番号 bbbbbbbb で検出されまし
た。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF122

弊社サポート部門まで

サービス・エラー - bbbbbbbb から戻りコ
ード aaaaaaaa が返されました。cccccccc
レコード - dddddddd。

解説: )DOT または )ENDDOT に関連するエラーが、
ファイル調整のテーブル処理中に発生しました。 テー
ブル・サービスは bbbbbbbb であり、サービスからの戻
りコードは aaaaaaaa です。 エラーは、メンバー
cccccccc のレコード dddddddd の処理中に発見されまし
た。
プログラマー応答: 戻りコード値を使用して、問題の
原因を判別してください。
ISPF123

演算子が無効です - 関係演算子が無効で
す。aaaaaaaa レコード - bbbbbbbb。

解説: ファイル調整 )SEL ステートメント内の関係演
算子が無効であるか、または関係式が不完全です。 関
係演算子とは、(=) または GE といった種類のもので
す。関係式の詳細については、ISPF 対話開発者用 手引
きと解説 を参照してください。 エラーは、メンバー
aaaaaaaa のレコード bbbbbbbb で見付かりました。
プログラマー応答: )SEL ステートメント内の関係演算
子を訂正してください。
ISPF124

演算子が無効です - ブール演算子が無効
です。aaaaaaaa レコード - bbbbbbbb。

解説: ファイル調整 )SEL ステートメント内で、ブー
ル演算子があることが予期されていました。 見付かっ
たものは、″or″ と ″and″ のいずれでもありませんでし
た。 エラーは、メンバー aaaaaaaa のレコード
bbbbbbbb で見付かりました。
プログラマー応答: )SEL ステートメント内のブール演
算子を訂正してください。
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ISPF125

演算コードが無効です - )SET に無効な
演算コードがあります。aaaaaaaa レコー
ド - bbbbbbbb。

解説: ″+″ (プラス) または ″-″ (マイナス) 以外の算術
演算子が、ファイル調整ファイルの )SET ステートメン
ト内で見付かりました。 エラーは、メンバー aaaaaaaa
のレコード bbbbbbbb で見付かりました。
プログラマー応答: )SET ステートメントを訂正して、
有効な算術演算子を使用するようにしてください。
ISPF126

)DOT のエラー - テーブルが )DOT によ
って処理されています。aaaaaaaa レコー
ド - bbbbbbbb。

解説: ファイル調整中に、同じテーブルが )DOT によ
って再帰的に処理されています。 同じテーブルを、ネ
ストされた )DOT ステートメント内で複数回使用する
ことはできません。 エラーは、メンバー aaaaaaaa 内
のレコード bbbbbbbb で発見されました。
プログラマー応答: ネストされた )DOT ステートメン
トを訂正して、テーブル名を複数回使用することのない
ようにしてください。
ISPF127

)DEFAULT のエラー - )DEFAULT に無
効な文字があります。aaaaaaaa レコード
- bbbbbbbb。

解説: ファイル調整用の )DEFAULT ステートメント内
に、7 文字より多い文字が指定されました。 7 文字ち
ょうどを指定する必要かあります。 エラーは、メンバ
ー aaaaaaaa のレコード bbbbbbbb で見付かりました。
プログラマー応答: )DEFAULT ステートメントを訂正
して、7 文字より多い文字を指定することのないように
してください。
ISPF128

)DEFAULT のエラー - )DEFAULT に文
字の脱落があります。aaaaaaaa レコード
- bbbbbbbb。

解説: ファイル調整用の )DEFAULT ステートメント内
に、7 文字より少ない文字が指定されました。 7 文字
ちょうどを指定する必要があります。 エラーは、メン
バー aaaaaaaa のレコード bbbbbbbb で見付かりまし
た。
プログラマー応答: )DEFAULT ステートメントを訂正
して、7 文字ちょうどを指定するようにしてください。
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ISPF130

GETMAIN のエラー - モジュール
aaaaaaaa が ISPCSM から戻りコード
bbbbbbbb を受け取りました。

解説: 記憶域の獲得または解放中に、予期しないエラ
ー戻りコードが返ってきました。 記憶域ルーチンは
ISPCSM で、このルーチンからの戻りコードは
bbbbbbbb であり、呼び出し元モジュールは aaaaaaaa
です。 エラーは、ファイル調整中に発生しました。 戻
りコードが 4 の場合は、条件付き GETMAIN が不成功
でした。 8 の場合は、無効な要求コードが使用された
か、または GETMAIN または FREEMAIN からエラー
が戻されたかのいずれかです。
ユーザー応答: 領域サイズが十分な大きさでない可能
性があります。 領域サイズを確認したのち、弊社サポ
ート部門に連絡してください。
ISPF131

TFD 構築時のエラー - モジュール
aaaaaaaa が ISPCBTFD から戻りコード
bbbbbbbb を受け取りました。

解説: ファイル調整用に内部制御ブロックの構築を行
おうとしているときに、ISPF で予期しない内部エラー
が発生しました。 戻りコードならびに戻りコードを受
け取ったモジュール名は、メッセージ内に記されていま
す。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF132

弊社サポート部門まで

データ・セット名のエラー - モジュール
aaaaaaaa が ISPCDSN から戻りコード
bbbbbbbb を受け取りました。

解説: ファイル調整中に、ISPF で内部エラーが発生し
ました。 モジュール aaaaaaaa は ISPCDSN を呼び出
してデータ・セット名を獲得しようとしましたが、
ISPCDSN は予期しない戻りコード bbbbbbbb を設定し
ました。 戻りコードが 4 である場合は、ISPCDSN が
DD ステートメントを見付けられなかったか、DCB 中
の DDNAME がブランクであったかのいずれかです。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

ISPF メッセージ
ISPF133

DEQUEUE のエラー - モジュール
aaaaaaaa が ISPCDQ から戻りコード
bbbbbbbb を受け取りました。

解説: ファイル調整中にデータ・セットまたはメンバ
ーをデキューしようとしているときに、ISPF で内部エ
ラーが発生しました。 デキュー・サービス・モジュー
ルであるモジュール ISPCDQ が、予期しない戻りコー
ド bbbbbbbb をモジュール aaaaaaaa に返しました。
戻りコードが 4 である場合は、DEQ (デキュー) が待ち
状態からタスクを除去することができませんでした。 8
の場合は、DEQ (デキュー) が資源未検出の戻りコード
を受け取りました。 12 の場合は、無効な入力パラメー
ターがあります。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF134

弊社サポート部門まで

FIND のエラー - モジュール aaaaaaaa
が ISPCFI から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

解説: ファイル調整中に、ISPF で内部エラーが発生し
ました。 モジュール aaaaaaaa が区分データ・セッ
ト・メンバーを探すために ISPCFI を呼び出して、予期
しない戻りコード bbbbbbbb を受け取りました。 戻り
コードが 4 の場合には、メンバーが見付かりませんで
した。 戻りコードが 8 の場合には、入出力エラーが
BLDL 中で発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF135

弊社サポート部門まで

I/O エラー - aaaaaaaa で回復不能 I/O エ
ラーが起きました。

解説: ファイル調整中に、入力の入出力エラーが発生
しました。 エラーは、主スケルトン・ファイル
か、)DOT ファイルか、)IM ファイルか、あるいは、一
時ファイルの読み取り中に発生しました。 aaaaaaaa
が、処理中のメンバー名でした。
ユーザー応答: 入力ファイルを調べて、誤ったレコー
ド長などのような、ISPF 推奨値との明白な不整合がな
いかどうか探してください。 また同時に、可変または
固定のレコード・タイプが、入力データ・セットの連結
内で混合して使用されていないかどうか確認してくださ
い。

ISPF136

I/O エラー - 出力データ・セットで回復
不能 I/O エラーが起きました。

解説: ファイル調整用に出力データ・セットの書き出
しを行っているときに、I/O エラーが発生しました。
ユーザー応答: 出力データ・セットを調べて、誤った
データ・セット編成などのような不整合がないかどうか
確認してください。 援助が必要な場合は、弊社サポー
ト部門まで連絡してください。
ISPF138

STOW エラー - モジュール aaaaaaaa が
STOW マクロから 10 進戻りコード
bbbbbbbb、10 進理由コード cccccccc を
受け取りました。

解説: ファイルの調整中に、ISPF で内部エラーが発生
しました。 予期しないエラー・コードが、共通 STOW
モジュール (ISPCST) から返されました。 このコード
を受け取ったモジュールは aaaaaaaa です。 bbbbbbbb
の値は 10 進数の戻りコードです。cccccccc の値は、
MVS STOW マクロから戻された 10 進数の理由コード
です。考えられる STOW エラーは、ディレクトリーの
空間不足か、入出力エラーです。可能性のあるエラー条
件の詳細なリストについては、STOW マクロの該当する
システム資料を参照してください。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: STOW マクロのシステ
ム資料を適宜参照してください。
ISPF139

出力エラー - 出力ファイルが PDS では
ありません。

解説: 以下のいずれかが起きました。
v メンバー名を指定して FTCLOSE が試みられました
が、出力ファイルが区分データ・セットではありませ
んでした。
v ライブラリーではないデータ・セット上で、
FTCLOSE が試みられました。
v 区分データ・セットではないデータ・セット上で
FTERASE が試みられました。
プログラマー応答:
ISPF140

エラーを訂正してください。

データ・セットが未割り振り - データ・
セット aaaaaaaa が割り振られていませ
ん。

解説: ファイル調整用の入力データ・セットまたは組
み込みデータ・セットが、割り振りされていませんでし
た。 DD 名は aaaaaaaa です。
プログラマー応答:

入力データ・セットを割り振った
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のち、ファイル調整を再試行してください。
ISPF141

ENQUEUE のエラー - データ・セット
aaaaaaaa は使用中です。ENQUEUE はで
きませんでした。

解説: ファイル調整中に、入力、出力、または一時の
いずれかのデータ・セットを待機状態にすることができ
ませんでした。 aaaaaaaa は、待機状態にできなかった
DD 名またはデータ・セット名のいずれかです。デー
タ・セットは他のタスクによって使用中なので、ファイ
ル調整は続行することができません。
プログラマー応答: aaaaaaaa を参照して、データ・セ
ットの使用の対立を解決してください。
ISPF142

変数が打ち切られた - 変数の打ち切りが
行われました。

必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
ISPF145

解説: スケルトン・データ・ファイルの 72 桁目には
すでにデータが入っていますが、そこを置き換えようと
する生成データがあります。 この既存データは、移動
させることのできない順序番号である可能性がありま
す。
プログラマー応答: ファイルが順序番号を含んでいる
場合は、スケルトン・ファイルの 72 桁に生成されたデ
ータを除去してください。
ISPF151

解説: ファイル調整中に、ファイル調整変数が、打ち
切りされた値で置換されました。
プログラマー応答: 変数を調べて、どの変数が打ち切
られたのかを探してください。 また、データ・ファイ
ルを調べ短くできる行があるかどうか探して、拡張する
余地を与えてください。
ISPF143

STAE のエラー - モジュール aaaaaaaa
が STAE から戻りコード bbbbbbbb を受
け取りました。

解説: ファイル調整が STAE 出口の設定または取り消
しを試みているときに、ISPF で内部エラーが発生しま
した。 STAE マクロからの戻りコードは bbbbbbbb で
す。また、aaaaaaaa は、STAE マクロを呼び出したモ
ジュールの名前です。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPF144

弊社サポート部門まで

システムの ABEND - モジュール
aaaaaaaa でシステム ABEND bbbbbbbb
が起きました。

解説: ファイル調整中にシステム異常終了が起きまし
た。 システム異常終了コードは bbbbbbbb で、このメ
ッセージを生成した STAE 出口ルーチンはモジュール
aaaaaaaa 内にあります。 データ・セットはクローズな
らびにデキューされました。
プログラマー応答: 異常終了コードを使用して、異常
終了の理由を見付けるのに役立ててください。 援助が

90

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

出力データの矛盾 - 出力の最後の桁に生
成されたデータ。入力の最後の桁は移動で
きません。

タブの位置が無効 - タブ (aaaaaaaa) の指
定が範囲 (1-255) 外です。bbbbbbbb レコ
ード - cccccccc。

解説: ファイル調整の )TB (または )TBA) ステートメ
ント内のタブ値の 1 つが、正しい範囲である 1 から
255 の間に入っていません。 誤った値は aaaaaaaa で
あり、エラーが見付かったのはメンバー bbbbbbbb のレ
コード cccccccc 内です。
プログラマー応答: )TB (または )TBA) ステートメン
トを訂正して、1 から 255 の範囲内のタブ値を使用す
るようにしてください。
ISPF152

タブの位置が無効 - タブ (aaaaaaaa) は前
のタブを超えなければなりません。
bbbbbbbb レコード - cccccccc。

解説: ファイル調整用の )TB または、)TBA ステート
メント内の数値タブの位置が、昇順になっていません。
aaaaaaaa が誤っているタブ値です。このタブ値は、メ
ンバー bbbbbbbb のレコード cccccccc で見付かりまし
た。
プログラマー応答: )TB (または )TBA) ステートメン
トを訂正して、各タブ値がそれぞれ直前のタブ値より大
きくなるようにしてください。
ISPF153

タブ・ストップが多過ぎます - タブ制御
ワードの数が 16 タブ・ストップを超え
ています。aaaaaaaa レコード bbbbbbbb。

解説: ファイル調整の )TB (または、)TBA) ステート
メントに、16 より多い数のタブ・ストップが指定され
ています。 16 より多く指定することは許されません。
エラーは、メンバー aaaaaaaa のレコード bbbbbbbb で
見付かりました。

ISPF メッセージ
プログラマー応答: )TB (または、)TBA) ステートメン
トを訂正して、16 より多いタブ・ストップを指定しな
いようにしてください。
ISPF154

ISPF160

論理レコード長が無効 - 入出力データ・
セットの論理レコード長の最大は 255 で
す。

解説: ファイル調整データ・セットは、255 より大き
い論理レコード長を持つことはできません。 これは、
入出力データ・セット両方ともに適用されます。
プログラマー応答: ファイル調整用の入出力データ・
セット (一時データ・セットも含む) の論理レコード長
を確認してください。 そして、255 より大きい論理レ
コード長を持つものがないようにしてください。
ISPF155

STOW パスワード・エラー - ファイル調
整サービスはパスワードで保護されたメン
バーはサポートしません。

FTP エラーの発生。- 次の FTP 出力に
ついて発生したエラーを確認してくださ
い。 FTP 戻りコードの説明については、
TCP/IP ユーザーの手引きを参照してくだ
さい。 FTP の導入要件のリストを見たい
ときは、HELP コマンドを入力してくだ
さい。 エラーの原因が判別できたら、導
入ダイアログに戻して、ISPF C/S
INSTALL コマンドを再実行してくださ
い。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージは
FTP ISPF C/S INSTALL コマンドによって出されまし
た。
以下は、FTP を使用して ISPF クライアント / サーバ
ー・コンポーネントをダウンロードするための要件で
す。
v TCP/IP をインストールして、実行する。
v FTP をインストールして、実行する。

解説: FTCLOSE または FTERASE がファイル調整出
力データ・セット・メンバーで試みられていますが、メ
ンバーはパスワードで保護されています。 パスワード
で保護されているメンバーへのファイル調整出力は、サ
ポートされていません。

v 指定したパスに対する書き込みアクセス権 (TRUSERS
ファイルを検討する) を持つ必要がある。

プログラマー応答: パスワードで保護されていない、
ファイル調整用の出力データ・セットを選択してくださ
い。

v ISPF クライアント / サーバー・コンポーネントのコ
ピー先ディレクトリーが存在するか、「ディレクトリ
ーの作成 (Create directory)」選択フィールドを選択し
ていなければならない。

出力桁あふれ - 出力する行> データ・セ
ットの論理レコード長 aaaaaaaa。

v ワークステーション・ディレクトリーの作成を依頼し
た場合は、指定したディレクトリーの親にディレクト
リーを変更できるようになっていなければならない。

ISPF156

解説: ファイル調整の FTCLOSE 中に、調整対象の出
力データの最後の非ブランク文字が、出力データ・セッ
トの論理レコード長内に収まりませんでした。 デー
タ・セットの論理レコード長は aaaaaaaa です。
プログラマー応答: 出力データ・セットの論理レコー
ド長を大きくするか、データを出力データ・セットの論
理レコード長内に収まるようにするかの、いずれかを行
ってください。

v ユーザーは、ISPF クライアント / サーバー・コンポ
ーネントが存在する MVS データ・セットに対する読
み取りアクセス権を持つ必要がある。

ISPF161

FTP コマンドが見付かりません - ISPF
C/S INSTALL プログラムが FTP コマン
ドの実行中に重大エラーを受け取りまし
た。これは、FTP コマンドを見付けるこ
とができなかったため起こった可能性があ
ります。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージは
FTP ISPF C/S INSTALL コマンドによって出されまし
た。
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ISPF162

EXE が見付かりませんでした - ワークス
テーション実行可能部分が、指定されたデ
ータ・セット内に見付かりませんでした。
指定された言語が未導入か、指定されたデ
ータ・セットが誤っていたかのいずれかで
す。

解説: パネルで指定されたデータ・セット内に、EXE
が見付かりませんでした。
ユーザー応答: ワークステーション実行可能部分が入
っている、正しいデータ・セットの名前をシステム・プ
ログラマーに問い合わせてください。 正しいデータ・
セット名を入力してください。
ISPF163

DLL が見付かりませんでした - ワークス
テーションの動的リンク・ライブラリー
(DLL) 部分が、指定されたデータ・セッ
ト内に見付かりませんでした。

解説: パネルで指定されたデータ・セット内に、動的
リンク・ライブラリーが見付かりませんでした。
ISPF164

割り振りに失敗しました - FTP 起動準備
でのファイル割り振りに失敗しました。
FTP は起動されず、ダウンロードは中止
されました。

解説: このメッセージは FTP ISPF C/S INSTALL コマ
ンドによって出されました。
ユーザー応答: ダウンロードを再試行するか、FTP 以
外の方法でワークステーション・エージェントをダウン
ロードしてください。
システム・プログラマー応答: TSO/E から補足のメッ
セージがあれば、取り込んでください。ユーザーの
TSO/E プロファイルで、WTPMSG と MSGID のオプシ
ョンが有効になっていることを確認してください。
ISPG002

プロジェクト名を入力してください - プ
ロジェクト名が欠落しているか、無効で
す。

解説: ISPF ライブラリー・データ・セットの入力フィ
ールドの、プロジェクト名フィールドが、ブランクまた
は無効です。
ユーザー応答: 有効なプロジェクト名を、ISPF ライブ
ラリーに対して入力する必要があります。 ISPF ライブ
ラリーはカタログ済み区分データ・セットであり、次の
形式の 3 レベル・データ・セット名が付けられていま
す。
’プロジェクト.グループ.タイプ’
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ISPG003

グループ名を入力してください - グルー
プ名が欠落しているか、無効です。

解説: ISPF ライブラリー・データ・セットの入力フィ
ールドのうちの、グループ名フィールドがブランクまた
は無効です。
ユーザー応答: 有効なグループ名を、ISPF ライブラリ
ーに対して入力する必要があります。 ISPF ライブラリ
ーはカタログ済み区分データ・セットであり、次の形式
の 3 レベル・データ・セット名が付けられています。
’プロジェクト.グループ.タイプ’
ISPG004

タイプ修飾子を入力してください - タイ
プが欠落しているか、無効です。

解説: ISPF ライブラリー・データ・セットの入力フィ
ールドで、タイプ名フィールドがブランクまたは無効で
す。
ユーザー応答: 有効なタイプ名を、ISPF ライブラリー
に対して入力する必要があります。 ISPF ライブラリー
はカタログ済み区分データ・セットであり、次の形式の
3 レベル・データ・セット名が付けられています。
’プロジェクト.グループ.タイプ’
ISPG007

VOL 通し番号の指定不可 - ボリューム通
し番号の指定は、「その他のデータ・セッ
ト名」フィールドを使います。

解説: ボリューム通し番号の入力フィールドに値があ
りますが、これは、「他のデータ・セット名」フィール
ドにデータ・セット名を指定していない時は無効です。
ユーザー応答: ISPF ライブラリー入力フィールドを使
用してデータ・セット名を入力するときには、ボリュー
ム通し番号入力フィールドには値を入れないようにして
ください。 ただし、その他のデータ・セット名 (Other
Data Set Name) 入力フィールドを使用する場合のみ、
ボリューム通し番号 (Volume Serial) 入力フィールドに
有効な値を入れることができます。
ISPG010

データ・セットがオープン - データ・セ
ットは ISPF によって現在使用されてい
ます。

解説: 指定されたデータ・セットはオープンされてお
り、現在 ISPF が使用中です。
ユーザー応答: LIST、LOG、TEMPLIST、
TEMPCNTL、EDIT RECOVERY のいずれかのデータ・
セットの 1 つが指定され、さらに ISPF がその時点に
そのデータ・セットを使用中であった場合に、このメッ
セージが出されます。 LOG と LIST のデータ・セット
は、LOG と LIST コマンドによって制御されていま

ISPF メッセージ
す。 これら 2 つのコマンドは、現在のデータ・セット
を保持しながら新しいデータ・セットを引き続き扱うこ
とができるので、データ・セットを使用し続けることが
できます。 TEMPLIST、TEMPCNTL、および EDIT
RECOVERY データ・セットを使用できるようにするに
は、保管してクローズする必要があります。

| ISPG011
|
|

ジャンプ機能は使用不可 - NOJUMP 属
性キーワードが、このフィールドでのジャ
ンプ機能を禁止しています。

| 解説: フィールドのジャンプ機能が使用できなくなり
| ました。これは属性キーワード NOJUMP(ON) によって
| 使用不可にされたものです。
|
|
|
|

プログラマー応答: このフィールドのジャンプ機能を
使用可能にするには、属性キーワード NOJUMP(ON) を
NOJUMP(OFF) に設定するか、NOJUMP 属性キーワー
ドをその属性タイプから除去する必要があります。
ISPG024

解説:

画面移動量が無効です - 有効な値は、M
(MAX)、P (PAGE)、H (HALF)、C
(CSR)、D (DATA)、1 〜 9999 です。

また、解説ページのそれぞれに表示されたリストからト
ピックを選択することもできます。 たとえば、以下の
ように入力すると
OPTION ===> 3
トピック番号 3 を選択することができます。
また、任意の解説ページ上で、次に示すコマンドのいず
れかを入力することもできます。
BACK または B は、
直前に見たページをバックアップします。
SKIP または S は、
現在のトピックをスキップして次のトピックに
行きます。
UP または U は、
1 水準上のトピックのリストを表示します。
TOC または T は、
目次を表示します。
INDEX または I は、
解説の索引を表示します。
ISPG029

無効な画面移動量が指定されました。

ユーザー応答: ヘルプ・メッセージにリストされてい
る有効な応答、すなわち M (MAX)、P (PAGE)、H
(HALF)、C (CSR)、D (DATA)、1 から 9999 のうち、
いずれか 1 つを入力してください。
ISPG026

トップ・パネルが未定義 - ZHTOP ダイ
アログ変数がパネル名にセットされていま
せん。

解説: ダイアログ変数 ZHTOP に、最初の解説
(tutorial) パネルの名前が含まれていません。

解説: ダイアログ変数 ZHINDEX に、最初の INDEX
パネルの名前が含まれていません。
ユーザー応答: 変数 ZHINDEX には、最初の INDEX
パネルの名前を含めなければなりません。 解説がどの
ように入力されたかに関係なくユーザーが常に INDEX
パネルを表示できるようにするために、アプリケーショ
ンの先頭にこの変数を設定することができます。
ZHINDEX はまた、基本オプション・メニューに設定す
ることもできます。
ISPG038

ユーザー応答: 変数 ZHTOP には、最初の解説パネル
の名前を含めなければなりません。解説がどのように入
力されたかに関係なくユーザーが常に解説パネルを表示
できるようにするために、アプリケーションの先頭にこ
の変数を設定することができます。 ZHTOP はまた、基
本オプション・メニューに設定することもできます。
ISPG028

無効な選択コードです - 有効なコード
は、B、S、U、T、I または選択リストが
ある場合は番号です。

解説: 無効なコードまたは選択番号が解説 (tutorial) パ
ネルに入力されました。
ユーザー応答: コマンド / オプション・フィールドを
ブランクのままにして、ENTER キーを繰り返し押して
いくと、解説を順々に見ていくことができます。

索引パネルの定義がない - ZHINDEX ダ
イアログ変数がパネル名にセットされてい
ません。

I/O エラー - PDS ディレクトリーの読み
取り中に BLDL から I/O エラーが返され
ました。

解説: 指定されたデータ・セットのディレクトリーを
システムが探索しようとしているときに、永続 I/O エラ
ーが検出されました。
ユーザー応答: 指定されたデータ・セットが正しいデ
ータ・セットかどうか確認してください。 メッセージ
番号とテキストをメモしたのち、システム・プログラマ
ーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 可能であれば、指定さ
れたデータ・セットをバックアップから復元してくださ
い。 援助が必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡
してください。
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ISPG040

解説:
た。

DSORG が無効です - データ・セット編
成は区分編成か順次編成でなければなりま
せん。

データ・セット編成の入力が、誤っていまし

ユーザー応答:
い。
ISPG041

データ・セット編成を訂正してくださ

インターフェース・エラー - TSO ルーチ
ン IKJADTAB の機能 ENDTABLE から
戻りコード ’aaaaaaaa’ が返されました。

ISPG046

解説: ISPF-TSO インターフェースの間で、エラーが発
生しました。
ユーザー応答:
ださい。

ISPG047

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: エラーが起きたときに
ユーザーが何をしていたかを判別したのち、弊社サポー
ト部門に連絡してください。
ISPG044

連結の失敗 - 指定のライブラリーを連結
することができません。

解説: 連結が失敗しました。ISPCDAIR が RC=0 では
戻りませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

ISPG045

STAE マクロのエラー - STAE マクロで
記憶域を確保できません。サブプール 0
が満杯です。

解説: 記憶域が使い果たされました。これに先行し
て、使用可能な記憶域すべてが使用されてしまったとい
うエラーがありました。
ユーザー応答: 領域サイズが、失敗したタスクを実行
するのに十分な大きさであるかどうか確認してくださ
い。 それでもなお問題が発生する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: タスクがループしてい
ないか、および、失敗した機能を実行するのに記憶域が
十分であるかどうかを確認してください。

IRXTERMA インターフェース・エラー ISPF が戻りコード ’aaaaaaaa’ を TSO
ルーチン IRXTERMA から受け取りまし
た。

解説: REXX 環境の初期設定中に、エラーが発生しま
した。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーの処置が正し
かった場合は、弊社サポート部門に連絡してください。
ISPG048

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーの処置が正し
かった場合は、弊社サポート部門に連絡してください。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: プログラムが正しく許可されてい
るか、確認してください。

解説: IKJADTAB への連係からの戻りで、エラーが起
きました。
ユーザー応答:
ださい。

IKJTBLS インターフェース・エラー - 許
可されたテーブル名 ’aaaaaaaa’ が認識で
きません。

TSO インターフェース・エラー - TSO
ルーチン IKJTBLS で ABEND
’aaaaaaaa’ (10 進)、理由コード
’bbbbbbbb’。

解説: 許可テーブル内でプログラム名を探索中に、異
常終了が発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーが許可された
プログラムを実行する権限を持っていたか、確認してく
ださい。 IKJTBLS がエラー・コード 20 を戻した理由
を判別するには、弊社サポート部門に連絡してくださ
い。
ISPG049

TSO インターフェース・エラー - TSO
ルーチン IKJTBLS で ABEND
’aaaaaaaa’ (16 進)、理由コード
’bbbbbbbb’。

解説: 許可テーブル内でプログラム名を探索中に、異
常終了が発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーが許可された
プログラムを実行する権限を持っていたか、確認してく
ださい。 IKJTBLS がエラー・コード 20 を戻した理由
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を判別するには、弊社サポート部門に連絡してくださ
い。
ISPG050

aaaaaaaa が活動状態ではありません - 入
力されたコマンドまたは機能キーが定義さ
れていません。

解説: 無効なコマンドが入力されたか、機能キーが定
義されていないかのいずれかです。
ユーザー応答:
ISPG051

解説:
た。

コマンドを訂正してください。

aaaaaaaa コマンドのエラー - 入力された
コマンドまたは機能キーが誤って定義され
ています。

ISPG055

解説:
す。

MSGID コマンドには、上記の補足情報が必要で

ユーザー応答:
ISPG056
解説:

コマンドを訂正してください。

最後のメッセージのメッセージ ID は、
aaaaaaaa でした。

ISPG057

行コマンドのエラー - 行コマンド・フィ
ールドには、すでにコマンドがあります。

解説: 行コマンドの対立があります。 行コマンド・フ
ィールドには、すでにコマンドがあります。
ユーザー応答:

ISPG052

PANELID パラメーターが無効です - 有
効な PANELID パラメーターは、
ON、OFF、ブランクのいずれかです。

コマンドを訂正してください。

これは通知メッセージです。

コマンドまたは機能キーの処理は不成功でし

ユーザー応答:

MSGID パラメーターが無効です - 有効
な MSGID パラメーターは、ON、OFF、
ブランクのいずれかです。

ISPG058

行コマンドを訂正してください。

行コマンドのエラー - カーソルのある行
には、行コマンド・フィールドは含まれて
いません。

解説: PANELID コマンドの次には、ON または OFF
を続けるか、何も続けないかのいずれかにする必要があ
ります。

解説: カーソルを含む行には、行コマンドを受け入れ
るためのフィールドはありません。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
ださい。

ISPG053

PANELID コマンドを訂正してくださ

コマンドが使用状態ではありません - 入
力されたコマンドまたは機能キーが定義さ
れていません。

ISPG059

行コマンドの使用の試みを訂正してく

データが切り捨てられました - このパネ
ルのコマンド入力バッファーより、コマン
ド入力ストリングが大きいです。

解説: 入力されたコマンドまたは入力された機能が、
定義されていません。

解説: 入力されたコマンド・ストリングが大きすぎた
ため、切り捨てられます。

ユーザー応答:

ユーザー応答:
ださい。

ISPG054

コマンドを訂正してください。

コマンドのパラメーターが欠落しています
- 入力されたコマンドにはパラメーターが
必要です。

解説: このコマンドには、追加データを続いて入力す
る必要があります。
ユーザー応答: 完全なコマンドを入力してください。
補足情報が必要な場合には、コマンドを定義している
ISPF の資料を使用してください。

ISPG060

コマンド入力ストリングを訂正してく

コマンド名が無効です - 入力されたコマ
ンドまたは CLIST に含まれるコマンド
が、無効な構文になっています。

解説: 入力されたコマンドまたは CLIST 内で使用され
るコマンドが、無効な構文になっています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
てください。

失敗した行の CLIST 構文を訂正し

第1章 ISPF メッセージ

95

ISPF メッセージ
ISPG061

解説:
ん。

コマンド名が無効です - 入力されたコマ
ンドまたは CLIST に含まれるコマンド
が、ヌル (すべてブランク) です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 有効なコマンド名を入力して、
CLIST を訂正してください。
ISPG062

解説:

コマンドが無効です - コマンドの処理が
できません。 IKJSCAN の戻りコード =
aaaaaaaa。

入力されたコマンドは、許可されていません。

ユーザー応答: 正しいコマンド名を入力してくださ
い。 コマンド名が正しかった場合は、担当のプログラ
マーに連絡してください。
プログラマー応答: コマンド名が許可コマンドかどう
か確認してください。

ISPG065

解説:

コマンドは実行できません。

ユーザー応答:
い。

コマンドが拒否されました - コマンドが
拒否されました - ’aaaaaaaa’ コマンドは
ISPF ではサポートされません。

解説: このコマンド名は、ISPF の使用中は使用するこ
とができません。
ユーザー応答: 正しい名前を入力するか、担当のプロ
グラマーに連絡するかしてください。
プログラマー応答: コマンド名を訂正して、ISPF との
不整合を回避するようにしてください。
ISPG064

コマンドの ABEND - ユーザー ABEND
aaaaaaaa (10 進) がコマンド ’bbbbbbbb’
の処理中に発生しました。

解説: コマンドの実行中にサブタスクが異常終了しま
した。
ユーザー応答:
い。

ISPG066

解説:

コマンドの異常終了 - 異常終了 aaaaaaaa
(16 進) がコマンド ’bbbbbbbb’ の処理中
に発生しました。

コマンドは処理できません。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 異常終了が起きた理由が判別でき
ない場合には、弊社サポート部門に連絡してください。

解説:

PUTGET のエラー - PUTGET の戻りコ
ードは aaaaaaaa (16 進) です。システ
ム・プログラマーに連絡してください。

システム障害が発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: コマンドの実行中に、
予期しない戻りコードを受け取りました。 この戻りコ
ードの補足情報については、PUTGET の資料を参照して
ください。
ISPG068

メンバー名が長すぎる - メンバー名は 8
文字以下です。

解説: データ・セットのメンバー名が、8 文字の制限
を超えています。
ユーザー応答:

メンバー名を訂正します。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: サブタスクが異常終了した理由を
判別してください。 必要であれば、弊社サポート部門
に連絡してください。
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担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ATTACH マクロの資料を調べて、
ATTACH コマンドが失敗した理由を判別してくださ
い。

ISPG067
ISPG063

ATTACH のエラー - コマンド ’aaaaaaaa’
に ATTACH できません。 ATTACH 戻
りコード =bbbbbbbb。
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ISPG069
解説:

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

これは通知メッセージです。
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ISPG070

解説:

IKJEFTSR インターフェース・エラー 許可コマンド ’aaaaaaaa’。 戻りコード =
bbbbbbbb。 理由コード = cccccccc。

処理していたコマンドが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: IKJEFASR が上記にリストした戻
りコードおよび理由コードを返してきました。 上記の
コードを使用して、失敗の理由を判別してください。
ISPG071

解説:

IKJEFTSR インターフェース・エラー 許可プログラム ’aaaaaaaa’。戻りコード
= bbbbbbbb。 理由コード = cccccccc。

処理していた許可プログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: IKJEFASR が上記にリストした戻
りコードおよび理由コードを返してきました。 上記の
コードを使用して、失敗の理由を判別してください。
ISPG072

アテンション終了 - 許可プログラム
’aaaaaaaa’ がアテンションによって終了
しました。

ISPG074

解説:
た。

BLDL エラー・メッセージ - コマンド
’aaaaaaaa’ の処理中にエラーが起きまし
た。 BLDL 戻りコード> 4。

ダイアログの実行中に、BLDL が失敗しまし

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPG075

弊社サポート部門まで

コマンドの ABEND - ABEND aaaaaaaa
(16 進) が許可コマンド ’bbbbbbbb’ の処
理中に起きました。

解説: コマンドの実行中に、システム障害が発生しま
した。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: サブタスク・ダンプを
使用すると、障害がどこで発生したか判別するのに役立
ちます。
ISPG076

アテンション・メッセージ - アテンショ
ンによってコマンドが終了しました。

解説: アテンション・キーが押されていた場合は、こ
れは単なる通知メッセージとなります。

解説: アテンションが入力されていた場合は、これは
単なる通知メッセージとなります。

ユーザー応答: アテンション・キーが押されていなか
った場合は、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

ユーザー応答: アテンションが入力されていなかった
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマー応答: ユーザーがアテンショ
ン・キーを押していなかった場合は、弊社サポート部門
に連絡してください。
ISPG073

解説:

コマンドの ABEND - ユーザー ABEND
aaaaaaaa (10 進) が許可コマンド
’bbbbbbbb’ の処理中に発生しました。

処理していたコマンドが失敗しました。

ユーザー応答: このメッセージを担当のプログラマー
に報告してください。
プログラマー応答: IKJEFTSR は、問題の判別に役立つ
ように、上記のユーザー異常終了コードを返してきまし
た。

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPG077

解説:

弊社サポート部門まで

ABEND 806 - コマンド ’aaaaaaaa’ がコ
ード 806000 で異常終了しました。 ロー
ド・モジュールがありません。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ユーザーの連結と LIBDEF の連結
の両方が正しいかどうか、確認してください。
ISPG078

解説:

プログラムの ABEND - ユーザー
ABEND aaaaaaaa (10 進) が許可プログ
ラム ’bbbbbbbb’ の処理中に起きました。

プログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ
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プログラマー応答: IKJEFTSR から戻された上記の異常
終了コードを使用して、異常終了の利用を判別してくだ
さい。
ISPG079

解説:

プログラムの ABEND - ABEND
aaaaaaaa (16 進) が許可プログラム
’bbbbbbbb’ の処理中に起きました。

連結解除の失敗 - 指定されたライブラリ
ーの連結解除ができませんでした。

解説: ライブラリーのいずれかが連結できませんでし
た。使用中であった可能性があります。
ユーザー応答: ライブラリーのいずれかを使用してい
るジョブを終了してください。

処理していたプログラムが失敗しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: サブタスク・ダンプが、失敗がど
こで発生したか判別するのに必要になります。 援助が
必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
ISPG080

データ・セットの矛盾 - データ・セット
編成が同一でありません。

解説: 誤ったデータ・セット名が入力された可能性が
あります。
ユーザー応答: データ・セット名すべてが正しく入力
されているか、確認してください。 データ・セット名
が正しい場合には、担当のプログラマーに連絡してくだ
さい。
プログラマー応答: 入力したデータ・セットの DSORG
を訂正してください。 順次および区分データ・セット
を混在させることはできません。
ISPG081

区分データ・セットではない - メンバー
名を指定しましたが、このデータ・セット
は区分データ・セットではありません。

解説: 非区分データ・セットに対して、メンバー名を
指定しました。
ユーザー応答:
ださい。
ISPG082

正しいデータ・セット名を入力してく

区分データ・セットではない - 連結でき
るのは区分データ・セットだけです。

解説: 連結順序内に、非区分データ・セットが入力さ
れました。
ユーザー応答: 正しいデータ・セット名を入力する
か、区分ではないデータ・セットをすべて削除するかし
てください。

98

ISPG083

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

ISPG084

再割り振りが失敗しました - DAIR RC =
aaaaaaaa (10 進)、DARC = bbbbbbbb
(16 進)、DSN = ’cccccccc’。

解説: データ・セットを OLD として再割り振りする
ことができませんでした。
ユーザー応答: 以下に示す戻りコードを使用して、操
作が失敗した理由を判別してください。必要であれば、
システム・プログラマーに連絡してください。
以下は DAIR 戻りコードです。
CODE 意味
0
DAIR が正常に完了しました。 2 次エラー・
コードが DARC フィールドにあります。
4
無効なパラメーター・リストが DAIR に渡さ
れました。
8
カタログ管理エラー。 エラー・コードは
CTRC フィールドにあります。
12
動的割り振りエラー。 エラー・コードは
DARC フィールドにあります。
16
使用可能な TIOT 項目がありませんでした。
20
要求された DDNAME は使用不可能です。
24
要求された DSNAME が連結したグループのメ
ンバーです。
28
DDNAME または DSNAME が割り振りされて
いないか、ATTR リストの名前が見付かりませ
ん。
32
DISP=NEW が、直前に永続割り振りされたデ
ータ・セットに指定されました。
36
カタログ情報ルーチンのエラー。
40
プログラムが用意したスペースに入るより多い
索引ブロックが存在します。
44
データ・セットに対して、DISP=OLD、
MOD、SHR が削除に備えて前に割り振られま
した。
48
予約されています。
52
導入システム出口によって要求が拒否されまし
た。

ISPF メッセージ
ISPG085

解説:
た。

割り振り解除が失敗しました - DAIR RC
= aaaaaaaa (10 進)、DARC = bbbbbbbb
(16 進)、DSN = ’cccccccc’。

ユーザー応答: データ・セット名を調べて、正しく再
入力してください。

データ・セットの割り振り解除が失敗しまし
ISPG092

ユーザー応答:
い。
ISPG086

解説:
ん。

て、44 文字以内にしなければなりません。

メッセージ ISPG084 を参照してくださ

解説: 入力されたメンバー名が無効でした。 メンバー
名は 1〜8 桁で、括弧でくくらなければなりません。

データ・セットの削除が失敗しました ’aaaaaaaa’ はオープンされているので、
削除できません。

データ・セットは使用中なので、削除できませ

ユーザー応答: 正しい構文を使用して、メンバー名を
再入力してください。
ISPG093

ユーザー応答: データ・セットを使用しているタスク
を終了してください。
ISPG087
解説:

データ・セット使用中 - データ・セット
は現在あなたが使用しています。

データ・セットは、他のタスクで使用中です。

ユーザー応答: このタスクを開始する前に、もう 1 つ
のタスクを終了してください。
ISPG088

解説:

DSN の ALLOC 検査が失敗しました データ・セットがすでに割り振り済みかど
うかの検査ができませんでした。

割り振り検査が失敗しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPG090

弊社サポート部門まで

データ・セット名が無効 - データ・セッ
ト名に含まれているアポストロフィ (’) が
対になっていません。

解説: 入力されたデータ・セット名に、対になってい
ないアポストロフィが含まれています。
ユーザー応答: 正しいアポストロフィを使用して、デ
ータ・セット名を再入力してください。
データ・セット名が無効 - データ・セッ
ト名の長さは、接頭部 (もしあれば) も含
めて 44 桁以内にしなければなりませ
ん。

解説: 入力されたデータ・セット名の長さが、無効で
す。 長さは、(もし使用するならば) TSO 接頭部も含め

データ・セット名が無効 - データ・セッ
ト名の途中に、埋め込みブランク、括弧、
アポストロフィ (’) を入れることはできま
せん。

解説: 入力されたデータ・セット名に、ブランク、ア
ポストロフィ、括弧のいずれかが含まれていますが、こ
れらはデータ・セット名では無効です。
ユーザー応答: 正しい構文に従ってデータ・セット名
を再入力してください。
ISPG094

解説:

データ・セットがカタログされていない 世代別データ・セットがありません。 世
代別グループのカタログを調べてくださ
い。

指定されたデータ・セットが見付かりません。

ユーザー応答:
ください。
ISPG095

入力したデータ・セット名を確認して

ブロック・サイズの矛盾 - 最初のライブ
ラリーには最大のブロック・サイズが必要
です。

解説: 連結の最初のライブラリーは、その連結内で最
大のライブラリー・ブロック・サイズを持っていなけれ
ばなりません。
システム・プログラマー応答: 連結を更新し、最大ブ
ロック・サイズのデータが連結の最初にあるようにして
ください。
ISPG096

ISPG091

メンバー名が無効 - メンバー名は 1 〜 8
文字で、括弧で囲む必要があります。

レコード・サイズの矛盾 - すべてのライ
ブラリーが同じレコード長でなければなり
ません。

解説: 連結内のすべてのライブラリーで、レコード長
が同じである必要があります。
システム・プログラマー応答:

連結とライブラリー割
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り振りを更新し、レコード長が一律であるようにしてく
ださい。
ISPG097

レコード・タイプの矛盾 - すべてのライ
ブラリーが同じレコード・タイプでなけれ
ばなりません。

解説: 連結内のすべてのライブラリーで、レコード・
タイプの定義が同じである必要があります。
プログラマー応答: 連結内のライブラリーが正しいレ
コード・タイプであるかどうか、確認してください。
ISPG098

レコード・サイズの矛盾 - 最初のライブ
ラリーには最大のレコード長が必要です。

ISPG102

解説: この機能で参照されたデータ・セットは、区分
データ・セット (PDS) です。 PDS は、この機能では使
用できません。
ユーザー応答:
ださい。

ISPG099

世代別 DS でない - データ・セットが世
代別データ・セットではありません。

解説: 指定されたデータ・セットは世代別データ・セ
ットではありません。
プログラマー応答:
認してください。
ISPG100

ISPG103

レコード形式が無効です - S タイプの区
分データ・セットは ISPF ではサポート
されていません。

解説: 参照されたデータ・セットは S タイプの区分デ
ータ・セットですが、これは ISPF ではサポートされて
いません。
ユーザー応答: S タイプの区分データ・セットでない
データ・セットを選択してください。
ISPG104

指定されたデータ・セット名を確

データ・セットの編成が無効 - データ・
セットが順次編成でも区分編成でもありま
せん。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 機能を更新して、正し
い編成のデータ・セットを参照するようにしてくださ
い。

解説: 連結内の最初のライブラリーには、最大のレコ
ード長を定義する必要があります。
プログラマー応答: 連結内のライブラリーが正しいレ
コード長および連結順序であるかどうか、確認してくだ
さい。

DSORG が無効 - 指定したデータ・セッ
トは PDS です。これは、この機能では
使えません。

DSORG が無効 - データ・セットが順次
編成です。これは、この機能では使えませ
ん。

解説: この機能で参照されたデータ・セットは、順次
データ・セットです。 順次データ・セットは、この機
能では使用できません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

解説: 参照されたデータ・セットの編成が、順次また
は区分のいずれでもありません。 データ・セット編成
は、順次または区分のどちらかにする必要があります。

システム・プログラマー応答: 機能を更新して、正し
い編成のデータ・セットを参照するようにしてくださ
い。

ユーザー応答:
ださい。

ISPG105

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 参照されたデータ・セ
ットを更新するか、順次または区分のいずれかになるよ
うにデータ・セットを再割り振りするかしてください。
ISPG101

STAE エラー - データ・セットをオープ
ンできません。 おそらく STAE に必要
な記憶域が足りません。

解説: データ・セットをオープンするのに使用可能な
記憶域が、不足しています。
ユーザー応答: 十分な記憶域を確保したのち、機能の
再試行を行ってください。
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ブロック・サイズが無効 - データ・セッ
トのブロック・サイズはゼロであってはい
けません。

解説: 指定されたデータ・セットのブロック・サイズ
は、ゼロであってはいけません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 有効なブロック・サイ
ズを使用してデータ・セットを指定するか、ブロック・
サイズがゼロにならないようにデータ・セットの再割り
振りを行うかしてください。

ISPF メッセージ
ISPG106

レコード長が無効です - レコード長がこ
の機能で認められている最大長
(’aaaaaaaa’) を超えています。

ISPG110

レコード形式が無効です - この機能では
可変長レコードは使えません。

解説: 指定されたデータ・セットに、この機能に対し
て無効なレコード長が含まれています。

解説: この機能に対して指定されたデータ・セット
に、無効なレコード形式が含まれています。 この機能
では可変長レコードはサポートしません。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: この機能に対して有効
なレコード長を使用してデータ・セットを指定するか、
データ・セットの再割り振りを行うかしてください。
ISPG107

レコード形式が無効です - 固定長レコー
ドはこの機能ではサポートされません。

システム・プログラマー応答: この機能に対して有効
なデータ・セットを指定するか、有効なレコード形式を
使用してデータ・セットの再割り振りをするかの、いず
れかを行ってください。
ISPG111

解説: 指定されたデータ・セットに、この機能に対し
て無効なレコード形式が含まれています。 この機能で
は固定長レコードはサポートしません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 有効なレコード形式を
使用してデータ・セットを指定するか、参照されるデー
タ・セットの再割り振りを行うかしてください。
ISPG108

レコード長が無効です - 非ブロック化
RECFM=F の場合は LRECL は 0 か ブ
ロック・サイズと同じでなければなりませ
ん。

解説: 非ブロック化 RECFM=F のデータ・セットのレ
コード長は、ゼロまたはブロック・サイズと同じでなけ
ればなりません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 指定されたブロック・
サイズに対してレコード長が有効になるように、デー
タ・セットの再割り振りを行ってください。
ISPG109

ブロック・サイズが無効です RECFM=FB のデータ・セットのブロッ
ク・サイズが LRECL の倍数ではありま
せん。

解説: 固定ブロック・データ・セットのブロック・サ
イズは、レコード長の倍数でなければなりません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 指定されたレコード形
式に対してブロック・サイズが有効になるように、デー
タ・セットの再割り振りを行ってください。

システム・プログラマーに連絡してく

ブロック・サイズが無効です RECFM=V の場合は、データ・セットの
ブロック・サイズは > 8 でなければなり
ません。

解説: この機能に対して指定されたデータ・セット
に、無効なブロック・サイズが含まれています。デー
タ・セットのブロック・サイズは、RECFM=V のデー
タ・セットの場合、8 より大きくなければなりません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットの割り
振りを更新して、有効なブロック・サイズにしてくださ
い。
ISPG112

レコード長が無効です - RECFM=V の場
合は、データ・セットの LRECL は > 4
でなければなりません。

解説: この機能に対して指定されたデータ・セット
に、無効なレコード長が含まれています。データ・セッ
トのレコード長は、RECFM=V のデータ・セットの場
合、4 より大きくなければなりません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットの割り
振りを更新して、有効なレコード長にしてください。
ISPG113

レコード長が無効です - RECFM=V のデ
ータ・セットで LRECL とブロック・サ
イズが矛盾しています。

解説: 指定されたレコード長およびブロック・サイズ
が、RECFM=V のデータ・セットで矛盾しています。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:

データ・セットの割り
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振りを更新して、有効なブロック・サイズおよび
LRECL になるようにしてください。
ISPG114

レコード形式が無効です - この機能では
RECFM=U は使えません。

解説: RECFM=U のデータ・セットは、指定された機
能では使用できません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットの割り
振りを更新して、有効なレコード形式にしてください。

ISPG118

解説: このデータの DSCB が見付からなかったので、
データ・セットをオープンすることができませんでし
た。
ユーザー応答:
ださい。

レコード形式が無効です - データ・セッ
トが ISPF では使えないレコード形式で
す。 F、V、または U しか使えません。

解説: 指定されたデータ・セットは、ISPF および
ISPF サービスでサポートされないレコード形式になっ
ています。
ユーザー応答:
ださい。

解説: データ・セットをオープンすることができませ
んでした。

ユーザー応答: スパン・レコードを含まないデータ・
セットを使用してください。

ユーザー応答: 指定されたデータ・セットまたはメン
バーを確認してください。
ISPG121

解説:
弊社サポート部門まで

オープンできません - アベンド・コード
’bbbbbbbb’ でアベンドしたデータ・セッ
ト ’aaaaaaaa’ のオープン。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: このエラーが欠陥
DASD によって引き起こされたのではない場合は、弊社
サポート部門に連絡してください。

解説: データ・セットをオープンすることができませ
んでした。

ISPG122

|
|

ユーザー応答:
ださい。

解説:

|
|

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

I/O エラー - 要求された最初のレコード
を読み取り中に I/O エラーが起きまし
た。

データ・セットの読み取りができません。

|
|

システム・プログラマーに連絡してく

データ・セットまたはメンバーが空 - 空
の PDS メンバーまたは順次データ・セ
ットが要求されました。

解説: 要求された区分データ・セット・メンバーまた
は順次データ・セットが、空です。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

| ISPG117
|
|

レコード形式が無効です - ISPF は、ス
パン・レコードはサポートしません。

解説: 参照されたデータ・セットがスパン・レコード
を使用していますが、これは ISPF でサポートされてい
ません。

ISPG120

オープンできません - データ・セットを
オープンできません。 DCB オープン・
フラグはセットされません。

ユーザー応答:
ださい。

弊社サポート部門まで

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットに対し
て有効なレコード形式を指定してください。 有効な形
式は、F、V、および U です。
ISPG116

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPG119

ISPG115

OBTAIN のエラー - データ・セットをオ
ープンできません。 OBTAIN が非ゼロの
戻りコードを返しました。

記憶域が足りません - 表示の続行に必要
な記憶域が足りません。

記憶域が使い果たされました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーが ISPF 要件
を最低限満たすのに十分な記憶域を持っているか、確認
してください。 記憶域が十分であった場合は、弊社サ
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ポート部門に連絡してください。
ISPG123

解説:
ん。

データ・セットのタイプが無効 - デー
タ・セットに非ゼロのキーが使われていま
す。 このデータ・セットは ISPF では使
えません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPG130

RESERVE のエラー - RESERVE 処理で
ABEND が起きました。データ・セット
はオープンできません。

解説: ISPF が、ユーザーが使用するデータ・セットの
確保およびオープンができませんでした。

ISPG200

解説: GDDM をロードしようとする試みが失敗しまし
た。 理由の 1 つとして、GDDM ライブラリーがユー
ザーの連結内で見付からなかったということが考えられ
ます。
ユーザー応答:
ださい。

ISPG131

弊社サポート部門まで

データ・セットのオープン不能 - TIOT
にあるはずの DD が見付かりません。

解説: データ・セットをオープンすることができませ
んでした。

ISPG201

ISPG132

弊社サポート部門まで

許可エラー - この保護されたデータ・セ
ットは使えません。 オープン 913 で
ABEND しました。

解説: 当ユーザーには、このデータ・セットを使用す
る許可がありません。
ユーザー応答:
ださい。

ISPG202

ISPG133

解説:
ん。

記憶域が足りません - バッファーに充分
な記憶域がありません。 SIZE パラメー
ターを拡張してログオンしてください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

SPLIT はサポートされません ISPF/GDDM インターフェースは、現行
装置上での SPLIT のサポートはしませ
ん。

解説: これは通知メッセージです。 ISPF/GDDM イン
ターフェースが活動状態の間は、現行装置上での SPLIT
の使用はサポートされません。 たとえば、3290 端末上
では、垂直分割機能は使用不能です。 パネルはより大
きなサイズの文字セットを使用して表示されるので、分
割移動キーは機能しません。
ISPG203

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 必要であれば、このユ
ーザーに許可を与えてください。

装置はサポートされません - ISPF/GDDM
インターフェースは、現行装置のサポート
はしません。

解説: これは通知メッセージです。 現行装置は、
ISPF/GDDM インターフェースが活動状態の間はサポー
トされません。 たとえば、GDDM は、3278-5 型のよ
うに代替幅と異なる基本幅を持つ装置上では使用するこ
とができません。

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 正しい GDDM ライブ
ラリーに対して割り振りされているか、確認してくださ
い。

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。

GDDM のロードが失敗しました - GDDM
をロードしようとする試みが失敗しまし
た。

GDDM が終了しました - ユーザーが
GDDM の初期設定の終了を選択しまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーが
GDDM の初期設定の終了を選択しました。 GRINIT サ
ービスは戻りコード 20 で終了しました。
ISPG204

GRINIT が失敗しました - 指定した
ISPSTART GUISCRD または GUISCRW
の値が実際のホストの画面サイズと異なる
ため、GDDM は初期設定できません。

解説: ISPSTART ステートメントにユーザーが指定し
た GUISCRD または GUISCRW の値が実際のホストの
画面サイズと異なるため、GDDM は初期設定できませ
第1章 ISPF メッセージ
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ん。 GRINIT サービスは戻りコード 20 で終了しまし
た。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: この GDDM アプリケ
ーションを実行するには、ユーザーは、GUISCRD と
GUISCRW のパラメーターなしで、ISPF の再呼び出し
をする必要があります。
ISPG205

ISPH001

GRINIT が失敗しました - バッチ・モー
ドで GUI が実行中は、GDDM は初期設
定できません。

TRANS パラメーター・エラー ″FRMCCSID(aaaaaaaa)″ が必須である 5
桁の数字になっていません。

解説: TRANS サービスで必須である
FROM-CCSID-NUMBER パラメーターの
FRMCCSID(aaaaaaaa) は、5 桁の数値で構成する必要が
あります。
ユーザー応答: FRMCCSID パラメーターが、使用する
CCSID を指定する正しい 5 桁の 10 進数になるように
してください。 詳細については、ISPF サービスの手引
き を参照してください。

解説: ユーザーがクライアント / サーバー環境 (GUI
モード) 内でバッチ・モードで実行中のため、GDDM
の初期設定ができません。

ISPH002

ユーザー応答:
ださい。

解説: TRANS サービスで必須である
TO-CCSID-NUMBER パラメーターの
TOCCSID(aaaaaaaa) は、5 桁の数値で構成する必要が
あります。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: この GDDM アプリケ
ーションを実行するには、ユーザーはバッチ環境の外側
で ISPF の再呼び出しをする必要があります。
ISPG208

ISPG208 GDDM エラー - 関数 = 戻り
コード =

解説: GDDM にエラーが発生しました。ユーザーを援
助する GDDM 関数および戻りコードが通知されます。
ユーザー応答:
ださい。

ISPG209

ISPG209 GDDM エラー・メッセージ --

解説: GDDM がエラーを検出し、エラー・メッセージ
を通知しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: エラーのソースを判別
するために、GDDM 資料を使用する必要があります。
ISPG213

ユーザー応答: TOCCSID パラメーターが、使用する
CCSID を指定する正しい 5 桁の 10 進数になるように
してください。 詳細については、ISPF サービスの手引
き を参照してください。
ISPH003

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: GDDM を適切に使用するために、
報告された関数を調べてください。

値が無効 - 有効な値は 0 か 1 です。

TRANS パラメーター・エラー ″TOCCSID(aaaaaaaa)″ が必須である 5
桁の数字になっていません。

TRANS パラメーター・エラー ″LENGTH(aaaaaaaa)″ は 0 から 32767
の数値でなければいけません。

解説: TRANS サービスの LENGTH パラメーターに、
32 767 より大きい整数値が含まれています。
ユーザー応答: LENGTH パラメーターに対して正しい
値、すなわち 0 から 32 767 の間の整数値を入力してく
ださい。 詳細については、ISPF サービスの手引き を
参照してください。
ISPH004

CCSID 変換エラー - 変換テーブルは
″aaaaaaaa″ から ″bbbbbbbb″ への変換を
サポートしていません (cccccccc)。

解説: 変換テーブルは、CCSID の aaaaaaaa から
bbbbbbbb までのサポートはしないかサポートが使用不
能になっています。

解説: 変数に無効な値が指定されました。 この変数に
対して有効な値は、0 と 1 です。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答:
ください。

システム・プログラマー応答: 正しい CCSID 変換テー
ブルが存在するか確認してください。 弊社サポート部
門まで連絡してください。
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システム・プログラマーに連絡してく

ISPF メッセージ
ISPI001

ISPI001 無効な画面サイズ。 幅は 160、
高さは 62 を超えることはできません。

ISPI006

ISPI006 以下のファイルは無効なデー
タ・セット特性を持っています。

解説: 端末が、ISPF サポート構成外の画面サイズに構
成されています。

解説: このメッセージに続く DDNAME には、無効な
特性を持つデータ・セットが含まれています。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答: このメッセージの DDNAME の割り振
りを検査してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
訂正してください。
ISPI002

端末構成画面サイズを
ISPI007

ISPI002 以下のファイルはオープンでき
ません。

解説: DDNAME がこのメッセージと一緒に通知されま
す。DDNAME 内のファイルが正しく入力されていない
可能性があり、ファイルが見つかりません。
ユーザー応答: ユーザー指定の割り振りを検査してく
ださい。正しい場合は、システム・プログラマーに連絡
して、ログオン・プロシージャーについての援助を求め
てください。
システム・プログラマー応答:
てください。
ISPI003

正しい割り振りを調べ

ISPI003 以下のファイルは事前割り振り
されませんでした。

ISPI007 ISPF コマンドは許可されませ
ん。すでに ISPF の下にいます。

解説: ISPF がすでに実行されているときは、ISPF コ
マンドを実行することはできません。
ユーザー応答:
ISPI009

ISPI009 選択した言語に要求された以下
のモジュールはロードされませんでした。

解説: 変換テーブル・モジュールをロードすることが
できませんでした。
ユーザー応答: モジュールをロードできるようにして
ください。さらに、モジュールをロードするための十分
な記憶域を確保してください。
ISPI010

ISPI010 無効な環境です。TSO/E 2.1 ま
たはそれ以上が必要です。

解説: このメッセージに続く DDNAME が無効なデー
タ・セット名を持っているか、名前が欠落しています。

解説:
た。

ユーザー応答: 割り振りを検査して、正しい場合はシ
ステム・プログラマーに連絡してください。

ユーザー応答:
ださい。

ISPI004

ISPI004 未確認の ISPF システム・エラ
ーが指定されました。

解説: 初期化の過程でエラーが見つかりました。 この
エラーは、通常の初期化エラーではありませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

ISPF がなぜ初期化でき

問題判別: ログオン・プロシージャーは機能していま
すか? 失敗するプロシージャーは他と何が違っています
か。
ISPI005

誤ったリリースの TSO がインストールされまし

ISPI005 ユーザー文字変換が中止されま
した。

解説: 行削除および文字削除の制御文字がオフにされ
ました。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
TSO を調べてください。
ISPI011

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ないかを調べてください。

コマンドを訂正してください。

正しいバージョンの

ISPI011 無効な環境です。ISPF バージョ
ン 4 には TSO/E 2.1 またはそれ以上が
必要です。

解説: このリリースの TSO には NOREXX キーワー
ドが必要です。
ユーザー応答:
い。
ISPI021

CLIST または EXEC を訂正してくださ

ISPI021 初期化中の回復不可能なエラ
ー。

解説: このメッセージにリストされた関数の初期化に
問題があります。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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システム・プログラマー応答: メッセージに表示され
ている、割り振りのデータ・セットが悪い可能性があり
ます。初期化が続けて失敗する場合は、弊社にご連絡く
ださい。
ISPI022

ISPI022 ISPF が続行できません。 ISPF
が異常終了しました。

解説: ISPF の初期化の過程で重大エラーが発生しまし
た。このメッセージは ISPI021 に続きます。最初のメッ
セージの問題を訂正すると、このメッセージを出ないよ
うにすることができます。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
る問題を訂正してください。
ISPI023

ISPI021 で説明されてい

ISPI023 ENVIRON TERMTRAC 定義
OFF、バッファーが得られませんでした。

ISPJ001

解説: ISPTTDEF が呼び出されたときに使用されたパ
ラメーターに対する変換テーブル・ロード・モジュール
aaaaaaaa が、見付かりませんでした。
ユーザー応答: パラメーターが正しいつづりになって
いるか、および端末タイプがオプション 0.1 のパネルに
リストされているものかどうか、確認してください。
パラメーターが正しかった場合は、システム・プログラ
マーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 変換テーブル・ロー
ド・モジュールが存在するか、さらに、そのロード・モ
ジュールが正しく割り振りされているか、確認してくだ
さい。 ISPTTDEF の呼び出しの関連情報については、
ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参照してくださ
い。
ISPLO999

解説: バッファーの作成に記憶域を使用できませんで
した。このため、ENVIRON TERMTRAC を使用するこ
とができません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ないのかを調べてください。
ISPI024
解説:

なぜ記憶域を使用でき

ISPI024 TSO モジュール IRXECUSP が
ロードできませんでした。

REXX を初期設定できませんでした。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: IRXECUSP が存在する
かどうか、また、なぜロードが失敗するのかを調べてく
ださい。援助が必要な場合は、弊社サポート部門まで連
絡してください。
ISPI025

ISPI025 TSO ルーチン IRXINIT 重大エ
ラー - REXX 環境が初期化できませんで
した。

解説: REXX 環境の初期設定中に、重大エラーが発生
しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: REXX 環境をなぜ初期
化できないのかを調べてください。援助が必要な場合
は、弊社サポート部門まで連絡してください。
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ロード・エラー - ’aaaaaaaa’ ロード・モ
ジュールが見付かりません。

解説:

Licensed Materials - Property of IBM
5647-A01 (C) Copyright IBM Corp.
1980, 2000. All rights reserved. US
Government Users Restricted Rights Use, duplication or disclosure
restricted by GSA ADP Schedule
Contract with IBM Corp.

これは通知メッセージです。

ISPL010

変数名が無効 - LIST サービス変数名
’aaaaaaaa’ が構文上正しくありません。

解説: 指定された変数名 aaaaaaaa が構文上正しくあ
りません。
ユーザー応答: 構文的に正しい変数名を入力してくだ
さい。 ダイアログ変数は、1〜8 文字で構成される名前
(たとえば、FORTRAN の場合は 6 となります) によっ
て、記号として参照されます。英数字 A〜Z、0〜9、
#、$、@ はいずれも名前で使用することができます
が、最初の文字は数値にすることはできません。 APL
変数名には、#、$、@ は含めることができません。
ISPL011

変数が見付からない - LIST サービス・ダ
イアログ変数 ’aaaaaaaa’ が存在しませ
ん。

解説: 指定された LIST サービスのダイアログ変数
aaaaaaaa が、見付かりませんでした。
ユーザー応答: 指定されたダイアログ変数名につづり
の誤りがないかどうか調べ、さらに、そのダイアログ変
数が存在するかどうか確認してください。

ISPF メッセージ
ISPL012

行の長さが無効 - CC が指定してある場
合の LIST サービス行の長さの最小は 1
です。

ISPL016

LIST は使えません - LIST データ・セッ
トの割り当て中に、前に起きたエラーが見
付かりました。

解説: LIST サービスに対して指定された LINELEN の
値が、正しくありません。

解説: LIST データ・セットで、前に起きた割り振りエ
ラーがありました。

ユーザー応答: CC が指定された LIST サービスを使用
するときには、LINELEN の値に紙送り制御文字用の 1
バイトが含まれているかどうか、確認してください。

ユーザー応答:
ださい。

ISPL013

変数の値が無効 - LIST サービス変数
’aaaaaaaa’ は CC 指定の場合、ヌルには
できません。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: LIST データ・セットが
正しく割り振りされているか確認してください。 援助
が必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。

解説: 指定された LIST サービスのダイアログ変数
aaaaaaaa にはヌル値が含まれていますが、LIST サービ
スには CC オプションが指定されています。

ISPL017

ユーザー応答: LIST サービスに CC オプションが指定
されているときには、指定されたダイアログ変数にヌル
以外の値が含まれるようにしてください。

解説: LIST データ・セットのオープンまたは書き込み
で、前に起きたエラーがありました。

ISPL014

行の長さが無効 - LIST サービス行の長さ
は 0 以上でなくてはなりません。

解説: LIST サービスの LINELEN の値に、ゼロより小
さい値が含まれています。
ユーザー応答: 行の長さはゼロより大きくなるように
してください。 LINELEN の値は、ISPF に渡されるバ
ッファー内の各行の長さを指定するものです。 指定さ
れた行の長さがシステム変数 ZLSTTRUN 内の切り捨て
値より大きい場合には、ISPF はこれらの行の切り捨て
を行います。 行の長さは無符号の整数値にする必要が
あります。さらに、呼び出しの場合には、フルワード固
定整数にする必要があります。
ISPL015

LIST データ・セットのエラー - LIST デ
ータ・セットの割り当て / オープン時に
重大エラーが発生しました。

解説: LIST データ・セットの割り振りおよびオープン
時に、エラーが発生しました。
ユーザー応答: メッセージおよび戻りコードをシステ
ム・プログラマーに知らせてください。
システム・プログラマー応答: LIST データ・セットが
正しく割り振りされているか確認してください。 援助
が必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。

LIST は使えません - LIST データ・セッ
トのオープン / 書き込み中に、前に起き
たエラーが見付かりました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 直前の OPEN/PUT DCB
異常終了があるので、訂正する必要があります。 LIST
データ・セットが正しく割り振りされているか、および
状況を確認してください。 援助が必要な場合は、弊社
サポート部門まで連絡してください。
ISPL018

LIST データ・セットのエラー - LIST デ
ータ・セットの書き込み中に重大エラーが
発生しました。

解説: LIST データ・セットへ WRITE を試みていると
きに、重大エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: LIST データ・セットが
クローズしているか、DCB 異常終了が LIST データ・
セットに対して起こったか、いずれかの可能性がありま
す。 LIST データ・セットの割り振りが正しく行われて
いるか確認してください。援助が必要な場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPL030

コマンドは許されません - aaaaaaaa の
後処理または終了パネル活動中は、
aaaaaaaa は許されません。

解説: LOG/LIST コマンドは、活動状態の LOG/LIST
後処置パネル上では、あるいは TERMINATION パネル
が活動状態であるときは、出すことができません。
ユーザー応答:

指定されたコマンドを実行するには、
第1章 ISPF メッセージ
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ユーザーはこのパネルから抜ける必要があります。
ISPL031

データ・セット非活動 - aaaaaaaa デー
タ・セットは割り当てられていないかこの
セッションで使用されていません。

っているときは、処理することはできません。 オプシ
ョン 7.5 を抜けてから、LOG データ・セットを処理し
てください。
ISPL035

解説: LOG (または LIST) データ・セットが、割り当
てられていないかこのセッションで使用されていませ
ん。
ユーザー応答: ISPF は、ログ (または、リスト) 情報
がセッション中に最初に生成された時点で、LOG (また
は、LIST) データ・セットの割り振りを行うか、あるい
は、データ・セットが処理された後で最初の生成を行う
かします。 ユーザーは、ISPF が呼び出される前に、
LOG (または、LIST) データ・セットの事前割り振りを
行うことができます。 ISPF ログおよびリスト・デー
タ・セットの詳細については、ISPF 使用者の手引き に
記載されています。
ISPL032

コマンド非活動 - aaaaaaaa データ・セッ
トは、事前割り振りされている場合は処理
できません。

解説: LOG (または、LIST) データ・セットが事前割り
振りされている場合は、LOG (または、LIST) コマンド
は活動状態ではありません。

解説: 無効な LOG (または、LIST) コマンド・パラメ
ーターが出されました。
ユーザー応答: 有効な LOG (または、LIST) コマン
ド・パラメーターを入力してください。 有効なパラメ
ーターは、PRINT、KEEP、DELETE または BLANK の
いずれかです。
ISPL036

ISPL033

aaaaaaaa ジョブ非活動 - aaaaaaaa 印刷
ジョブはファイル調整中にはサブミットで
きません。

解説: LOG (または、LIST) 印刷ジョブは、ファイル調
整が活動状態の間はサブミットすることはできません。
ユーザー応答: ファイル調整が完了した時点で、LOG
(または、LIST) 印刷コマンドを再度出してください。
ISPL034

aaaaaaaa データ・セットが使用中 aaaaaaaa データ・セットは、使用中には
処理できません。

解説: LOG データ・セットは現在使用中なので、処理
することはできません。
ユーザー応答: LOG は、オプション 7.5 のダイアロ
グ・テストを使用して LOG データ・セットの表示を行
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コマンドが無効 - ISPLLP の最初のパラ
メーターは LOG または LIST でなけれ
ばなりません。

解説: 無効な ISPLLP コマンド・パラメーターが出さ
れました。
ユーザー応答: ISPLLP の最初のパラメーターは、LOG
か LIST のいずれかにする必要があります。
ISPL0999

ユーザー応答: ユーザーは LOG および LIST デー
タ・セット両方の事前割り振りを行うことができます。
ただし、LOG および LIST コマンドを出して、事前割
り振りされた LOG (または、LIST) データ・セットを処
理することはできません。 事前割り振りされたデー
タ・セットの詳細については、ISPF 計画とカスタマイ
ズ を参照してください。

aaaaaaaa コマンドが無効 - aaaaaaaa パ
ラメーターでは、
PRINT、KEEP、DELETE、またはブラン
クが有効です。

解説:

ライセンス資料 - IBM 5647-A01 (C) 版
権 IBM Corp. 1980、1998 の所有。All
rights reserved. US Government
Users Restricted Rights -- Use,
duplication or disclosure restricted
by GSA ADP Schedule Contract with
IBM Corp.

これは通知メッセージです。

ISPL101

表示エラー - ISPLIBD ユーティリティー
によって、予期しない 10 進戻りコード
aaaaaaaa が ″bbbbbbbb″ サービスから検
出されました。

解説: ダイアログ・ユーティリティー ISPLIBD が、ダ
イアログ・モジュールと ISPF の間のインターフェー
ス・ルーチンからエラーを受け取りました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ラーを判別してください。

戻りコードを調べてエ

ISPF メッセージ
ISPL102

aaaaaaaa パラメーターの入力 - aaaaaaaa
コマンドに対して特定のライブラリー名を
入力してください。

ISPL106

ISPLIBD の再帰 - ISPLIBD コマンドを
同じ論理画面で再帰的に出すことはできま
せん。

解説: LIBDEF 表示ユーティリティーに対して
LOCATE コマンドが出されたときには、ライブラリー
名を入力する必要があります。

解説: 同じ論理画面内で、ISPLIBD コマンドが複数回
入力されました。 同じ論理画面内で ISPLIBD コマンド
を複数回出すことはできません。

ユーザー応答: 見付けたいライブラリーの名前を入力
してください。 ライブラリー名は 1 文字から 8 文字
までの長さで、ISPPROF は使用できません。

ユーザー応答: ISPLIBD コマンドは論理画面 1 つにつ
き 1 回だけ出してください。
ISPN101

ISPL103

ライブラリー名が無効 - ″aaaaaaaa″ は有
効な LIBDEF ライブラリー名ではありま
せん。 ライブラリー名は 1 文字から 8
文字までの長さで、ISPPROF は使用でき
ません。

解説: LIBDEF 表示ユーティリティーの LOCATE コマ
ンドには、有効な LIBDEF ライブラリー名が必要で
す。ライブラリー名は 1 文字から 8 文字までの長さ
で、ISPPROF は使用できません。
ユーザー応答: 有効な LIBDEF ライブラリー名を指定
して、LOCATE コマンドを再入力してください。
ISPL104

コマンドが無効です - ″aaaaaaaa″ は
ISPLIBD ユーティリティーに対して無効
なコマンドです。

解説: 無効なコマンドが入力されました。LIBDEF 表
示ユーティリティーは LOCATE コマンドと、LOC と
L という 2 つの省略形をサポートしています。
LOCATE コマンドは、特定のライブラリー名を探し出
すのに使用されます。 たとえば、LOCATE ISPPLIB
は、ISPPLIB に対する LIBDEF 定義を探し出します。
ユーザー応答: LOCATE、LOC、L のいずれかとライ
ブラリー名を使用して、コマンドを再入力してくださ
い。
ISPL105

ライブラリー名が無効 - ″aaaaaaaa″ は無
効な LIBDEF ライブラリー名です。 ラ
イブラリー名は 1 文字から 8 文字まで
の長さで、ISPPROF は使用できません。
値は無視されます。

解説: LIBDEF 表示ユーティリティーの ISPLIBD コマ
ンドには、有効な LIBDEF ライブラリー名が必要で
す。ライブラリー名は 1 文字から 8 文字までの長さ
で、ISPPROF は使用できません。
ユーザー応答: 有効な LIBDEF ライブラリー名を指定
して、ISPLIBD コマンドを再入力してください。

記憶域解放時のエラー - アプリケーショ
ン・ライブラリーのブロック解放時にエラ
ーが起きました。

解説: DD 名 ISPSLIB を指定してスケルトン・ライブ
ラリー・ブロックの FREEMAIN を試みていたときに、
エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: スケルトン・ライブラ
リー・ブロック ISPSLIB の記憶域を解放していたとき
に起こった FREEMAIN エラーの診断を行ってくださ
い。 弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPN102

記憶域の獲得エラー - アプリケーショ
ン・ライブラリー・ブロックの記憶域を獲
得しているときに、エラーが発生しまし
た。

解説: アプリケーション・ライブラリー・ブロックの
記憶域を獲得しているときに、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 記憶域を獲得している
ときに起きた GETMAIN エラーの診断を行ってくださ
い。 弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPN103

LIBDEF タイプが無効です - ISPPROF
は有効な LIBDEF タイプではありませ
ん。

解説: ISPF プロファイル・ライブラリー ISPPROF の
アプリケーション・レベルでの定義は、ISPPROF にユ
ーザー関連のデータが含まれているため、許されませ
ん。
ユーザー応答: ISPPROF は無効な LIBDEF タイプで
す。 有効な LIBDEF タイプを入力してください。有効
なタイプには、ISPF DD 名ライブラリーである
ISPMLIB、ISPPLIB、ISPSLIB、ISPTLIB、ISPTABL、
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ISPFILE、ISPLLIB、あるいは有効な総称ライブラリー名
があります。
ISPN104

DSNAME リストが無効です - データ・
セット名 (複数の場合もあります) が誤っ
て指定されました。

解説: データ・セット名 (複数の場合もあります) が誤
って指定されました。
ユーザー応答: つづりおよびステートメント形式のエ
ラーを訂正してください。
ISPN105

複数 DD 名 - LIBRARY が指定されてい
るときは、DD 名は 1 つしか指定するこ
とができません。

解説: LIBDEF サービス要求の LIBRARY キーワード
は、ISPF ライブラリー・タイプを指定して割り振られ
た DD 名と関連づけられます。 これは 1 対 1 対応な
ので、LIBDEF サービス要求で LIBRARY キーワード
を使用した場合は、DD 名は 1 つしか指定することが
できません。
ユーザー応答: LIBDEF ステートメントから、指定さ
れた DD 名の 1 つを残して残りはすべて除去してくだ
さい。
ISPN106

解説:

DD 名が割り振られていません - LIBDEF
サービスに指定された DD 名 ’aaaaaaaa’
が、割り振りされていません。

DD 名 aaaaaaaa は割り振りされていません。

ユーザー応答: DD 名のつづりが正しいかどうか確認し
てください。 ISPF を入力する前に、指定された DD
名の割り振りを行うようにしてください。
ISPN107

ISPN108

解説: LIBDEF サービスのデータ・セット・リスト・
パラメーターが、誤って指定されています。 データ・
セット名は、開始単一引用符と終了単一引用符を付けて
指定しなければなりません。 たとえば、
DATASET(’PROJECT.LEVEL.USER1’) のように指定して
ください。 また、データ・セット名のリストは、ブラ
ンクまたはコンマで区切る必要があります。 たとえ
ば、DATASET(’PROJECT.LEVEL.USER1’,’PROJECT.
LEVEL.USER2’) のように指定してください。
ユーザー応答: 指定されたデータ・セット名の引用符
を訂正してください。
ISPN109

ユーザー応答: LIBDEF サービス・ステートメントに
指定されたデータ・セット名から、メンバー名の指定を
除去してください。

DSNAME の長さが無効です - データ・
セット名の指定は 44 文字を超えること
はできません。

解説: 指定されたデータ・セット名が 44 文字より長
くなっています。 データ・セット名は、TSO データ・
セット命名規則に適合するようにしなければなりませ
ん。
ユーザー応答: 指定されたデータ・セット名のつづり
を確認してください。 つづりが正しかった場合には、
システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 名前が 44 文字を超え
ている場合には、指定されたデータ・セットの名前を変
更してください。 弊社サポート部門まで連絡してくだ
さい。
ISPN110

メンバー名が指定されました - データ・
セットのメンバー指定は、無効です。

解説: LIBDEF サービスは、データ・セット・リス
ト・パラメーターを提供しています。 これは、デー
タ・セットのメンバー名の指定はサポートしていませ
ん。 指定できるのは、単一のデータ・セットかデー
タ・セットのリストのいずれかです。

DSNAME のフレーム指示が無効です DSNAME の指定に、矛盾したフレーム指
示文字が含まれています。

無効なライブラリー DDNAME EXCLDATA または EXCLLIBR は
ISPLLIB と一緒に指定しなくてはなりま
せん。

解説: EXCLDATA または EXCLLIBR キーワードは、
ISPLLIB ライブラリー・タイプと一緒に指定しなくては
なりません。
ユーザー応答: EXCLDATA または EXCLLIBR
LIBDEF キーワードに対して使用できるのは、ISPLLIB
ライブラリー・タイプだけです。
ISPN112

ボリューム通し番号が無効 - 無効なボリ
ューム通し番号のオペランドが指定されて
います。

解説: 無効なボリューム通し番号が、ISPPREP コマン
ドに指定されました。
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ユーザー応答: 指定されたボリューム通し番号を訂正
してください。
ISPN113

パラメーターが過多 - LIBDEF サービス
に対して指定されたパラメーターが多過ぎ
ます。

| 解説: LIBDEF サービスから、重大エラーが返されま
| した。パラメーター STKADD は、DATASET パラメー
| ターと共に使用する場合だけ有効です。

ユーザー応答: ISPPREP サービス呼び出しまたは
LIBDEF サービス呼び出し (あるいは、その両方) に指
定されたパラメーターを訂正してください。

| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。

許可失敗 - LIBDEF 出口点で許可は失敗
しました。

解説: ユーザーの LIBDEF サービスの出口点から、許
可エラーが返されました。
ユーザー応答:
ださい。

ISPN115

重大エラー - LIBDEF 出口点で重大エラ
ーが発生しました。

解説: ユーザーの LIBDEF サービス出口から、重大エ
ラーが返されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: LIBDEF サービス出口
のエラーを訂正してください。

| ISPN116
|
|
|

|
|
|
|

プログラマー応答: 間違って LIBRARY、
EXCLDATA、または EXCLLIBR パラメーターとともに
STKADD パラメーターを使用した LIBDEF サービス・
コールを訂正してください。
ISPO001

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: LIBDEF サービス出口
の許可エラーを訂正してください。

重大エラー - LIBDEF STKADD パラメ
ーターの使用中に、’aaaaaaaa’ でデー
タ・セット名の最大数 15 を超えまし
た。

解説: LIBDEF サービスから、重大エラーが返されま
した。 STKADD パラメーターを使って LIBDEF
DATASET サービスを出した際に、データ・セットの数
が最大数の 15 を超えました。

| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。
|
|
|
|
|

重大エラー - LIBDEF STKADD パラメ
ーターは、EXCLDATA、LIBRARY、また
は EXCLLIBR パラメーターとともに使用
されると無効です。 DATASET パラメー
ターには STKADD だけが有効です。

解説: LIBDEF サービスに対して指定されたパラメー
ターが多過ぎます。

ISPN114

|
|
|
|

| ISPN117
|
|
|
|

プログラマー応答: STKADD パラメーターを使用して
LIBDEF DATASET サービスのリストにあるデータ・セ
ット名の数を減らしてください。データ・セット名を、
メッセージの ″exceeded by″ に示された数だけ減らして
ください。

選択パネルのエラー - ″aaaaaaaa″ は、パ
ネル ″bbbbbbbb″ 上のプログラム ISPOPT
に対して無効なパラメーターです。

解説: aaaaaaaa は、パネル ″bbbbbbbb″ 上のプログラ
ム ISPOPT に対して無効なパラメーターです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
正してください。
ISPO003

選択パネル上のパラメーターを訂

埋め込み文字が無効です - 入力フィール
ド埋め込み文字およびコマンド区切り文字
を同じにすることはできません。

解説: 入力フィールド埋め込み文字は、パネル上の入
力フィールドを埋めるのに使用されるものです。 この
文字は、コマンド区切り文字とは異なるものにする必要
があり、さらに a〜z、A〜Z、0〜9、/ はいずれも使用
することはできません。ただし、N と B は、それぞれ
ヌルとブランクを指示するのに使用することができま
す。
ユーザー応答: コマンド区切り文字とは異なる文字を
入力してください。
ISPO004

値が無効です - 解説 (tutorial) ページの
ヘルプを押して、有効なオプションを参照
してください。

解説: PFKEYS の数に対して有効な値は、12 と 24 に
なります。 PFKEYS の詳細については、ヘルプ情報を
参照してください。
ユーザー応答: ヘルプ情報を参照してから、有効な値
を入力してください。
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ISPO005

パラメーターが矛盾しています - 3278T
と一緒に PART を指定することはできま
せん。

ISPO009

選択が無効です - キー・リスト名を入力
するか、既存のキー・リストを選択するか
してください。

解説: 画面形式 PART (ハードウェア分割を使用する形
式) は、端末タイプ 3278T に対しては使用することが
できません。 画面形式 PART は、3290 端末タイプに
対してのみ有効です。 3278T 端末タイプに対して有効
な形式は、STD と MAX です。

解説: 新しいキー・リスト名または既存のキー・リス
ト名を入力したのち、処置を選択する必要があります。

ユーザー応答: 端末タイプ 3278T に対して、PART 以
外の画面形式を入力してください。

ISPO010

ISPO006

表示形式が無効です - 表示形式は
NO、SHORT、LONG のいずれかにする
必要があります。

解説: キー・リストの場合、表示形式オプションは以
下のようになります。1.)LONG は、OFF の後に FKA
コマンドが最初のサイクルに切り替えられるときに、機
能キー域にキー・ラベルを表示することを指示します。
2.)SHORT は、OFF の後に FKA コマンドが最初または
2 番目のサイクルに切り替えられるときに、機能キー域
にキー・ラベルを表示することを指示します。 3.) NO
は、機能キー域にキー・ラベルを決して表示しないこと
を指示します。
ユーザー応答: 正しい表示形式値 LONG、SHORT、
NO のいずれかを入力してください。
ISPO007

F キー値が必要です - 表示形式を持つに
は、機能キーに値を割り当てる必要があり
ます。

ユーザー応答: キー・リストを入力または選択したの
ち、処置を選択してください。
キー・リストが存在しません - 選択した
キー・リストが存在しないため、変更する
ことができません。

解説: 選択されたキー・リストが、このアプリケーシ
ョン ID には存在しません。
ユーザー応答: このアプリケーション ID に対して新
しいキー・リストを作成するか、要求されたキー・リス
トを含むアプリケーション ID を選択するかしてくださ
い。
ISPO011

キー・リストがすでに存在します - 入力
されたキー・リスト名が存在するため、作
成することができません。

解説: キー・リストの作成時に、すでに存在するキ
ー・リストが入力されました。 キー・リストを作成す
るには、表示リストにないキー・リスト名を入力してく
ださい。
ユーザー応答: まだ存在しない有効なキー・リスト名
を入力してください。
キー・リストが保管されません - キー・
リストの変更内容が保管されなかったか、
キー・リストが作成されませんでした。

解説: キー・リストと一緒に動作するときに、表示形
式またはラベルが指定されている場合は、定義も同時に
指定する必要があります。 任意の定義が有効です。

ISPO012

ユーザー応答:

解説: キー・リストの変更内容が保管されなかった
か、キー・リストが作成されなかったかの、いずれかで
した。

ISPO008

機能キーに値を割り当ててください。

F キー値が必要です - ラベルを持つに
は、機能キーに値を割り当てる必要があり
ます。

解説: キー・リストを定義または変更するときに、機
能キーに対してラベルまたは表示形式が指定されている
場合は、機能キーに定義がなければなりません。 任意
の定義が有効です。
ユーザー応答:
さい。
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ユーザー応答: 保管 (Save) 処置を選択してキー・リス
トの変更内容を保管するか、新しいキー・リストを作成
するかの、いずれかを行ってください。
ISPO013

キー・リストが選択されません - キー・
リスト名を入力するかリストからどれか
1 つを選択したのち、処置を選択してく
ださい。

解説: キー・リスト・ユーティリティーからキー・リ
ストの作成、変更、削除、表示のいずれかを行うには、
キー・リスト名を入力するか表示リストからキー・リス
ト名を選択するかしてください。 次に、機能

ISPF メッセージ
(Functions) をプルダウンして、作成、削除、表示のいず
れかを選択してください。
ISPO014

キー・リストが存在しません - 選択した
キー・リストが存在しないため、表示する
ことができません。

解説: キー・リストが、このアプリケーション ID に
は存在しません。
ユーザー応答: 必要なキー・リストを作成するか、そ
のキー・リストが存在するアプリケーション ID を選択
するかの、いずれかを行ってください。
ISPO015

キー・リストが使用中です - 選択された
キー・リストが現在、当ユーザーによって
更新中です。

ISPO018

解説: 無効な処置が選択されました。 キー・リスト・
パネルの通知行に表示された有効な処置のいずれかを選
択してください。
ユーザー応答: アクション・バーから有効な選択を入
力するか、新規 (New)、編集 (Edit)、ビュー (View)、削
除 (Delete) のいずれかの処置を実行するために 選択文
字として N、E、V、D のいずれかを入力するかしてく
ださい。
ISPO019

解説: 当ユーザーが現在更新中のキー・リストが選択
されました。

解説:

ユーザー応答: キー・リストの更新を終了したのち、
指定されたキー・リストで別の処置を行う前に更新内容
を保管してください。

ISPO020

ISPO016

削除の警告 - このキー・リストは、現在
実行中のアプリケーションに属していま
す。 このキー・リストを削除すると、現
行のアプリケーション・パネルがこのキ
ー・リストを参照したときにダイアログ・
エラーが起きる可能性があります。

処置が無効です - 選択された処置がキ
ー・リスト・ユーティリティーに対して定
義されていません。

解説:

キー・リストが保管されました - キー・
リストの変更内容が保管されたか、キー・
リストが作成されました。

これは通知メッセージです。
キー・リスト名が無効です - 指定された
キー・リスト名は無効です。

指定されたキー・リスト名は無効です。

ユーザー応答:
さい。
ISPO021

有効なキー・リスト名を入力してくだ

更新は許されません - キー・リストの編
集または表示中には修正は受け付けられま
せん。

解説: 現在実行中のアプリケーションに対するキー・
リストは、削除できません。

解説: キー・リストの編集または表示中には、プロフ
ァイルへの修正は受け付けられません。

ユーザー応答: キー・リストを削除するには、確認パ
ネルで ENTER キーを押してください。 キー・リスト
の削除を行いたくない場合は、取り消しキーを押してく
ださい。

ユーザー応答: キー・リストの編集または表示が終了
してから、プロファイルの更新を行ってください。

ISPO017

キー・リスト・テーブルが使用中です キー・リストが使用する内部テーブルは、
現在使用中です。

ISPO022

入力コマンドのエラー - 入力したコマン
ドがシステムに定義されていません。

解説: コマンド・テーブル・ユーティリティーからコ
マンド・テーブルを修正するときに、システムに定義さ
れていないコマンドが入力されました。

解説: キー・リスト・ユーティリティーから KEYLIST
コマンドを出すことはできません。 ただし、画面を分
割したのち、分割したうち他の画面上で KEYLIST コマ
ンドを出すことはできます。

ユーザー応答: 有効なコマンドを入力してください。
有効なコマンドのリストについては HELP を入力する
か、to ISPF 使用者の手引き を参照してください。

ユーザー応答: 直前の KEYLIST コマンドからのキ
ー・リストで処置が実行されている間は、KEYLIST コ
マンドを出すことはできません。 画面を分割すると、
ユーザーは、分割したうち他の画面上で KEYLIST コマ
ンドにアクセスすることができます。

ISPO023

キー・リストが更新されません - キー・
リストが更新されなかったため、保管され
ませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 キー・リストが更
新されませんでした。
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ISPO024

キー・リストが削除されません - キー・
リストが見付からなかったため、削除でき
ません。

ISPO028

ヘルプの名前が無効です - 指定されたキ
ー・リストのヘルプ・パネル名が無効で
す。

解説: このアプリケーション ID の下にはキー・リス
トは見付かりませんでした。

解説: 指定されたキー・リストのヘルプ・パネル名が
無効です。

ユーザー応答: キー・リストを削除するアプリケーシ
ョン ID を選択してください。

ユーザー応答: GML ソース・コードの ISPDTLC 生成
キー・リストを確認したのち、ヘルプ・パネル名を訂正
してください。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

ISPO025

キー・リストが削除されません - 選択さ
れたキー・リストは、キー・リストの私用
複写ではありません。

解説: 選択されたキー・リストは共用キー・リストで
あり、私用複写ではないため、KEYLIST を使用して削
除することはできません。
ユーザー応答: KEYLIST を使用して削除できるのは、
キー・リストの私用複写のみです。
ISPO026

プロファイルが作成されません - プロフ
ァイル・テーブルが作成できませんでした
が、キー・リストにはこのテーブルが必要
です。 **** aaaaaaaa ****

解説: キー・リスト・ユーティリティーが、プロファ
イル・テーブル ISPPROF を作成することができません
でした。 キー・リストを使用して作業するときには、
プロファイル・テーブルが必要です。
ユーザー応答: メッセージ ID とテキストをメモして
ください。 システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマー応答: プロファイルが作成さ
れなかった理由を判別してください。 弊社サポート部
門まで連絡してください。
ISPO027

キー・リストが保管されません - 内部エ
ラー・コード aaaaaaaa の結果、キー・リ
ストの保管ができませんでした。 ****
bbbbbbbb ****

解説: ISPF がキー・リストの保管を試行した結果エラ
ーが発生し、キー・リストの保管は行われませんでし
た。
ユーザー応答: エラー・メッセージとテキストをメモ
してください。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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システム・プログラマー応答: 必要に応じて、GML ソ
ース・コードの確認と訂正を行ってください。 弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPO029

キー・リストが削除されました - 選択さ
れたキー・リストが削除されました。

解説: これは通知メッセージです。 キー・リストの削
除要求が出され、削除が実行されました。
ISPO030

解説:

色が無効です - 有効な色、すなわち
BLUE、RED、PINK、GREEN、TURQ、
YELLOW、WHITE のいずれかを入力して
ください。

無効な COLOR が入力されました。

ユーザー応答: メッセージにリストしてある正しい
COLOR の応答のいずれかを入力してください。
ISPO031
解説:

輝度が無効です - 有効な輝度の値 LOW
または HIGH を入力してください。

無効な INTENSITY 値が入力されました。

ユーザー応答: メッセージにリストしてある正しい
INTENSITY の応答のいずれかを入力してください。
ISPO032

解説:

強調表示が無効です - 有効な強調表示の
値、すなわち BLINK、REVERSE、
NONE、USCORE のいずれかを入力して
ください。

無効な HIGHLIGHT 値が入力されました。

ユーザー応答: メッセージにリストしてある正しい
HIGHLIGHT の応答のいずれかを入力してください。

ISPF メッセージ
ISPO033

ISPFVAR パラメーターが無効です ISPFVAR コマンドは、ABTAB、
PSTAB、JUMP、EDPRT、SESM、
LMSG、および SPLTLINE といったパラ
メーターのみ受け入れます。 値は、パラ
メーターの直後に (ON) または (OFF) を
指定することで、設定することができま
す。 たとえば、ISPFVAR ABTAB(ON)
のように指定します。

解説: ISPFVAR コマンドに無効なパラメーターが入力
されました。
ユーザー応答: 受け入れ可能な値は、ABTAB、
PSTAB、JUMP、EDPRT、SESM、LMSG、および
SPLTLINE のみです。 ユーザーが (ON) や (OFF) とい
った値を指定すると、オプションが ON または OFF に
切り替わります。 値が指定されない場合は、値が OFF
であるときは現在の戻りコードが 0 に設定され、値が
ON であるときは 1 に設定されます。

ISPO902

解説:

無効な埋め込み値が入力されました。

ユーザー応答:
ください。
ISPO903
解説:

ISPO035

ファイル処置を選択してください - ファ
イル・アクション・バー項目を選択して、
省略時の ″/″ 処置を設定してください。
省略時の処置は、異なるファイル処置が選
択されたり、キー・リスト・ビューが変更
されたり、キー・リスト・ユーティリティ
ーが終了したりするまで、そのまま設定さ
れています。

解説: 省略時の ″/″ が入力されましたが、ファイル処
置が選択されませんでした。
ユーザー応答: ファイル・アクション・バー項目を選
択して、実行する省略時の処置を設定してください。
ISPO901
解説:
た。

必須フィールドに入力 - カーソル位置の
必須フィールドに入力してください。

端末タイプ・フィールドがブランクのままでし

ユーザー応答: 端末タイプに対して有効な選択項目を
入力してください。

有効なコマンド区切り文字は、A〜
Z、0〜9、= 以外の任意の値です。

ユーザー応答: 上記にリストした値のいずれかを入力
してください。

キー・リストが削除されません - ユーザ
ーの要求により、キー・リストが削除され
ませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 確認ダイアログ・
プロンプトで、ユーザーがキー・リストを削除しないよ
う要求しました。 この要求はかなえられました。

上記の正しい値のいずれかを入力して

無効なコマンド区切り文字が入力されました。

ISPO904
ISPO034

有効な入力フィールド埋め込み値は、A〜
Z、0〜9、/ 以外の任意の値です。ただ
し、N はヌルを示すものとして、また B
はブランクを示すものとして使用すること
ができます。 さらに、この値はコマンド
区切り文字とは異なる文字である必要もあ
ります。

値が無効です - GUI モードで実行してい
るときには、「パネル表示 CUA モード
(Panel display CUA mode)」を選択す
る必要があります。

解説: GUI モードで実行しているときには、「パネル
表示 CUA モード (Panel display CUA mode)」を選択す
る必要があります。
ユーザー応答: パネル表示 CUA モード (Panel display
CUA mode) フィールドに / を入力してください。
ISPO905

分割画面モードまたは 3290 分割モード
で実行中に GUI セッションを開始するこ
とは、サポートされていません。

解説: ホスト・セッションで分割画面モードまたは
3290 分割モードになっている場合、GUI セッションを
開始することはできません。
ユーザー応答: 分割画面モードになっている場合、そ
の他の画面を終了させてから、GUI セッション開始
(Start GUI session) フィールドを選択してください。
3290 分割モードになっている場合には、主設定
(Settings) パネルに戻ったのち、PART 以外の画面形式
を選択して ISPF から抜け出してください。 次に、GUI
セッションを呼び出すには、GUI パラメーターを使用し
て ISPF を呼び出すか、ISPF の GUI オプションの設定
(ISPF Settings GUI option) から GUI セッションを開始
してください。
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ISPO906

ワークステーションに接続できません。
MVS からワークステーションへのコミュ
ニケーションが機能していること、およ
び、ワークステーション上で正しいレベル
の ISPF クライアント / サーバー構成要
素が実行されていることを確認してくださ
い。さらに、正しい機械アドレスを入力し
たかどうか確認してください。

解説: ISPF がワークステーションへ接続することがで
きません。
ユーザー応答: MVS からワークステーションへのコミ
ュニケーションが機能しているか、また、ワークステー
ション上で正しいレベルの ISPF クライアント / サーバ
ー構成要素が実行されているかを確認してください。
さらに、正しい機械アドレスを入力したかどうか確認し
てください。
ISPO907

再帰のエラー - GUI モードは再帰的に呼
び出しすることはできません。

解説: 当ユーザーはすでに GUI モードにいます。
GUI モードを再帰的に呼び出すことは、サポートされて
いません。

ISPO911

3290 分割モードで実行中の場合は、ワー
クステーションへの接続はサポートされま
せん。

解説: ホスト・セッションで 3290 分割モードになっ
ている場合、GUI セッションを開始することはできませ
ん。
ユーザー応答: 3290 分割モードになっている場合に
は、主設定 (Settings) パネルに戻ったのち、PART 以外
の画面形式を選択して ISPF から抜け出してください。
次に、GUI セッションを呼び出すには、GUI パラメー
ターを使用して ISPF を呼び出すか、ISPF の GUI オプ
ションの設定 (ISPF Settings GUI option) から GUI セ
ッションを開始してください。
ISPO913
解説:

有効な値は FBA または VBA です。

無効な値が入力されました。

ユーザー応答:
ISPO914
解説:

有効な値は、FBA の場合は 1〜999、
VBA の場合は 5〜999 となります。

無効な値が入力されました。

ユーザー応答:
ISPO908

すでに接続されています - このセッショ
ンはすでにワークステーション
(aaaaaaaa) に接続されています。

解説: 当ユーザーはすでに、メッセージに指定された
アドレスのワークステーションに接続されています。
ユーザー応答: ユーザーが別のワークステーションに
接続したい場合は、まず ISPF を抜けてから、その後に
新しいワークステーション・アドレスに接続しなければ
なりません。
ISPO909

接続されました - ワークステーション
(aaaaaaaa) への接続が成功しました。

解説: メッセージに指定されたアドレスのワークステ
ーションへの接続が設定されました。
ISPO910

ワークステーション・ディスプレイのアド
レスは、ワークステーション接続
(aaaaaaaa) 用に設定済みのアドレスと同
じにする必要があります。

解説: GUI セッションは、ワークステーション接続の
設定が行われたアドレス以外のアドレスで開始すること
はできません。
ユーザー応答: パネル上でワークステーション・アド
レスを変更しないでください。
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ISPO915
解説:

上記の正しい値を入力してください。

上記の正しい値を入力してください。

有効な値は 80〜160 です。

無効な値が入力されました。

ユーザー応答:
ISPO916

上記の正しい値を入力してください。

″分割線を常時表示する (Always show
split line)″ の設定値の変更は、分割モー
ドでは反映されません。

解説: ユーザーが、分割モードでは反映されない設定
値の変更を行いました。
ISPO917

分割画面モードでは、GUI 表示は開始で
きません。 1 画面を残してすべての画面
を終了し、再試行するか、オプション 2
を選択して GUI 表示なしでワークステー
ションに接続してください。

解説: ISPF において、GUI 表示を分割画面モードで
は、開始できません。
ユーザー応答: 1 画面を残してすべての画面を終了
し、接続を再試行するか、オプション 2 を選択して
GUI 表示なしでワークステーションに接続してくださ
い。

ISPF メッセージ
ISPO918

CUA カラーの変更は GUI モードでは反
映されません。ただし、ISPF の設定
(ISPF Settings) パネル上で、COLOR コ
マンドから、またはカラー (Color) アク
ション・バー選択項目から使用可能な、グ
ローバル・カラー (Global Color) ユーテ
ィリティーの全フィールドでホスト・カラ
ーを使用することを選択していた場合は、
例外です。

解説: ISPF では、ユーザーはホスト・カラーをワーク
ステーションにマップするかしないかを選択することが
できます。 ユーザーが CUA フィールドに対してホス
ト・カラーをマップしないこと (省略時値) を選択して
いた場合は、ユーザーはこのメッセージを受け取り、
CUA 属性ユーティリティー (CUA Attribute Utility) で
なされた変更を見ることができないことを通知されま
す。 ホスト・カラーを使用した設定値は、グローバ
ル・カラー (Global Color) ユーティリティーで使用可能
です。これは、ISPF の設定 (ISPF Settings) パネル上
で、COLOR コマンドから、またはカラー (Color) アク
ション・バー選択項目から使用できます。
ISPO919
解説:

キーの有効な数は 12 または 24 です。

無効な値が入力されました。

ユーザー応答:
ISPO920

ログラム名が、ワークステーションで指定されたか省略
時のトランザクション・プログラム名と一致しているか
どうか、確認してください。
問題判別: NETWORK DATA は、呼び出された
TCP/IP ソケットまたは SNA APPC 機能、および戻さ
れた数字コードを示します。これには、失敗時の状況が
示されています。 MVS TCP/IP ソケットの戻りコード
の詳細な説明については、687ページの『第7章 TCP/IP
エラー・コード』 を参照してください。 MVS APPC
戻りコードの詳細な説明については、APPC/MVS の
Writing Transaction Programs を参照してください。 そ
の他に ″LSCX″ という接頭部が付いたメッセージを受
け取ることがありますが、これは ISPF と一緒に出荷さ
れた SAS/C 実行時サポートによって出されるもので
す。このメッセージは、ユーザーやサポート担当者にと
って有用な追加の情報を提供します。
ISPO921

指定されたネットワーク・アドレスのワー
クステーションとは接続することができま
せん。 考えられる原因: (1) 指定したネ
ットワーク・アドレスが存在しないか、ア
クセスできない。 (2) 指定されていれば
SNA ネットワーク・アドレスが APPC
通信をサポートしない。ネットワーク・デ
ータは ’aaaaaaaa’ です。

上記の正しい値を入力してください。

解説: ISPF がワークステーションへ接続することがで
きません。

指定されたネットワーク・アドレスのワー
クステーション・エージェントとは接続す
ることができません。 原因としては、(1)
指定されたネットワーク・アドレスのワー
クステーション・エージェントが活動状態
でない、(2) 指定された APPC トランザ
クション・プログラム名または TCP/IP
ポート番号が、ホスト上とワークステーシ
ョン上とで同一でない、といったことが考
えられます。 ネットワーク・データは
’aaaaaaaa’ です。

ユーザー応答: 指定したネットワーク・アドレスが、
ISPF クライアント / サーバー構成要素が活動状態にあ
るワークステーションのものかどうか、確認してくださ
い。 TCP/IP を使用している場合には、ドット付の 10
進 IP アドレス (たとえば、9.67.224.96) が指定されたか
どうか、確認してください。 APPC を使用している場
合には、完全修飾された SNA ネットワーク名 (たとえ
ば、USIBMNR.NRI41H00) が指定されたかどうか、確認
してください。 さらに、APPC の場合は、指定された
ネットワーク・アドレスが SNA 独立論理装置タイプ
6.2 でなければならないことに留意してください。 3270
端末またはエミュレーター接続で使用される SNA 論理
装置タイプ 2 は、APPC 接続をサポートしません。

解説: ISPF はワークステーションにある TCP/IP また
は APPC サブシステムと接続することができますが、
ワークステーションにある ISPF クライアント / サーバ
ー構成要素と接続することはできません。
ユーザー応答: ISPF クライアント / サーバー構成要素
が活動状態にある計算機のネットワーク・アドレスを指
定したかどうか、確認してください。 TCP/IP を使用し
ていてポート番号を指定した場合には、指定したポート
番号が、ワークステーションで指定されたか省略時のポ
ート番号と一致しているかどうか、確認してください。
APPC を使用していてトランザクション・プログラム名
を指定した場合には、指定されたトランザクション・プ

問題判別: NETWORK DATA は、呼び出された
TCP/IP ソケットまたは SNA APPC 機能、および戻さ
れた数字コードを示します。これには、失敗時の状況が
示されています。 MVS TCP/IP ソケットの戻りコード
の詳細な説明については、687ページの『第7章 TCP/IP
エラー・コード』 を参照してください。 MVS APPC
戻りコードの詳細な説明については、APPC/MVS の
Writing Transaction Programs を参照してください。 そ
の他に ″LSCX″ という接頭部が付いたメッセージを受
け取ることがありますが、これは ISPF と一緒に出荷さ
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れた SAS/C 実行時サポートによって出されるもので
す。このメッセージは、ユーザーやサポート担当者にと
って有用な追加の情報を提供します。
ISPO922

ローカル通信サブシステムを利用すること
ができません。 原因としては、(1) 通信
インターフェース・モジュールがロードで
きなかった、(2) 通信サブシステムが初期
設定要求に対して受け入れ可能な応答をし
なかった、ということが考えられます。
ネットワーク・データは ’aaaaaaaa’ で
す。

解説: ISPF がワークステーションへ接続することがで
きません。
ユーザー応答: 失敗に関して、MVS システム・サポー
ト担当者に知らせてください。
システム・プログラマー応答: TCP/IP または
APPC/MVS 通信サブシステムが MVS システム上で正
しく導入されているか、構成されているか、活動化され
ているかについて、確認してください。 ISPF の要件に
ついては、ISPF の導入資料を参照してください。 MVS
用の IBM TCP/IP を使用している場合には、ISPDFLTS
モジュール作成のために使用する ISPMTAIL マクロ上
の ″IPDATA″ または ″IPPREF″ パラメーター用に指定
された値か省略時の値によって、TCP/IP システム・パ
ラメーター・データ・セット (tcpip.TCPIP.DATA) が探
し出せることを確認してください。 このメッセージは
また TCP/IP 向けである可能性もあります。 ISPMTAIL
マクロ上に指定された ″SOCIM″ パラメーター値が、
MVS Open Edition ソケットが使用される予定なのに
MVS Open Edition サポートが導入されていないか活動
状態でないことを示す場合です。 APPC を使用してい
る場合には、APPC/MVS 呼び出し可能サービス・モジ
ュールを含むデータ・セットが、MVS ″LINKLIST″ 連
結内にあるかどうかを確認してください。
問題判別: NETWORK DATA は、呼び出された
TCP/IP ソケットまたは SNA APPC 機能、および戻さ
れた数字コードを示します。これには、失敗時の状況が
示されています。 MVS TCP/IP ソケットの戻りコード
の詳細な説明については、687ページの『第7章 TCP/IP
エラー・コード』 を参照してください。 MVS APPC
戻りコードの詳細な説明については、APPC/MVS の
Writing Transaction Programs を参照してください。 そ
の他に ″LSCX″ という接頭部が付いたメッセージを受
け取ることがありますが、これは ISPF と一緒に出荷さ
れた SAS/C 実行時サポートによって出されるもので
す。このメッセージは、ユーザーやサポート担当者にと
って有用な追加の情報を提供します。
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ISPO923

ワークステーションへの接続ができませ
ん。 MVS からワークステーションへの
コミュニケーションが機能していること、
および、ワークステーション上で正しいレ
ベルの ISPF クライアント / サーバー構
成要素が実行されていることを確認してく
ださい。ネットワーク・データは
’aaaaaaaa’ です。

解説: ISPF がワークステーションへ接続することがで
きません。
ユーザー応答: 予期しない失敗が起きました。 ワーク
ステーションへの接続を再度試行してみてください。失
敗が続く場合は、失敗によっては MVS システム・サポ
ート担当者に知らせてください。
システム・プログラマー応答: エラー・メッセージ
NETWORK DATA があれば、それを使用して失敗の診
断を行ってください。
問題判別: NETWORK DATA は、呼び出された
TCP/IP ソケットまたは SNA APPC 機能、および戻さ
れた数字コードを示します。これには、失敗時の状況が
示されています。 MVS TCP/IP ソケットの戻りコード
の詳細な説明については、687ページの『第7章 TCP/IP
エラー・コード』 を参照してください。 MVS APPC
戻りコードの詳細な説明については、APPC/MVS の
Writing Transaction Programs を参照してください。 そ
の他に ″LSCX″ という接頭部が付いたメッセージを受
け取ることがありますが、これは ISPF と一緒に出荷さ
れた SAS/C 実行時サポートによって出されるもので
す。このメッセージは、ユーザーやサポート担当者にと
って有用な追加情報を提供します。
ISPO924

ワークステーションのユーザーが接続要求
を拒否したため、ワークステーションへの
接続ができませんでした。

解説: ISPF がワークステーションへ接続することがで
きません。
ユーザー応答: 指定したネットワーク・アドレスが、
接続を設定しようとしたワークステーションのものかど
うか確認してください。
ISPO925

すでにコード・ページ ’aaaaaaaa’ および
文字セット ’bbbbbbbb’でワークステーシ
ョンに接続されています。指定した新規の
値は、ユーザーの GUI ディスプレイ上で
無視されます。

解説: いったん ISPF が特定のコード・ページおよび
文字セットを使用してワークステーションへの接続が確
立されたら、別のコード・ページおよび文字セットを使

ISPF メッセージ
用する GUI に切り替えることはできません。
ユーザー応答: 今、指定したコード・ページおよび文
字セットを使用して GUI モードで実行するためには、
まずワークステーションから接続を切断し、それらの値
を指定して再接続する必要があります。
ISPO927

ワークステーションへの接続ができませ
ん。 ISPDTPRF DDNAME が割り振られ
ていないか、あるいは ISPDTPRF に割り
振られたプロファイル・データ・ファイル
がオープンできません。

解説: ISPDTPRF DDNAME に割り振られたプロファイ
ル・データ・ファイルで定義された自分のユーザー ID
のアドレスを使用してワークステーションへの接続を要
求しました。しかし、ISPDTPRF が割り振られていない
か、あるいは割り振られたファイルがオープンできませ
ん。
ユーザー応答: 自分のユーザー ID の WORKSTAT キ
ーワードが入っているファイルが ISPDTPRF DDNAME
に割り振られていることを確認してから、ワークステー
ション接続を再度試みてください。
ISPO928

ワークステーションへの接続ができませ
ん。 ISPDTPRF DDNAME に割り振られ
ているプロファイル・データ・ファイルが
読み取れません。

解説: ISPDTPRF DDNAME に割り振られたプロファイ
ル・データ・ファイルで定義された自分のユーザー ID
のアドレスを使用してワークステーションへの接続を要
求しました。しかし、ISPDTPRF に割り振られたファイ
ルの読み取りに問題があります。
ユーザー応答: 自分のユーザー ID の WORKSTAT キ
ーワードが入っている読み取り可能ファイルが
ISPDTPRF DDNAME に割り振られていることを確認し
てから、ワークステーション接続を再度試みてくださ
い。
ISPO929

ユーザー応答: 自分のユーザー ID のアドレスを定義
する WORKSTAT キーワード記入項目が、ISPDTPRF
に割り振られているプロファイル・データ・ファイルに
入っていることを確認してから、ワークステーション接
続を再度試みてください。
システム・プログラマー応答: システム・プログラマ
ーがプロファイル・データ・ファイルを保守している場
合には、そのファイルに、自分のユーザー ID の
WORKSTAT キーワードが正しいワークステーション・
アドレス付きで入っていることを確認してください。
ISPO930

解説:
す。

メッセージ ID の省略時値がブランクのままで

ユーザー応答: メッセージ ID の省略時値に対して有
効な選択項目を入力してください。
ISPO931

解説:

必須フィールドに入力してください - カ
ーソル位置にパネル ID の省略時値を入力
してください。

パネル ID の省略時値がブランクのままです。

ユーザー応答: パネル ID の省略時値に対して有効な
選択項目を入力してください。
ISPO932

解説:

必須フィールドに入力してください - カ
ーソル位置に画面名の省略時値を入力して
ください。

画面名の省略時値がブランクのままです。

ユーザー応答: 画面名の省略時値に対して有効な選択
項目を入力してください。
ISPO933

ワークステーションへの接続ができませ
ん。 自分のユーザー ID のアドレスを定
義する WORKSTAT キーワードが、
ISPDTPRF DDNAME に割り振られたデ
ータ・ファイルで見付かりませんでした。

解説: ISPDTPRF DDNAME に割り振られたプロファイ
ル・データ・ファイルで定義された自分のユーザー ID
のアドレスを使用してワークステーションへの接続を要
求しました。しかし、ご使用のユーザー ID の
WORKSTAT キーワードがデータ・ファイルで見付かり
ませんでした。

必須フィールドに入力してください - カ
ーソル位置にメッセージ ID の省略時値を
入力してください。

解説:

ダウンロード RC = aaaaaaaa : ホストま
たはホスト・データ・セットに関係した予
期しないエラーが発生し、ワークステーシ
ョン・エージェントのダウンロードが失敗
しました。ホスト・データ・セットを確認
し、ダウンロードを再試行するか、ISPF
ユーティリティー・パネルのクライアント
/ サーバー・コンポーネント・ダウンロー
ド機能を使用して、手動でワークステーシ
ョン・エージェントをダウンロードしてく
ださい。

ダウンロードが失敗しました。

ユーザー応答: ダウンロードが失敗しました。ホス
ト・データ・セットを確認し、ダウンロードを再試行す
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るか、ISPF ユーティリティー・パネルのクライアント /
サーバー・コンポーネント・ダウンロード機能を使用し
て、手動でワークステーション・エージェントをダウン
ロードしてください。
問題判別: 問題が続く場合は、メッセージで報告され
ている戻りコードを記録して弊社まで連絡してくださ
い。
ISPO934

ダウンロード・エラー RC = aaaaaaaa:
ワークステーションまたはワークステーシ
ョン・ファイルに関係したエラーが発生
し、ワークステーション・エージェントの
ダウンロードが失敗しました。ディレクト
リーをチェックするか、他のディレクトリ
ーで試行してください。

解説: ダウンロードが失敗しました。 問題には以下の
ものを含めて複数の原因が考えられますが、これら以外
の原因も考えられます。
v ディスクが足りない。

クステーション・エージェントをダウンロードしてくだ
さい。
問題判別: 問題が続く場合は、メッセージで報告され
ている戻りコードを記録して弊社まで連絡してくださ
い。
ISPO937

解説:
た。

コンポーネントがダウンロードされませんでし

ユーザー応答: コンポーネントは、ダウンロードしよ
うとすればできます。
ISPO938

v ディレクトリーまたはファイルに対する書き込み許
可、またはディレクトリーまたはファイルの作成許可
が不十分である。
v ディレクトリーが見つからない。
v ディスク・ドライブが存在しない。
ユーザー応答: ディレクトリー名を訂正するか、別の
ワークステーション・ディレクトリーを使用して、ダウ
ンロードを再試行するか、ISPF のユーティリティー・
パネルのクライアント / サーバー・コンポーネント・ダ
ウンロード機能を使用して、手動でワークステーショ
ン・エージェントをダウンロードしてください。
問題判別: 問題が続く場合は、メッセージで報告され
ている戻りコードを記録して弊社まで連絡してくださ
い。
ISPO935

解説:

ダウンロード・エラー RC = aaaaaaaa :
予期しないエラーが発生し、ワークステー
ション・エージェントのダウンロードが失
敗しました。ダウンロードを再試行する
か、ISPF ユーティリティー・パネルのク
ライアント / サーバー・コンポーネン
ト・ダウンロード機能を使用して手動でワ
ークステーション・エージェントをダウン
ロードしてください。

ダウンロードが失敗しました。

ユーザー応答: ダウンロードを再試行するか、ISPF ユ
ーティリティー・パネルのクライアント / サーバー・コ
ンポーネント・ダウンロード機能を使用して手動でワー
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ダウンロードされない - 新規ワークステ
ーション・エージェントがダウンロードさ
れませんでした。 ISPF ユーティリティ
ー・パネルのクライアント / サーバー・
コンポーネント・ダウンロード機能を使用
して、手動でワークステーション・エージ
ェントをダウンロードできます。

ISPF ワークステーション・エージェント
の古いレベルのバージョンを使用していま
す。 ISPF ユーティリティー・パネルか
らクライアント / サーバー・コンポーネ
ント・ダウンロード機能を使用して、最新
のバージョンをダウンロードしてくださ
い。

解説: ワークステーション・エージェントを新しいレ
ベルにアップグレードする必要があります。
ユーザー応答: ISPF ユーティリティー・パネルのクラ
イアント / サーバー・コンポーネント・ダウンロード機
能を使用して、新しいエージェントをダウンロードし
て、インストールする必要があります。
ISPP000

ISPF ログの続き - - - セッション番号
aaaaaaaa
-------------------------------------------------------

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、セッション番号が使用可能なときに、継続 ISPF ロ
グ・ファイルの先頭に置かれます。
ISPP001

ISPF ログの始まり - - - - セッション番
号 aaaaaaaa
-------------------------------------------------------

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、セッション番号が使用可能なときに、新しい ISPF
ログ・ファイルの先頭に置かれます。
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ISPP002

ISPF ログの終わり - - - - - セッション
番号 aaaaaaaa
-------------------------------------------------------

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、ISPF セッションが終了したときに、ISPF ログ・フ
ァイルの終わりに置かれます。
ISPP003

ISPF ログの続き - - - セッション番号使
用不可
-------------------------------------------------------

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、セッション番号が使用不可であるときに、継続
ISPF ログ・ファイルの先頭に置かれます。
ISPP004

***** ダイアログ・エラー ***** - アプリ
ケーション (aaaaaaaa); 機能 bbbbbbbb
(cccccccc); サービス (dddddddd)

ISPP009

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、セッション番号が使用不可であるときに、新しい
ISPF ログ・ファイルの先頭に置かれます。
ISPP011
解説:

ユーザー応答:
ださい。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、パネル構文でダイアログ・エラーが起きたときに、
ISPF ログ・ファイルに追加されます。’aaaaaaaa’ に
は、エラーが見付かったパネル行が入ります。

ISPP012

ISPP007

スケルトンからの行 - aaaaaaaa

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、スケルトン処理中にダイアログ・エラーが起きたと
きに、ISPF ログ・ファイルに追加されます。’aaaaaaaa’
には、エラーが見付かったスケルトンの行が入ります。
ISPP008

解説:

追跡: コマンド行 - 第 2 レベル MSG は
使用されません。SEP が TLD に直接入
れます。

これは通知メッセージです。

ISPF サブタスク ABEND - VS aaaaaaaa
ISPF bbbbbbbb SYSTEM ABEND CODE
= cccccccc (HEX) PSW dddddddd
eeeeeeee

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

CMD からの行 - aaaaaaaa

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、コマンド構文でダイアログ・エラーが起きたとき
に、ISPF ログ・ファイルに追加されます。’aaaaaaaa’
には、エラーが見付かった行が入ります。

解説:

レジスター - R0 aaaaaaaa R1 bbbbbbbb
R2 cccccccc R3 dddddddd

入り口 - R4 aaaaaaaa R5 bbbbbbbb R6
cccccccc R7 dddddddd

これは通知メッセージです。

ISPP016
解説:

NAME aaaaaaaa EPA bbbbbbbb
ISPSUBS EPA cccccccc ISPTSI ADDR
dddddddd

これは通知メッセージです。

ISPP015
解説:

弊社サポート部門まで

これは通知メッセージです。

ISPP014
解説:

弊社サポート部門まで

タスクが失敗しました。

ISPP013
ISPP006

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

解説:
パネルからの行 - aaaaaaaa

ISPF サブタスク ABEND - 完了コード
= aaaaaaaa (他の情報はありません。)

サブタスクが失敗しました。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、ダイアログ・エラーが起きたときに、ISPF ログ・
ファイル内に置かれます。
ISPP005

ISPF ログの始まり - - - - セッション番
号使用不可
-------------------------------------------------------

ABEND - R8 aaaaaaaa R9 bbbbbbbb
R10 cccccccc R11 dddddddd

これは通知メッセージです。
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ISPP017
解説:

解説:

ISPP023

解説:

2

ユーザーがローカル印刷を取り消した。

4

ISPF が TSO PRINTDS コマンドを出したが、
PRINTDS 中にユーザーが ATTENTION を押し
た。

6

システム・プログラマーがローカル印刷を使用
不能にした。 システム・プログラマーが、
ISRCNFIG の LOCALPRT フィールドをブラン
クに設定しました。この設定は、ローカル印刷
を使用不能にします。

8

ISPF が TSO PRINTDS コマンドを出したが、
TSO PRINTDS が異常終了した。 詳細につい
ては、ユーザーの TSO プロファイル内に
WTPMSG および MSGID を設定することによ
って、TSO PRINTDS から入手することができ
ます。

12

TSO PRINTDS が、ゼロよりも大きい戻りコー
ドです。 詳細については、ユーザーの TSO
プロファイル内に WTPMSG および MSGID
を設定することによって、TSO PRINTDS から
入手することができます。

16

ローカル印刷からの予期しない RC。

aaaaaaaa 印刷ジョブが実行依頼されまし
た - bbbbbbbb cccccccc はジョブ
dddddddd によって印刷 / 削除されます。

aaaaaaaa の印刷ジョブがサブミットされ
ました - bbbbbbbbcccccccc は印刷され、
ジョブ dddddddd によって保管されまし
た。

これは通知メッセージです。
aaaaaaaa データ・セット印刷済み bbbbbbbb cccccccc は dddddddd に入れら
れ (待ち行列化され)、削除されました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマー応答: ローカル印刷機能が正
しく設定されているか検査してください。
ISPP026

aaaaaaaa 印刷済み - bbbbbbbb cccccccc
は待ち行列 dddddddd に入れられ、保管さ
れました。

解説:
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aaaaaaaa bbbbbbbb は保持されました。

これは通知メッセージです。

ISPP027

これは通知メッセージです。
解説:
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これは通知メッセージです。

ISPP023B

解説:

aaaaaaaa は印刷されません - ISPP025 ISPF Print RC = bbbbbbbb。 (ISPF の
メッセージおよびコードを参照。)
cccccccc dddddddd は保持されました。

可能な戻りコードは次のとおりです。

これは通知メッセージです。

ISPP022B

解説:

ISPP025

解説:

aaaaaaaa 印刷ジョブのエラー - bbbbbbbb
cccccccc はサブミット・エラーのため保
持されました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

aaaaaaaa データ・セット削除 - bbbbbbbb
cccccccc は削除されました。

これは通知メッセージです。

ISPP022

解説:
ん。

aaaaaaaa データ・セット保持 - bbbbbbbb
cccccccc は保持されました。

これは通知メッセージです。

ISPP021
解説:

ISPF サブタスク ABEND - VS aaaaaaaa
ISPF bbbbbbbb USER ABEND CODE =
cccccccc (DECIMAL) PSW dddddddd
eeeeeeee

これは通知メッセージです。

ISPP020
解説:

ABEND に関連する理由コード aaaaaaaa

これは通知メッセージです。

ISPP019

解説:

ISPP024

これは通知メッセージです。

ISPP018
解説:

R12 aaaaaaaa R13 bbbbbbbb R14
cccccccc R15 dddddddd

aaaaaaaa bbbbbbbb は事前割り振りされて
いました (解放は実行されていません)。

これは通知メッセージです。

ISPF メッセージ
ISPP028

解説:

これは通知メッセージです。

ISPP028B

解説:

ユーティリティー出口 - 印刷ユーティリ
ティーの出口が、bbbbbbbb cccccccc を処
理中に戻りコード aaaaaaaa を返しまし
た。

ユーティリティー出口 - 印刷ユーティリ
ティー出口がバッチ・ジョブ bbbbbbbb の
要求に対して戻りコード aaaaaaaa を返し
ました。

ISPP041

解説:
ん。

.HELP にメニュー名がない - HELP キー
ワードが短メッセージで指定されている
が、メニュー名がありません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。

これは通知メッセージです。
ISPP043

| ISPP031
|
|

必須フィールドを指定 - BATCH
SYSOUT クラス、またはプリンター ID
かライター名を指定してください。

解説:
ん。

メッセージ ID がない - メッセージ ID
がブランクです。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: ISPF が出力の宛先を判別するには、BATCH
SYSOUT クラス、または プリンター ID かライター名
のどちらか一方が必須となります。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答: BATCH SYSOUT クラス、またはプリ
ンター ID かライター名を指定してください。

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。

| ISPP032
|
|
|

重複した指定 - バッチ出力の場合、
BATCH SYSOUT クラスを指定してくだ
さい。ローカル出力の場合、プリンター
ID かライター名を指定してください。

解説: ISPF が出力の宛先を判別するには、BATCH
SYSOUT クラス、または プリンター ID かライター名
のどちらか一方が必須となります。
ユーザー応答: BATCH SYSOUT クラス、またはプリ
ンター ID かライター名を指定してください。両方は指
定できません。
ISPP040

解説:
ん。

.ALARM のセット未了 - ALARM キーワ
ードが短メッセージで指定されているが、
セットされていません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。

ISPP044
解説:
ん。

担当のプログラマーに連絡してくださ

メンバーが見付からない - メッセージを
入れるべきメンバーが見付かりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。
ISPP045
解説:
ん。

メッセージ ID が無効 - メッセージ ID
の最後の文字が無効です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。
ISPP046
解説:
ん。

メッセージ ID が無効 - メッセージ ID
が 5 文字を超えています。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。
ISPP047
解説:
ん。

メンバー名が無効 - メンバー名が 2 桁の
数字で終っていません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

解説:
ん。

入出力エラーか EOF - メッセージが見付
かる前に、入出力エラーまたはファイルの
終わりになりました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。
ISPP049
解説:
ん。

文頭の引用符がない - 長メッセージか短
メッセージの文頭の引用符がありません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルがあ
りません。

解説: 要求されたパネルが ISPPLIB ライブラリー内に
見付かりませんでした。 ISPF の前のリリースのパネル
を修正または複写したものを、ISPF の新しいリリース
で使用するときには、予期しないエラーが起こることが
あります。
プログラマー応答: 以下のことを確認してください。
v パネル名のつづりが正しいかどうか。
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ISPP102

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルを取
り出すときに I/O エラーまたは他の
BLDL エラーが起きました。

解説: パネル名を探しているときに、BLDL で I/O エ
ラーが起きました。
ユーザー応答: パネルの検索を再試行してください。
再度 BLDL エラーが起きた場合は、システム・プログ
ラマーに相談してください。
システム・プログラマー応答: パネルを含むデータ・
セットが使用可能かどうか、確認してください。 援助
が必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
ISPP103

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - すでに定義
済みの属性文字がありました。

解説: ある属性文字が、属性セクションで複数回定義
されています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: パネルの属性セクションを調べ
て、どの属性文字が複数回定義されているのか判別して
ください。 各属性文字はそれぞれ 1 回だけ定義するよ
うにしてください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。
ISPP100

特定リリースとともに出荷されたパネルについては、そ
のリリースで修正および使用を行う必要があります。
これは、)PROC セクションで定義されたパネルの処理
がリリース間で大きく変更されたためです。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF メッセージの構文およびキー
ワードについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説
を参照してください。
ISPP048

v 指定したライブラリーが割り振りされているかどう
か。
v 要求されたパネルが指定したライブラリー内にあるか
どうか。
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ISPP104

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - bbbbbbbb
よりも多くの属性文字が定義されていま
す。

解説: 定義された属性文字の数が、許される最大数
127 を超えています。 この制限には、省略時文字 3
つ、属性の指定変更、および TBDISPL の 2 つの省略
時値も含まれます。 アクション・バー・パネルまたは
スクロール可能域を持つパネルの場合に対しては、最大
110 の属性文字を定義することができます。 これは、
アクション・バー・パネルまたはスクロール可能域を持
つパネルに対しては、ISPF が内部的にいくつかの属性
文字を使用するためです。
プログラマー応答: 定義された属性文字の数を最大数
127 まで減らしてください。

ISPF メッセージ
ISPP105

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの
)ATTR セクションで、DEFAULT の位置
が正しくありません。

解説: DEFAULT キーワードが、)ATTR セクション見
出しに正しく指定されていません。
プログラマー応答: )ATTR 見出しステートメントの
DEFAULT キーワードを確認してください。 )ATTR 見
出しステートメントには、DEFAULT キーワードは 1
つしか指定できません。
ISPP106

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性キーワ
ードの値が無効です。

解説: 属性キーワードに指定されたキーワード値が、
有効なキーワード値のいずれでもありません。 たとえ
ば、属性キーワード INTENS には、3 つの有効なキー
ワード値 HIGH、LOW、NON があります。
プログラマー応答: 定義された属性キーワード値を調
べて、指定されたキーワードに対して有効な値であるか
どうか判別してください。

AREA、ATTN、CAPS、COLOR、DATAMOD、
EXTEND、FORMAT、HILITE、INTENS、JUST、
NUMERIC、OUTLINE、PAD、PADC、REP、
SCROLL、SKIP、TYPE、USERMOD。
プログラマー応答: )ATTR セクションに無効または欠
落しているキーワードがないかどうか確認してくださ
い。
ISPP110

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性文字の
前に属性キーワードが見付かりました。

解説: パネル定義セクション )ATTR の各ステートメン
トは、単一の文字または 2 桁の 16 進コードで始まら
なければなりません。 ステートメントの残りの部分に
は、キーワード・パラメーターを入れることができま
す。
プログラマー応答:
てください。

属性の前にあるキーワードを調べ

たとえば、以下のステートメントがこのエラーを引き起
こします。
PAD(’ ’) @ TYPE(INPUT) INTENS(HIGH)

ISPP107

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性キーワ
ードの値のタイプが無効です (リテラルで
もダイアログ変数でもありません)。

キーワード PAD(’ ’) は、単一文字属性 @ の前におく
ことはできません。
パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ATTR セ
クションに無効な文字またはステートメン
ト・タイプが見付かりました。

解説: パネルの )ATTR セクションに、無効な属性キー
ワード値が含まれています。 入力されたキーワード値
がリテラルまたはダイアログ変数ではありません。

ISPP111

プログラマー応答: 属性キーワード値に無効な値がな
いか確認してください。

解説: 属性ステートメントに無効な文字が含まれてい
ます。

ISPP108

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - キーワード
の処理で、あるべきはずの右括弧が見付か
りませんでした。

たとえば、以下のステートメントがこのエラーを引き起
こします。
@ TYPE(INPUT) INTENS(HIGH))

解説: 閉じ括弧 (右括弧) が属性のキーワード値から欠
落しています。

キーワード・パラメーターは、単一括弧で囲まなければ
なりません。 この例では、キーワード・パラメーター
HIGH の後に 二重の右括弧が続いています。

プログラマー応答: 属性セクションの属性キーワード
値に欠落している右括弧がないかどうか、確認してくだ
さい。

プログラマー応答: パネル属性セクション・ステート
メントに無効な文字または無効なキーワードがないかど
うか、確認してください。

ISPP109

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ATTR セ
クションに無効なキーワードが見付かりま
した。

解説: 無効なキーワードがパネル定義の )ATTR セクシ
ョンで見付かりました。
)ATTR セクションで有効なキーワードは以下のとおり
です。

ISPP112

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - DEFAULT
キーワードに関して、異なる 3 つの適切
な属性文字が見付かりません。

解説: )ATTR または )BODY 見出しステートメントの
DEFAULT キーワードには、正確に、異なる 3 つの有
効な属性文字を指定しなければなりません。
プログラマー応答: )ATTR または )BODY 見出しステ
ートメントのいずれか (あるいは、両方) の DEFAULT
第1章 ISPF メッセージ
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キーワード文字に、欠落した文字または無効な文字がな
いかどうか、確認してください。
ISPP113

保管域を確保できない - 表示処理に必要
な追加の記憶域を入手できません。

解説: ISPF が表示処理用に記憶域を獲得しようとし
て、失敗しました。
ユーザー応答:
ださい。
ISPP114

システム・プログラマーに連絡してく

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - REFRESH
は図形区域に対しては使えません。

解説: 図形区域内のフィールドの内容は、再表示前に
取り出すことはできません。 再表示では、図形区域内
の変数はユーザーが最後に見たものと同じものが表示さ
れます。
プログラマー応答: REFRESH ステートメントは、図形
区域内のフィールドに対しては有効ではありません。
REFRESH ステートメントを除去するか、図形区域の外
側にあるフィールドのみの最新表示 (refresh) を行うか
の、いずれかを行ってください。
ISPP115

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - アンパーサ
ンド (&)、ブランク、またはヌルは属性文
字として使えません。

解説: 属性セクションに無効な文字のいずれかが含ま
れています。
プログラマー応答: パネル・テキストと矛盾しないよ
うな特殊 (非英数字) 文字を、属性文字として選択して
ください。アンパーサンド (&)、ブランク (16 進の
40)、シフトアウト (16 進の 0E)、シフトイン (16 進の
OF)、ヌル (16 進の 00) は、いずれも属性文字として使
用することはできません。
ISPP116

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 再表示要求
を処理できません。最後に表示されたもの
はパネルではありません。

解説: 有効な直前のパネルは存在しないので、ISPF は
再表示要求を処理することができません。
プログラマー応答: 直前のパネル定義にエラーがない
かどうか、確認してください。
ISPP118

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パラメータ
ーとして無効なカーソル・フィールド /
区域が指定されました。

解説: カーソル位置として、無効なフィールドまたは
区域が指定されました。
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プログラマー応答: カーソル位置に対して指定された
無効なフィールドを調べてください。 たとえば、パネ
ル本体の動的区域名にカーソルを設定することはできま
せん。
ISPP119

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 正しく作成
されなかったパネルの再表示を試みまし
た。

解説: パネルに、ISPF がパネル・イメージを作成する
のに障害となったエラーが含まれていました。 作成さ
れていなかったパネルを再表示することはできません。
プログラマー応答: ISPF がパネルを作成するのに障害
となったエラーを訂正してください。
ISPP120

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの
)BODY セクションが予期した位置には見
付かりません。

解説: パネル定義セクションは、以下の順序で使用す
る必要があります。
)CCSID
)PANEL
)ATTR
)ABC
)ABCINIT
)ABCPROC
)BODY
)MODEL
)AREA
)INIT
)REINIT
)PROC
)HELP
)END
プログラマー応答: 使用しているパネル定義セクショ
ンの順序を確認して、上記で説明した順序と一致するよ
うにしてください。
ISPP121

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル定義
が長過ぎます。画面サイズを超えていま
す。

解説: )BODY 定義セクションで定義されたパネルに、
現在の端末画面で表示可能な行より多くの行が含まれて
います。
プログラマー応答: )BODY 定義セクション内の行数を
最大画面サイズまで減らしてください。 たとえば、最
大端末画面サイズが 25 行である場合は、)BODY 定義
セクションの行数を 25 行まで減らしてください。

ISPF メッセージ
ISPP122

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )BODY の
見出しステートメントに無効なキーワード
かステートメントがあります。

解説: パネル定義の )BODY の見出しステートメント
に、無効なキーワードまたはステートメントがありま
す。 )BODY の見出しステートメントで有効なキーワー
ドは以下のとおりです。
ASIS
CMD
DEFAULT
EXPAND
FORMAT
KANA
LMSG
OUTLINE
SMSG
WIDTH
WINDOW
プログラマー応答: )BODY の見出しステートメントに
無効なキーワードかステートメントがないかどうか確認
してください。
ISPP123

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - コマンド・
フィールドの長さが 255 桁を超えていま
す。

解説: パネルに定義されたコマンド・フィールドの長
さが 255 文字より長くなっています。 最大コマンド・
フィールド長は 255 文字です。
プログラマー応答: パネルのコマンド・フィールドの
長さを 255 文字以下になるように再定義してくださ
い。
ISPP124

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル・レ
コードの長さが指定 (または省略時) の画
面幅を超えています。

解説: パネル・レコードの長さが定義された画面幅を
超えています。
プログラマー応答: 画面幅を超えるパネル・レコード
を調整してください。
ISPP125

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルのフ
ィールド名 (または区域名) の定義が重複
しています。

解説: パネルに、同じ名前のフィールドまたは区域が
2 つ含まれています。
プログラマー応答:

よび区域がすべて固有の変数名を持っているかどうか、
確認してください。
ISPP126

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルのフ
ィールド名 (または区域名) が bbbbbbbb
の最大長を超えています。

解説: パネル・フィールド (または、区域名) が、パネ
ル・フィールド名に許された最大長より長くなっていま
す。
プログラマー応答: パネル・フィールド名 (または、区
域名) が許された最大長を超えないようにしてくださ
い。
ISPP127

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 識別のため
の属性文字の後にフィールド名または区域
名がありません。

解説: パネルに、区域またはフィールド用の属性文字
の後に名前を持たない、定義済みの区域またはフィール
ドが含まれています。
プログラマー応答: 識別のための属性文字の後に続く
フィールド名または区域名が欠落した、定義済みの区域
またはフィールドを調べてください。
ISPP128

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域名のあ
とに、シャドー変数名が必要です。

解説: 動的区域に文字属性を含む可能性がある場合に
は、シャドー変数を定義する必要があります。 パネル
定義の動的区域名の後にシャドー変数名をおくことによ
って、シャドー変数は動的区域と関連づけられます。
プログラマー応答: 動的区域名の後にシャドー変数を
おくことによって、シャドー変数を定義してください。
この 2 つの名前を区切ることができるのはコンマだけ
です。また、シャドー変数名の後にはブランクを 1 つ
入れる必要があります。
ISPP129

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - CLEAR 名
の値のストリングが最大の 255 桁を超え
ています。

解説: )MODEL 見出しステートメント・キーワード
CLEAR は、テーブルの各行が読み取られる前に消去し
てブランクにしておく、ダイアログ変数名を識別するも
のです。 この変数名のストリングが、最大サイズであ
る 255 文字を超えています。
プログラマー応答: 変数名のストリングが最大サイズ
である 255 文字を超えないように確認してください。

定義されたパネル・フィールドお
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ISPP130

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル・セ
クションの順序が正しくないか、すでに定
義されています。

解説: パネル定義セクションは、以下の順序で使用す
る必要があります。
1. )CCSID
2. )PANEL
3. )ATTR
4. )ABC
5. )ABCINIT
6. )ABCPROC
7. )BODY
8. )MODEL
9. )AREA
10. )INIT
11. )REINIT
12. )PROC
13. )HELP
14. )END
パネル・セクションの重複は許されません。
プログラマー応答: パネル・セクションの順序が正し
いか、または重複名がないかどうか、パネル定義を確認
してください。

ISPP133

解説: )INIT、)REINIT、または )PROC セクションに無
効なステートメントがあります。 これらのパネル・セ
クションで有効なステートメントは、以下のとおりで
す。
v 割り当てステートメント
v EXIT
v GOTO
v IF/ELSE
v REFRESH
v TOG
v VER
v VEDIT
v VGET
v VPUT
v PANEXIT
プログラマー応答: )INIT、)REINIT、または )PROC セ
クションのパネル・ステートメントが、上記にリストし
たような有効なステートメントであるかどうか、確認し
てください。
ISPP134

ISPP131

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 見出しのあ
とに必要な )BODY レコードがありませ
ん。

解説: パネルの )BODY セクションには、少なくとも
1 行はなければなりません。
プログラマー応答: パネルの )BODY セクションを調
べて、)BODY セクションに少なくとも 1 行 (レコード)
があるかどうか確認してください。
ISPP132

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )INIT、
)REINIT、または )PROC セクションに無
効なキーワードがあります。

解説: 無効なキーワードが、パネルの )INIT、
)REINIT、)PROC のいずれかのセクションで見付かりま
した。
プログラマー応答: パネルの )INIT、)RENIT、および
)PROC セクションで、有効なキーワードが適切に使用
されているかどうか、確認してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )INIT、
)REINIT、または )PROC セクションに無
効なステートメントがあります。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - セクション
見出しに無効なステートメントかキーワー
ドがあります。

解説: パネルのセクション見出しのいずれかに、無効
なステートメントまたはキーワードが含まれていまし
た。
プログラマー応答: パネルのセクション見出ステート
メントに有効なキーワードが指定されているかどうか、
確認してください。
ISPP136

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 割り当てス
テートメントに ″=″ 演算子以外のものが
含まれています。

解説: )INIT、)REINIT、または )PROC セクションの割
り当てステートメントに、″=″ 演算子以外のものが含ま
れています。
プログラマー応答: 割り当てステートメントの演算子
を訂正してください。
ISPP137

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - テーブル表
示パネルに、重複する )MODEL ステート
メントがあります。

解説: パネル 1 つにつき、許される )MODEL セクシ
ョンは 1 つだけです。

128

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

ISPF メッセージ
プログラマー応答: パネル定義から重複している
)MODEL セクションを除去してください。
ISPP138

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - CLEAR キ
ーワードの値が無効です (リテラルでもダ
イアログ変数でもありません)。

解説: )MODEL セクションの見出し CLEAR キーワー
ド値は、リテラルまたはダイアログ変数でなければなり
ません。
プログラマー応答: )MODEL セクションのセクション
見出し CLEAR キーワード値が、リテラルまたはダイア
ログ変数であるかどうか、確認してください。
ISPP139

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )MODEL
の見出しステートメントに CLEAR また
は ROWS 以外のキーワードがありま
す。

解説: )MODEL セクション見出しに無効なキーワード
が含まれています。
プログラマー応答: )MODEL 見出しステートメントに
は、CLEAR または ROWS キーワードのみ使用してく
ださい。

ISPP144

解説: TRUNC および TRANS 組み込み機能が、最大
ネスト・レベル 2 を超えました。
プログラマー応答: TRUNC および TRANS 組み込み
機能では、2 レベルのネストのみ許されています。
TRANS および TRUNC ステートメントのネスト・レベ
ルを 2 まで減らしてください。
ISPP145

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 割り当てス
テートメントの中の組み込み機能が認識で
きません。

解説: 割り当てステートメントに定義された組み込み
機能にエラーがあります。 以下の 4 種類の組み込み機
能だけが有効です。
v TRUNC (切り捨て)
v TRANS (変換)
v PFK (PF キー)
v LVLINE (最後の可視行)
プログラマー応答: エラーのある組み込み機能を、有
効な 4 種類の組み込み機能のいずれかに変更してくだ
さい。
ISPP141

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 割り当てス
テートメントが無効です。

解説: )INIT、)REINIT、または )PROC セクションに無
効な割り当てステートメントがあります。
プログラマー応答: 割り当てステートメントすべて
が、割り当てステートメント形式 (変数 = 値) に従って
いるかどうか、確認してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 組み込み機
能の中で使われているネストされたキーワ
ードが正しくありません。

解説: ネストされた組み込み機能内で、無効なキーワ
ードが使用されました。 たとえば、以下のステートメ
ントでは、PFK 組み込み機能のキーワードは、組み込
み機能 TRANS 内では無効です。
&ESER = TRUNC(PFK(1),H)
プログラマー応答: 組み込み機能内で使用されている
ネストされたキーワードのうち、無効なものを除去して
ください。
ISPP146

ISPP140

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 組み込み機
能のネストのレベルが bbbbbbbb の最大を
超えました。

解説:
す。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 組み込み機
能の変数の指定が正しくありません。

組み込み機能内で使用されている変数が無効で

プログラマー応答: TRUNC および TRANS 組み込み
機能内に無効な変数がないかどうか、確認してくださ
い。
ISPP147

RESTORE 要求のエラー - CONTROL
サービス要求で、対になる SAVE があり
ません。

解説: 各 CONTROL サービス復元 (Restore) 要求に
は、対になる CONTROL サービス保管 (Save) 要求がな
ければなりません。
プログラマー応答: CONTROL サービスの復元
(Restore) 要求と保管 (Save) 要求が対になっているかど
うか、確認してください。
ISPP148

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - リストされ
た CLEAR 名の中の少なくとも 1 つがパ
ネル・フィールド名ではありません。

解説: キーワード CLEAR(var-name, varname...) は
)MODEL セクション内にあります。このキーワード
に、パネル・フィールド名ではない変数名が含まれてい
ます。
第1章 ISPF メッセージ
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プログラマー応答: )MODEL セクションのキーワード
CLEAR を訂正して、パネル・フィールドである変数名
が入るようにしてください。
ISPP149

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - REFRESH
ステートメントは )INIT セクションの中
では無効です。

解説: パネル・セクション・ステートメント REFRESH
は、)INIT セクション内では無効です。 REFRESH ステ
ートメントが指定できるのは、パネル定義の )PROC ま
たは )REINIT セクション内です。
プログラマー応答: )INIT セクションから REFRESH
ステートメントを除去してください。 また、REFRESH
ステートメントを適切なセクションである )PROC また
は )REINIT に入れてください。
ISPP150

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )END が見
付からないままにファイルの終わりに到達
しました。

解説: パネル定義の最終行に )END ステートメントが
見付かりませんでした。各パネル定義の最終行は、
)END ステートメントにする必要があります。 ISPF
は、)END ステートメントの後に続く行にあるデータは
すべて無視します。
プログラマー応答: パネル定義を更新して、最終行に
)END ステートメントが入るようにしてください。
ISPP151

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル
(CDG) を取り出しているときに I/O エラ
ーが起きました。

解説: パネルの論理レコードを読むためにパネルの検
索を試みていたところ、失敗しました。
ユーザー応答: パネルの表示を再度試行してみてくだ
さい。 それが失敗した場合は、システム・プログラマ
ーに相談してください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPP152

弊社サポート部門まで

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - CDG 戻り
コードが無効。システム・エラー。

解説: パネル・レコードの読み取りを行おうとしたと
きに、エラーが起きました。
ユーザー応答: パネルの表示を再度試行してみてくだ
さい。 それが失敗した場合は、システム・プログラマ
ーに相談してください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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ISPP153

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 引用符付き
ストリングの誤り。終わりの引用符または
継続記号 (″+″) がありません。

解説: 終了引用符が引用符付きストリングから欠落し
ているか、継続文字 ″+″ が欠落しています。
プログラマー応答: 欠落している終了引用符または継
続文字 (+) を、エラーが起きたステートメントに追加し
てください。
ISPP155

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 対話変数名
には、最小限 bbbbbbbb 文字の長さが必要
で、さらに、最大限 cccccccc 文字の長さ
を超えてはいけません。

解説: ダイアログ変数名は、このメッセージに指定さ
れている最小長および最大長に従わなければなりませ
ん。
プログラマー応答: ダイアログ変数名を最小長または
最大長に適合するように、変更してください。
ISPP156
解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - システムで
定義されていないキーワードがあります。

無効なパネル・キーワードが検出されました。

プログラマー応答: パネル定義に無効なまたはつづり
を間違えたキーワードがないかどうか確認し、キーワー
ドを訂正してください。
ISPP157

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - システムで
定義されていない制御変数があります。

解説: 無効なパネル制御変数が見付かりました。 ISPF
パネル制御変数は、以下のとおりです。
.ALARM
.ATTR
.ATTRCHAR
.AUTOSEL
.CSRPOS
.CSRROW
.CUSOR
.HELP
.MSG
.PFKEY
.RESP
.TRAIL
.ZVARS
プログラマー応答: 使用しているパネル制御変数すべ
てについて、正しいかどうか確認してください。
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ISPP158

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .CURSOR
制御変数に対して無効なフィールド / 区
域名が割り当てられています。

解説: .CURSOR 制御変数が、無効なパネル・フィール
ド名またはスクロール可能域名に対して、設定されてい
ます。
プログラマー応答: .CURSOR 制御変数を有効なフィー
ルド名または区域名に対して設定してください。 それ
らの値は、パネル本体のフィールド名、DYNAMIC 区域
名、または GRAPHIC 区域名と一致する文字ストリン
グでなければなりません。 それらの値は、スクロール
可能 AREA 名と一致する文字にすることはできません
が、スクロール可能区域内のフィールド名と一致する文
字ストリングにすることは可能です。
ISPP159

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .RESP 制
御変数に対して無効な応答値が割り当てら
れています。

解説: 無効な応答値が、.RESP パネル制御変数に割り
当てられました。 有効な値は END および ENTER で
す。
プログラマー応答: .RESP 制御変数を、有効値 END
または ENTER のうち適切な方に設定してください。
ISPP163

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TRANS の
値が無効です (リテラルでもダイアログ変
数でもありません)。

解説: TRANS の値はリテラルまたはダイアログ変数で
なければなりません。
プログラマー応答: 該当する TRANS の値を、リテラ
ルまたはダイアログ変数に訂正してください。
ISPP164

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TRANS の
MSG = の値が無効です (リテラルでもダ
イアログ変数でもありません)。

解説: TRANS 組み込み機能ステートメントに指定され
た MSG=値 オプションに、メッセージ ID としては無
効な値がありました。
プログラマー応答: TRANS 組み込み機能の MSG=値
オプションを、有効なダイアログ変数またはリテラルに
訂正してください。

切り捨てをするように指示する任意の特殊文字のいずれ
かにする必要があります。
プログラマー応答: TRUNC 組み込み機能の値を、どの
ような切り捨て結果を得たいかに応じて必要となる数値
または特殊文字に適宜訂正してください。
ISPP166

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TRUNC の
値が無効です (リテラルでもダイアログ変
数でもありません)。

解説: TRUNC 組み込み機能で使用されている値が無効
です。 値はリテラルまたはダイアログ変数でなければ
なりません。
プログラマー応答: TRUNC 組み込み機能の値を、リテ
ラルまたはダイアログ変数に訂正してください。
ISPP167

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - IF キーワ
ードの値が無効です (リテラル、ダイアロ
グ変数、制御変数のどれでもありませ
ん)。

解説: IF ステートメントのキーワードが無効です。 IF
ステートメントのキーワードは、リテラル、ダイアログ
変数、制御変数のいずれかにする必要があります。
プログラマー応答: IF ステートメントのキーワードの
値を調べて、それらの値がリテラル、ダイアログ変数、
制御変数のいずれかであるかどうか確認してください。
ISPP168

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な IF
キーワード演算子があります。

解説: IF ステートメントの基本値テスト式で使用され
ている演算子が、無効です。 有効な演算子は以下のと
おりです。
=
EQ
¦=
NE
<
LT
>
GT
¦>
NG
¦<
NL
>=
GE
<=
LE
文字記号演算子は、大文字で指定する必要があります。

パネル ’aaaaaaaa’ の値 - TRUNC の値が
数値または 1 桁の文字になっていませ
ん。

文字記号が使用されている場合 (たとえば、EQ や
NE)、それらの間を区切るにはブランクを使用してくだ
さい。複合数値記号 (たとえば、>= や ¦<) または複合
文字記号の途中には、ブランクを入れることはできませ
ん。

解説: TRUNC 組み込み機能の値は、切り捨て結果の長
さを指示する数値か、その文字が最初に出てきた個所で

プログラマー応答: IF ステートメントに無効な構文が
ないかどうか、確認してください。

ISPP165
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ISPP169

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - IF 論理式
が無効です (ダイアログ変数、制御変数、
VER ステートメント構成のどれでもあり
ません)。

ISPP173

解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 解説
TRANS 機能に対する項目数が bbbbbbbb
以上指定されています。

許される項目の最大数は 100 です。

解説: IF ステートメントの構文が無効です。 IF ステ
ートメントには、ダイアログ変数、制御変数、または
VER ステートメント構成を入れることができます。

プログラマー応答: 解説 TRANS 機能に対して指定さ
れた項目数を 100 まで減らしてください。

プログラマー応答: IF ステートメントに無効な構文が
ないかどうか、確認してください。

ISPP174

ISPP170

パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの初
期設定時に無効な ATTR キーワード値
(ダイアログ変数) が見付かりました。

解説: )ATTR セクションのキーワード値で使用されて
いるダイアログ変数が、無効です。ダイアログ変数
は、)INIT セクションの処理の後に置換されます。
プログラマー応答: )ATTR セクションでキーワード値
として使用されているダイアログ変数を調べてくださ
い。 ダイアログ変数には必ず有効な値を設定するよう
にしてください。
ISPP171

パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの初
期設定時に TYPE キーワードに無効な値
がありました。

解説: ダイアログ変数が TYPE キーワードの値として
使用されていましたが、その TYPE キーワード値は明
示的に指定しなければならないものでした。 以下の
TYPE 値は明示的に指定する必要があるものです。 こ
れらの値のいずれかをダイアログ変数に割り当てること
は、無効です。 TYPE の値は以下のとおりです。
AB
NT
プログラマー応答: 上記にリストした TYPE の値が、
明示的に指定されているかどうか、またダイアログ変数
として指定されていないかどうかを、確認してくださ
い。
ISPP172

パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な TRUNC の値 (ダイアログ
変数) が見付かりました。

解説: TRUNC 組み込み機能の値 (ダイアログ変数)
が、切り捨て結果の長さを指示する数値、あるいは、そ
の文字が最初に出てきた個所で切り捨てをするように指
示する任意の特殊文字のどちらでもありません。
プログラマー応答: TRUNC 値のダイアログ変数が数値
または特殊文字のいずれか適切なほうであるかどうか
を、確認してください。
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パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に、検査に使う PICT (ピクチャー)
ストリングに無効な値が見付かりました。

解説: パネル定義の )INIT、)REINIT、)PROC のいずれ
かのセクションの VER ステートメントの PICT ストリ
ングが、誤っています。
有効な構文は、VER (xxx,PICT,string) となります。ただ
し、xxx は変数です。 ストリング・パラメーターは、
以下のいずれかを用いて構成することができます。
C
任意の文字
A
任意の英字 (A〜Z、#、@、$)
N
任意の数字 (0〜9)
9
任意の数字 (″N″ と同じ)
X
任意の 16 進文字 (0〜9、A〜F)
さらに、ストリングには、#、@、$ を除く特殊文字ま
たは小文字の英字を入れることができます。
たとえば VER(xxx, PICT,’A/NNN’) と指定すると、この
変数の値は、英字で開始し、その後に斜線、さらに 3
つの数字が続かなければなりません。
プログラマー応答: 検査に使用する PICT ストリング
の無効な値を訂正してください。
ISPP175

パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に、検査に使う RANGE (範囲) 制限
に無効な値が見付かりました。

解説: パネル定義の )INIT、)REINIT、)PROC のいずれ
かのセクションの VER ステートメントの RANGE 制
限が、無効です。
有効な構文は以下のとおりです。
VER (xxx,RANGE,lowerlimit,upperlimit)
ここで、
xxx は変数です。
″Lowerlimit″ および ″upperlimit″ はそれぞれ、16 桁
を超えない数字 (0-9) にする必要があります。
負の値を指定することもできます。
プログラマー応答: 検査に使用する RANGE 制限の無
効な値を訂正してください。

ISPF メッセージ
ISPP176

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な .CURSOR 値が見付かりま
した。

解説: 制御変数 .CURSOR の値は、フィールド名、
DYNAMIC 区域名、GRAPHIC 区域名、またはスクロー
ル可能 AREA 内のフィールド名と一致する文字ストリ
ングでなければなりません。 それらの値は、スクロー
ル可能 AREA 名と一致する文字ストリングにすること
はできません。
プログラマー応答: .CURSOR が有効な値に設定されて
いるかどうか、確認してください。
ISPP177

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な .RESP 値が見付かりまし
た。

解説: パネルの処理中に、無効な応答 (.RESP) 値が見
付かりました。 有効な値は ENTER または END で
す。
プログラマー応答: .RESP 制御変数の値に ENTER ま
たは END を設定してください。
ISPP178

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 変数
’bbbbbbbb’ を格納するときに変換 / 切り
捨てに関して支障が起きました。

解説: 変数を格納しようとしているときに、変換また
は切り捨ての問題が見付かりました。 変数値の形式ま
たは長さにエラーがある可能性があります。
プログラマー応答:
ください。
ISPP179

変数の長さまたは形式を確認して

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - シャドー変
数の名前が最大長 bbbbbbbb を超えていま
す。

解説: シャドー変数名が、指定された最大長を超えて
います。
プログラマー応答: シャドー変数名を許された最大長
まで短くしてください。
ISPP180

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 定義されて
いない検査 TYPE があります。

解説: VER (検査) ステートメントのキーワードが無効
です。 有効なキーワードは以下のとおりです。
v ALPHA
v ALPHAB
v NUM
v INCLUDE
v ENUM

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

HEX
BIT
LEN
FILEID
PICT
NAME
DSNAME
RANGE
LIST
LISTV
DBCS
EBCDIC
MIX

プログラマー応答: VER ステートメントのキーワード
が有効なキーワードのいずれかであるかどうか、確認し
てください。
ISPP181

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
値が無効です (リテラルでもダイアログ変
数でもありません)。

解説: VER (検査) ステートメントのキーワード値が無
効です。 この値は、リテラルまたはダイアログ変数で
なければなりません。
プログラマー応答: VER ステートメント内の無効なキ
ーワード値を訂正してください。
ISPP182

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
MSG = の値が無効です (リテラルでもダ
イアログ変数でもありません)。

解説: VER (検査) ステートメントの MSG=値 パラメ
ーターの値は、リテラルまたはダイアログ変数でなけれ
ばなりません。
プログラマー応答: 値を訂正してリテラルかダイアロ
グ変数にしてください。
ISPP183

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 示された検
査タイプに対する VERIFY の値の数が正
しくありません。

解説: 正しくない数の VERIFY 値が、示された検査タ
イプに対して指定されています。
プログラマー応答: 検査のためにこのキーワード・タ
イプを使用している VER ステートメントの構文を確認
してください。
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ISPP184

パラメーターを NONBLANK か NB のどちらかに変更
してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
ピクチャー・ストリングが無効です。

解説: パネル定義の )INIT、)REINIT、)PROC のいずれ
かのセクションの VER ステートメントの PICT ストリ
ングが、誤っています。

ISPP187

有効な構文は、VER (xxx,PICT,string) となります。ただ
し、xxx は変数で、″string″ パラメーターは、以下のい
ずれかを用いて構成することができます。
C

任意の文字

A

任意の英字 (A〜Z、#、@、$)

N

任意の数字 (0〜9)

9

任意の数字 (″N″ と同じ)

X

任意の 16 進文字 (0〜9、A〜F)

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
変数が無効です (ダイアログ変数でなけれ
ばなりません)。

解説: 括弧で囲まれた VER ステートメントの最初の
パラメーターは、検査する変数の名前を指定します。
この最初のパラメーターは、ダイアログ変数でなければ
なりません。
プログラマー応答: 指定された最初のパラメーターを
調べて、このパラメーターがダイアログ変数かどうか確
認してください。
ISPP188

さらに、ストリングには、#、@、$ を除く特殊文字ま
たは小文字の英字を入れることができます。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの LIST の値が最大の 100 を
超えています。

解説: VER ステートメント構成 ″LIST,value1,value2,...″
において、値のリストが 100 を超えることはできませ
ん。

たとえば VER(xxx, PICT,’A/NNN’) と指定すると、この
変数の値は、英字で開始し、その後に斜線、さらに 3
つの数字が続かなければなりません。

プログラマー応答: VER ステートメントの値のリスト
が 100 以下になるように減らしてください。

プログラマー応答: VER ステートメントの PICT スト
リングを訂正してください。
パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
範囲の値が無効です。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 制御変数比
較値が長過ぎます。最大長は 8 バイトで
す。

解説: パネル定義の )INIT、)REINIT、)PROC のいずれ
かのセクションの VER ステートメントの RANGE 制
限が、無効です。

解説: IF ステートメントの処理において、エラーが見
付かりました。制御変数と比較するのに用いる値が最大
長の 8 バイトを超えてしまいました。

有効な構文は以下のとおりです。
VER (xxx,RANGE,lowerlimit,upperlimit)

プログラマー応答: IF ステートメント処理において有
効な値と制御変数が比較されているかどうか、確認して
ください。

ISPP189
ISPP185

ここで、
xxx は変数です。
″Lowerlimit″ および ″upperlimit″ はそれぞれ、16 桁
を超えない数字 (0-9) にする必要があります。
負の値を指定することもできます。
プログラマー応答: 上記の指針に従って、RANGE 制限
を訂正してください。
ISPP186

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
タイプが無効です (2 番目のパラメーター
はリテラルでなければなりません)。

解説: VER ステートメントの 2 番目のパラメーター
NONBLANK はリテラルです。リテラル NB は、
NONBLANK の省略形として使用することができます。
プログラマー応答:
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|
|

ISPP190

必須フィールドに入力 - カーソル位置の
必須フィールドに入力してください。

解説: NONBLANK キーワードを含む VER ステート
メントは失敗しました。フィールドはブランクです。
ユーザー応答: 適切なデータをカーソル位置のフィー
ルドに入力してください。
プログラマー応答: フィールドがパネル )BODY セク
ションで定義されていない場合は、フィールドをパネル
)BODY セクションで定義してください。

ISPF メッセージ
| ISPP190A
|
|
|
|

フィールド定義が不明 - フィールド定義
’aaaaaaaa’ がパネル )BODY セクション
にありません。フィールド定義がない場
合、カーソル位置は予期しないものになり
ます。

| 解説: NONBLANK キーワードを含む VER ステート
| メントは失敗しました。フィールドはパネル )BODY セ
| クションでは定義されません。
| プログラマー応答: フィールドがパネル )BODY セク
| ションで定義されていない場合は、フィールドをパネル
| )BODY セクションで定義してください。
ISPP191

英字でなければならない - 英字
(A〜Z、a〜z、#、$ または @) を入れて
ください。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、英字検査
(verification) の失敗の結果として表示されるものです。

ISPP195

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、
LIST,value1,value2,... 検査の失敗の結果として表示され
るものです。
ユーザー応答: リストされた値の 1 つをカーソルで指
示されたフィールドに入力してください。
ISPP196

ユーザー応答: 2 進の値をカーソルで指示されたフィ
ールドに入力してください。
ISPP197

16 進数を入れる - 16 進文字
(0〜9、A〜F、a〜f) を入れてください。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、16 進検査
(verification) の失敗の結果として表示されるものです。
ユーザー応答: 適切なデータをカーソルで指示された
フィールドに入力してください。
ISPP193

数字でなければならない - 数字 (0〜9)
を入れてください。

ビット・ストリングを入れる - ’0’ と ’1’
だけからなるストリングを入れてくださ
い。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、BIT 検査の
失敗の結果として表示されるものです。

ユーザー応答: 適切なデータをカーソルで指示された
フィールドに入力してください。
ISPP192

値が無効です - リストされている値のう
ちの 1 つを入れてください。

ファイル ID が無効 - 変数は LISTFILE
コマンドで使えるファイル ID (CMS 構
文) であること。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、FILEID 検査
(verification) の失敗の結果として表示されるものです。
ファイル名とファイル・タイプが与えられている場合
は、それらは、A〜Z、0〜9、$、#、@、+、- (ハイフ
ン)、: (コロン)、_ (下線) を含む、1〜8 文字の英数字
でなければなりません。 ファイル・モードは、単一の
文字 (A〜Z) でなければなりません。任意指定で、その
後に 1 桁の数字 (0-9) をおくこともできます。 さら
に、ファイル ID の 1 つ以上のフィールドを、アスタ
リスク (*)、または文字ストリングの後にアスタリスク
を続けたものにすることも可能です。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、数値検査
(verification) の失敗の結果として表示されるものです。

ユーザー応答: CMS 構文に有効なファイル ID を入力
してください。

ユーザー応答: 適切なデータをカーソルで指示された
フィールドに入力してください。

ISPP198

ISPP194

範囲外の値です - aaaaaaaa から
bbbbbbbb までの範囲の数値を入れてくだ
さい。

数値でなければならない - ’aaaaaaaa’ か
ら ’bbbbbbbb’ までの範囲の数値を入れて
ください。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、RANGE 検査
(verification) の失敗の結果として表示されるものです。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、RANGE、
lowerlimit、upperlimit 検査 (verification) の失敗の結果と
して表示されるものです。

ユーザー応答: 指定された範囲内の有効な数値を入力
してください。

ユーザー応答: 適切なデータをカーソルで指示された
フィールドに入力してください。

ISPP199

値が無効です - フィールドの検査ができ
ませんでした。 入力し直すか END キー
を押してください。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、検査の失敗
の結果として表示されるものです。
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ユーザー応答: データを再入力するか、END キーを押
すかしてください。

| ISPP200
|
|
|
|
|

名前が無効です - 8 桁までの英数字 (最
初は英字) 入力してください。

解説: 変数には、メンバー名の規則に従い、最大 8 文
字までの英数字 (A〜Z、#、$、@、0〜9) を使用して、
有効な名前を入れる必要があります。 先頭の文字は、
英字 (A〜Z、#、$、@) にする必要があります。

| ユーザー応答: メンバー名の規則に従って、メンバー
| 名を再入力してください。
|

プログラマー応答:

| ISPP200A
|
|
|
|

なし。

無効なメンバー名 - データ・セット名の
一部として入力されたメンバー名が無効で
す。 8 桁までの英数字 (最初は英字)
か、あるいは有効な GDG 接尾語を入力
してください。

| 解説: 変数には、メンバー名の規則に従い、最大 8 文
| 字までの英数字 (A〜Z、#、$、@、0〜9) を使用して、
| 有効な名前を入れる必要があります。 先頭の文字は、
| 英字 (A〜Z、#、$、@) にする必要があります。有効な
| 生成データ・グループ (Generation Data Group) の接尾
| 部の例を、以下にあげます。

数には、メンバー名の規則に従い、最大 8 文字までの
英数字 (A〜Z、#、$、@、0〜9) を使用して、有効なメ
ンバー名を入れる必要があります。 先頭の文字は、英
字 (A〜Z、#、$、@) にする必要があります。
ISPP202

符号が無効 - 詳細は HELP キーを押して
ください。

解説: 正しい符号表記が使用されていませんでした。
数字の符号表記は必須ではありませんが、使用する場合
には以下の規則に留意してください。
v 負の数字を示すには、-695 のように頭に負符号を付
けるか、695- のように後ろに負符号を付けるか、
(695) のように数字を括弧で囲むかしてください。
v 数字が負である場合には、数値の区切り文字がブラン
クでないかぎりは、符号標識と数字の間にブランクを
入れることはできません。
v 正の数字を示すには、+695 のように頭に正符号を付
けるか、695 のように符号なしの数字を使用するかし
てください。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

| xxxxxx.yyyy.zzzz(-1)

プログラマー応答: 符号表記を訂正してください。正
しい符号表記については、 ISPF 対話開発者用 手引き
と解説 の VER ステートメントのキーワード ENUM
についての説明を参照してください。

| または

ISPP203

| xxxxxx.yyyy.zzzz(+2)
| ユーザー応答: メンバー名の規則に従って、メンバー
| 名を再入力してください。
|

プログラマー応答:
ISPP201

なし。

名前が無効です - 1〜8 桁の英数字の名前
を入れてください。

解説: NAME キーワードを指定した VER ステートメ
ントで、検査が失敗しました。 検査されていた変数
は、メンバー名の規則、すなわち最大 8 文字までの英
数字 (A〜Z、#、$、@、0〜9) を使用するという規則に
従っていません。 先頭の文字は、英字 (A〜Z、#、$、
@) にする必要があります。
ユーザー応答: メンバー名の規則、すなわち最大 8 文
字までの英数字 (A〜Z、#、$、@、0〜9) を使用すると
いう規則に従って、有効なメンバー名を再入力してくだ
さい。 先頭の文字は、英字 (A〜Z、#、$、@) にする
必要があります。
プログラマー応答: キーワード NAME を指定した
VER ステートメント内の変数を確認してください。 変
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区切り文字が無効 - 詳細は HELP キーを
押してください。

解説: 数値フィールド内に入力された区切り文字表記
が、正しくありません。区切り文字を使用する必要はあ
りませんが、いったん使用した場合には、フィールドが
終るまで使用を続けなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 数値フィールド内の区切り文字表
記を訂正してください。 区切り文字を使用する場合に
は以下の規則に従うようにしてください。
フィールドの左から始めて、区切り文字間に 3 桁を
指定してください。
7999,345,789.

は、最初の区切り文字が見付かっ
た後の区切り文字間に 3 桁あるた
め、有効な数字となります。

は、区切り文字間に 2 桁しかない
ので、誤って指定された数字とな
ります。
小数点を使用する場合には、小数点の右側にはいか
なる区切り文字を使用することもできません。
98,88,765

ISPF メッセージ
345,789.0005

は正しいです。

45,879.531,20

は誤りです。

ISPP204

小数点が無効 - 詳細は HELP キーを押し
てください。

解説: 入力された 小数点表記が誤っています。 小数
標識は、フィールド内に 1 つだけ入力してください。
数値の区切り文字が同時に使用されていた場合は、区切
り文字と小数点の間に 3 桁なければなりません。
ユーザー応答:
い。

999,765.800

は正しいです。

999,7658.00

は誤りです (数値標識と小数点の間に
4 桁あるためです)。
パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
長さ演算子が無効です。

解説: 変数の長さ (文字の数) は、関係演算子および指
定した長さで表される条件を満たさなければなりませ
ん。 当ユーザーは、無効な関係演算子を使用していま
す。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 長さ指定オペランドを、最大 5 文
字までの数字を持つ正の数に訂正してください。
ISPP207

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な VERIFY の長さ演算子が見
付かりました。

解説: VER ステートメントで関係演算子として使用さ
れているダイアログ変数の値が、無効です。
プログラマー応答: VER ステートメントで関係演算子
として使用されているダイアログ変数の値を、以下の有
効な関係演算子のいずれかに訂正してください。
=
または EQ
¦=
または NE
<
または LT
>
または GT
¦>
または NG
¦<
または NL
>=
または GE
<=
または LE
これらの文字記号は、大文字で指定する必要がありま
す。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 無効な関係演算子を訂正してくだ
さい。 有効な関係演算子は以下のとおりです。
=
または EQ
¦=
または NE
<
または LT
>
または GT
¦>
または NG
¦<
または NL
>=
または GE
<=
または LE
これらの文字記号は、大文字で指定する必要がありま
す。
ISPP206

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 小数点表記を訂正してください。
小数点表記を入力する場合には以下の規則に従うように
してください。

ISPP205

ンドは、リテラルまたは値を含むダイアログ変数とし
て、表すことができます。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VERIFY の
長さは数値でなければなりません。

解説: VER ステートメントの長さ指定オペランドが、
無効です。 長さ指定オペランドは、最大 5 文字の数字
を持つ正の数でなければなりません。 長さ指定オペラ
ンドが最大 5 文字の数字より長い場合は、ISPF はオペ
ランドの長さを 5 まで切り捨てます。 長さ指定オペラ

ISPP208

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な VERIFY の数値の長さが見
付かりました。

解説: VER ステートメントの長さ指定オペランドが、
無効です。 長さ指定オペランドは、最大 5 文字の数字
を持つ正の数でなければなりません。 長さ指定オペラ
ンドが最大 5 文字の数字より長い場合は、ISPF はオペ
ランドの長さを 5 まで切り捨てます。 長さ指定オペラ
ンドは、リテラルまたは値を含むダイアログ変数とし
て、表すことができます。
プログラマー応答: VER ステートメントで長さ指定オ
ペランドとして使用されているダイアログ変数の値を訂
正してください。 このダイアログ変数の値は、最大 5
文字までの数字を持つ正の数でなければなりません。
ISPP209

長さが無効 - データの長さは aaaaaaaa.
bbbbbbbb. でなければなりません。

解説: 変数の長さ (文字の数) は、関係演算子、および
LEN キーワードを使用している VER ステートメント
で指定した長さで表された条件を満たしていません。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変数の長さを、関係演算子および
VER ステートメントで指定した長さで表された条件を
満たすように訂正するか、あるいは VER ステートメン
トで指定した長さを調整するかしてください。
ISPP210

無効な DSN - 引用符 - データ・セット
名に対になっていないアポストロフィが含
まれています。DSNAME を再入力してく
ださい。

ユーザー応答: データ・セット名を再入力してくださ
い。 データ・セット名の長さは、接頭部を含んで 1〜
44 文字でなければなりません。
プログラマー応答: VER ステートメントの変数に割り
当てられたデータ・セット名が、1〜44 文字の長さのデ
ータ・セット名になっているかどうか、確認してくださ
い。
ISPP213

無効な DSN - 構文 - DSNAME はピリ
オドで終了することはできません。
DSNAME を再入力してください。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セット名を囲んでいる引用符が対になっ
ていません。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セット名はピリオドで終了することはで
きません。

ユーザー応答: データ・セット名を囲んでいる引用符
を確認してください。 引用符は対にして使用しなけれ
ばなりません。 たとえば、
’xxxxx.yyy.zzz’

ユーザー応答: データ・セット名を再入力してくださ
い。 そのさい、データ・セット名がピリオドで終了し
ないようにしてください。

の引用符は対になっていますが、
’xxxxx.yyy.zzz

プログラマー応答: VER ステートメントの変数に割り
当てられたデータ・セット名が、ピリオドで終了してい
ないかどうか確認してください。

の引用符は対になっていません。 対になった引用符で
囲んで、データ・セット名を再入力してください。

ISPP214

ISPP211

無効な DSN - メンバー - データ・セッ
ト名のメンバー名は、1〜8 文字にし、( )
で囲んで指定しなければなりません。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セットのメンバー名は 1〜8 桁で、括弧
でくくらなければなりません。
ユーザー応答: データ・セットのメンバー名が 1〜8
桁で、括弧でくくられているかどうかを確認したのち、
再入力してください。
プログラマー応答: VER ステートメントの変数に割り
当てられたメンバー名が、1〜8 桁で括弧でくくられて
いるデータ・セット・メンバー名になっているかどう
か、確認してください。
ISPP212

無効な DSN - 長さ - DSNAME の長さ
は、接頭部を含んで 1〜44 文字でなけれ
ばなりません。 DSNAME を再入力して
ください。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セット名の長さは、接頭部を含んで 1〜
44 文字でなければなりません。
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無効な DSN - 構文 - DSNAME に組み
込みブランク、括弧、アポストロフィのい
ずれかが含まれています。 再入力してく
ださい。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セット名には、組み込みブランク、括
弧、アポストロフィのいずれも含めることはできませ
ん。
ユーザー応答: データ・セット名を再入力してくださ
い。 データ・セット名には、組み込みブランク、括
弧、アポストロフィのいずれも含めることはできませ
ん。
プログラマー応答: VER ステートメントの変数に割り
当てられたデータ・セット名に、組み込みブランク、括
弧、アポストロフィのいずれかが含まれていないかどう
か、確認してください。
ISPP215

無効な DSN - 修飾子 - データ・セット
名修飾子は 1〜8 文字でなければなりま
せん。 再入力してください。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セット名修飾子は 1〜8 文字でなければ
なりません。
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ユーザー応答: データ・セット名を再入力してくださ
い。 データ・セット名修飾子は 1〜8 文字でなければ
なりません。
プログラマー応答: VER ステートメントの変数に割り
当てられたデータ・セット名に、8 文字を超えるか 1
文字より少ない修飾子が含まれていないかどうか、確認
してください。
ISPP216

無効な DSN - 修飾子 - 各修飾子は 1〜8
文字の英数字にしなければなりません。先
頭文字は、英字にする必要があります。

解説: DSNAME キーワードを指定した VER ステート
メントが、無効な TSO データ・セット名を検出しまし
た。 データ・セット名修飾子は 1〜8 文字の英数字に
しなければなりません。また、各修飾子の先頭文字は、
英字にする必要があります。
ユーザー応答: データ・セット名を再入力してくださ
い。 データ・セット名修飾子は 1〜8 文字の英数字に
しなければなりません。また、各修飾子の先頭文字は、
英字にする必要があります。
プログラマー応答: VER ステートメントの変数に割り
当てられたデータ・セット名に、8 文字を超えるか 1
文字より少ない修飾子が含まれていないかどうか、確認
してください。 同時に、各修飾子の先頭文字が英字で
あるかどうかも確認してください。
ISPP217

数字が無効です - 有効な数字には、少な
くとも 1 桁 (0〜9) は含まれています。

解説: VER ステートメントには有効な数字が必要で
す。 有効な数字には、少なくとも 1 桁 (0〜9) は含ま
れています。
ユーザー応答:

| ISPP218
|

有効な数字を入力してください。

無効な名前 - 8 文字までの英数字を入力
してください (1 文字目は数字不可)。

| ISPP219
|
|
|
|
|
|
|
|

有効な変数の命名規則を使用してくだ

解説: DSNAMEQ または DSNAMEPQ キーワードを使
った VER ステートメントは、可変値が問題の変数に対
する VDEFINE に指定された長さより長くなる結果にな
りました。

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
| プログラマー応答: 正しい長さが VDEFINE サービス
| に指定されたかどうか、確認してください。開始引用符
| がある場合はパネル VERIFY ステートメント・キーワ
| ード DSNAMEQ および DSNAMEPQ は終了引用符を
| 追加し、開始メンバー名括弧がある場合は DSNAMEPQ
| は終了メンバー名括弧を追加するということを、
| VDEFINE サービスを使用する際に留意してください。
ISPP220

|
|
|
|
|

ストリングが無効です - 文字番号
’aaaaaaaa’ は、英字 (A〜Z、a〜z、#、
$、@ のいずれか) でなければなりませ
ん。

解説: PICT または PICTCN キーワードを指定した
VER ステートメントが、ピクチャー・ストリング内の
対応する文字のタイプと一致しない文字を変数内に見付
けました。ここでは、ピクチャー・ストリング文字は英
字です。
ユーザー応答: 英字 (A〜Z、a〜z、#、$、@) を使用し
て、文字ストリング・データを再入力してください。

|
|
|
|

プログラマー応答: PICT または PICTCN キーワード
を指定した VER ステートメント内の変数に割り当てら
れたデータに、英字 (A〜Z、a〜z、$、#、@) が含まれ
ているかどうか、確認してください。
ISPP221

解説: VER ステートメントには、1〜8 文字の英数字
の有効な名前が必要です。また、先頭文字は、(数値では
なく) 英字にする必要があります。
ユーザー応答:
さい。

DSN が長過ぎます。- フィールド
″aaaaaaaa″ には、終了引用符または終了
括弧、あるいはその両方を追加するために
必要な十分なスペースが ISPF 用に定義
されていません。

|
|
|
|
|

ストリングが無効です - 文字番号
’aaaaaaaa’ は、数値 (0〜9) でなければな
りません。

解説: PICT または PICTCN キーワードを指定した
VER ステートメントが、ピクチャー・ストリング内の
対応する文字のタイプと一致しない文字を変数内に見付
けました。ここでは、ピクチャー・ストリング文字は数
値です。
ユーザー応答: 数字 (0〜9) を使用して、文字ストリン
グ・データを再入力してください。

| プログラマー応答: PICT または PICTCN キーワード
| で VER ステートメントの変数に割り当てられたデータ
第1章 ISPF メッセージ

139

ISPF メッセージ
| に、数字 (0〜9) が含まれているかどうか、確認してく
| ださい。
ISPP222

|
|
|
|
|

ストリングが無効です - 文字番号
’aaaaaaaa’ は、16 進数 (0〜9、A〜F、
a〜f) でなければなりません。

解説: PICT または PICTCN キーワードを指定した
VER ステートメントが、ピクチャー・ストリング内の
対応する文字のタイプと一致しない文字を変数内に見付
けました。ここでは、ピクチャー・ストリング文字は
16 進数です。
ユーザー応答: 16 進文字 (0〜9、A〜F、a〜f) を使用
して、文字ストリング・データを再入力してください。

|
|
|
|

プログラマー応答: PICT または PICTCN キーワード
で VER ステートメントの変数に割り当てられたデータ
に 16 進文字 (0〜9、A〜F、a〜f) が含まれているかど
うか、確認してください。
ISPP223

ストリングが無効です - 文字番号
’aaaaaaaa’は、’bbbbbbbb’ でなければなり
ません。

|
|
|
|
|

解説: PICT または PICTCN キーワードを指定した
VER ステートメントが、ピクチャー・ストリング内の
対応する文字のタイプと一致しない文字を変数内に見付
けました。たとえば、次にあげる VER ステートメント
VER(&variable,PICT,’A/NNN’),

|
|
|
|
|

の場合は、この変数の値は英字で開始し、その後に斜
線、さらに 3 つの数字が続かなければなりません。 変
数の値が B1123 であった場合は、次のエラー・メッセ
ージが返されます。
″CHARACTER NUMBER ’2’ MUST BE ’/’″

|

ユーザー応答: ピクチャー・ストリング内の対応する
文字のタイプと一致する文字を使用して、文字ストリン
グ・データを再入力してください。

|
|
|
|
|

プログラマー応答: PICT または PICTCN キーワード
を指定した VER ステートメント内の変数に割り当てら
れたデータに、ピクチャー・ストリング内の対応する文
字のタイプと一致する文字が含まれているかどうか、確
認してください。
ISPP224

|
|
|
|
|

ストリングが無効です - aaaaaaaa 文字の
形式は ’bbbbbbbb’ になっている必要があ
ります。

解説: PICT または PICTCN キーワードを指定した
VER ステートメントが、ピクチャー・ストリング内の
対応する文字の形式と一致しない文字を変数内に見付け
ました。たとえば、VER ステートメントの例として
VER(&variable,PICT,’A/NN’) を使用すると、この変数は
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| 英字で開始し、その後に斜線、さらに 2 つの数字が続
| かなければなりません。変数が ″B/123″ だった場合は、
| 次のエラー・メッセージを受け取ります : ″4″
| CHARACTERS ARE REQUIRED IN THE FORMAT,
| A/NN。
ユーザー応答: ピクチャー・ストリング内の対応する
文字のタイプと一致する文字を使用して、文字ストリン
グ・データを再入力してください。

|
|
|
|
|

プログラマー応答: PICT または PICTCN キーワード
を指定した VER ステートメント内の変数に割り当てら
れたデータに、ピクチャー・ストリングおよびピクチャ
ー・ストリング形式内の対応する文字のタイプと一致す
る文字が含まれているかどうか、確認してください。
ISPP225

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 演算子が
’bbbbbbbb’ である場合は、IF に対して比
較値を 1 つ指定してください。

解説: 指定された演算子は、複数の値との比較はサポ
ートしません。 EQ (=) および NE (¬=) 演算子に対し
ては、最大 255 個の値との比較が指定できますが、そ
れ以外の演算子に対しては、1 つの値との比較のみ指定
することができます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラー・メッセージに指定された
演算子を使用する場合には、IF ステートメントに対し
て比較値を 1 つだけ指定してください。
ISPP226

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - カラム
’bbbbbbbb’ の ELSE が、直前の IF ステ
ートメントと対応していませんでした。

解説: ELSE ステートメントのカラムの位置が、対応す
る IF ステートメントと合っていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ELSE ステートメントのカラムを、
対応する IF ステートメントと合うように位置合わせし
てください。
ISPP227

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 演算子が
’bbbbbbbb’ である場合は、255 個以下の
IF 比較値を指定してください。

解説: 演算子 EQ (=) または NE (¬=) を使用している
IF ステートメントに対して、比較値が 255 個より多く
指定されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ISPF メッセージ
プログラマー応答: 演算子 EQ (=) または NE (¬=) を
使用している IF ステートメントに対して、比較値を
255 個までに制限します。
ISPP228

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - IF ステー
トメントの VER 論理式では、MSG= パ
ラメーターは無効です。

解説: IF ステートメントの条件式は、MSG= パラメー
ターなしで指定された VER ステートメント構成をサポ
ートします。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: IF ステートメントの VER ステー
トメント構成から MSG= パラメーターを除去してくだ
さい。

サポート部門まで連絡してください。
ISPP234

解説: IF ステートメントにブール演算子があります
が、その後に論理式がありません。
ユーザー応答:
い。

IF (論理式 ブール演算子 論理式)

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - IF ステー
トメントが無効な形式です。 255 個より
多い論理式が指定されています。

解説: IF ステートメントではブール演算子をサポート
しており、最大 255 個までの論理式を結合することが
できます。 当ユーザーは、255 個の式の制限を超えて
しまいました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: IF ステートメントに指定された論
理式の数を 255 まで減らしてください。
ISPP232

長さが無効です - コマンド連鎖の長さ
が、許される最大長である 255 を超えて
しまいました。

解説: コマンド・チェーンの長さが、最大長である
255 バイトより長くなっています。
ユーザー応答: コマンド・チェーンの長さを最大長で
ある 255 バイトまで減らしてください。
ISPP233

変数名が無効です - 変数 ’aaaaaaaa’ は、
ISPDVCGT によって取り出すことができ
ませんでした。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 次の IF ステートメント構文に従っ
て、IF ステートメントを再定義してください。

ISPP235
ISPP229

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - IF ステー
トメントが無効な形式です。 ブール演算
子が、後に続く論理式なしで指定されてい
ます。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
LISTV 値が VERIFY ステートメントに指
定されました (ダイアログ変数にする必要
があります)。

解説: LISTV 値がダイアログ変数ではありません。
VER ステートメントのキーワード LISTV では、変数フ
ィールド検査用に使用する値のリストを含むダイアログ
変数を使用することができます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変数フィールド検査用に使用する
値のリストを、ダイアログ変数に入れてください。 以
下の例は、区域コード・フィールドを検査します。
)INIT セクションにおいて、LISTV 値 &varlist は以下
の区域コードに設定されます。
&varlist = ’919 805 312’.
)PROC セクションにおいて、次の VER ステートメン
トが指定されます。
VER (&areacode,NONBLANK,LISTV,&varlist,
MSG=NSL011)
ISPP236

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - IF ステー
トメントに無効な構文があります。 右括
弧またはブール演算子が欠落しています。

解説: コマンド・スタックを含む変数名は、ISPF 変数
プールから取り出すことができませんでした。

解説: IF ステートメントの構文が無効です。 閉じ括弧
(右括弧) またはブール演算子が欠落しています。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 指定された変数のつづりが正しい
かどうか確認してください。 指定されたユーザー変数
内のコマンド・チェーンを調べてみてください。 弊社

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: IF ステートメントの構文に欠落し
ている右括弧またはブール演算子がないかどうか、確認
してください。
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ISPP240

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 置き換え名
″Z″ に対応する .ZVARS の値があるべき
ところにありません。

解説: パネル定義の本体 (BODY) または区域 (AREA)
セクションにおいて、およびテーブル表示パネルのモデ
ル行において、入力 (または、出力) フィールドの名前
は、単一文字 Z で表すことができます。これは変数
(placeholder) として機能します。すなわち、フィールド
の実際の名前はパネル定義の初期設定 (INIT) セクショ
ンに定義され、その名前が制御変数 .ZVARS に割り当
てられることになります。 このエラー・メッセージで
は、フィールドの実際の名前の定義および制御変数
.ZVARS への割り当てが行われていないことを示してい
ます。
プログラマー応答: パネルの初期設定セクションにお
いて、実際の名前 (Z 変数 (placeholder) が表しているも
の) の定義および制御変数 .ZVARS への割り当てを行
ってください。

ユーザー応答:
い。

プログラマー応答: 変数名について、上記の命名規則
に従ってください。
ISPP243

Panel ’aaaaaaaa’ エラー - .ZVARS フィ
ールド名の数が、¦= のパネルの I/O フィ
ールドの Z の数と一致しません。

解説: 変数 (placeholder) Z と、変数 Z の対応するフ
ィールド名との間には、1 対 1 対応があります。後者
のフィールド名は、パネル定義の初期設定セクションに
おいて、定義および制御変数 .ZVAR への割り当てが行
われているものを指します。 たとえば、)BODY セクシ
ョンに 3 つの Z 変数があるならば、)INIT セクション
では 3 つのフィールド名を定義し、制御変数 .ZVAR
に対して割り当てなければなりません。
ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

ISPP242

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ZVARS
の値が有効な変数名 (1〜8 桁の英数字)
ではありません。

解説: 定義および制御変数 .ZVAR への割り当てがな
されているフィールド名が、無効です。 ダイアログ変
数名は、1〜8 文字で構成することができます。 英数字
A〜Z、0〜9、#、$、@ はいずれも名前で使用すること
ができますが、最初の文字は数値にすることはできませ
ん。
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担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: .ZVAR 割り当てステートメントに
重複名がないかどうか調べ、リスト内の名前すべてが固
有になるようにしてください。
パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 作成した
″bbbbbbbb″ 文字列が 255 文字を超えてい
ます。

解説: 構成された VPUT (または、VGET) ストリング
が、VPUT (または、VGET) のストリング長である 255
文字を超えていました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 構成されたストリングの長さを最
大でも 255 文字にしてください。
ISPP245

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: )BODY セクションの Z 変数と、
パネル定義の初期設定 (INIT) セクションで定義および
制御変数 .ZVAR への割り当てがなされているフィール
ド名との間に、1 対 1 対応があるかどうか確認
(VERIFY) してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ZVARS
の中の変数置き換え名 ″Z″ が重複したフ
ィールド名になっています。

解説: このメッセージは、定義および制御変数
.ZVARS への割り当てがなされているフィールド名が重
複していることを示しています。

ISPP244
ISPP241

担当のプログラマーに連絡してくださ

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ″bbbbbbbb″
変数名が無効です (リテラルでもダイアロ
グ変数でもありません)。

解説: VPUT (または、VGET) ステートメントで、無効
な変数名があるか右括弧が欠落しています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: VPUT (または、VGET) ステートメ
ントが有効な変数名を含んでいるか確認 (VERIFY) し、
さらに欠落している右括弧がないか確認 (VERIFY) して
ください。
ISPP246

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - bbbbbbbb
に予期しない ″)″区切り文字が ありま
す。

解説: 閉じ括弧 (右括弧) が、VGET (または、VPUT)
ステートメント内の予期しない位置で見付かりました。

ISPF メッセージ
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: VPUT (または、VGET) ステートメ
ントで右括弧を間違った場所においていないかどうか、
確認してください。
ISPP247

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ″bbbbbbbb″
プール TYPE または複写宛先がリテラル
値ではありません。

ISPP250

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ROWS キ
ーワードの値が無効です (リテラルでもダ
イアログ変数でもありません)。

解説: テーブル表示パネルに、任意選択キーワード
ROWS(値) が指定された )MODEL セクションが含まれ
ています。 ROWS キーワードの値はダイアログ変数と
リテラルのどちらにすることもできますが、見付かった
ROWS キーワードの値はダイアログ変数でもリテラル
でもありませんでした。

解説: VGET (または、VPUT) ステートメント上の変数
プール TYPE または複写宛先が、リテラル値ではあり
ません。

プログラマー応答: ROWS キーワードの値をリテラル
かダイアログ変数になるよう訂正してください。

ユーザー応答:
い。

ISPP251

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: VGET (または、VPUT) ステートメ
ント上の変数プール TYPE または複写宛先は、リテラ
ル値でなければなりません。有効なリテラル値は
ASIS、SHARED、PROFILE のいずれかです。
ISPP248

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ZVARS
名のリストが ″(″ で始まっているのに、
″)″ で終っていません。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - モデル行で
指定された ROWS キーワードの値が無
効です (SCAN でも ALL でもありませ
ん)。

解説: )MODEL ステートメントは任意選択のキーワー
ド ROWS(値) をサポートします。ただし、値がとりう
るのは、ALL、SCAN、または 値 ALL または SCAN
に割り当てられたダイアログ変数です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: 名前のリストを .ZVARS に割り当てる場合、そ
の名前リストは括弧で囲む必要があります。 .ZVARS
名前リストで右括弧が欠落しています。

プログラマー応答: ROWS キーワードの値を SCAN
または ALL に変更してください。

ユーザー応答:
い。

ISPP252

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: .ZVARS ステートメント名前リス
トに、欠落している右括弧を補ってください。
ISPP249

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
VEDIT 変数があります。

パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの初
期設定時に無効な ROWS キーワード値
(ダイアログ変数) が見付かりました。

解説: )MODEL ステートメントで ROWS キーワード
の値として使用されているダイアログ変数が、無効な値
に対して設定されています。 ROWS キーワードに対し
て有効な値は、SCAN または ALL です。

解説: VEDIT ステートメントに指定されたダイアログ
の名前が無効です。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

プログラマー応答: ROWS キーワードの値を SCAN
または ALL に変更してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: VEDIT ステートメントに指定され
たダイアログの名前が変数命名規則に従っているかどう
か、確認 (VERIFY) してください。 名前は、1〜8 文字
の英字 (A〜Z、0〜9、#、$、@ のいずれか) で構成さ
れます。 変数名の先頭文字は、数値にすることはでき
ません。

ISPP253

担当のプログラマーに連絡してくださ

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - SKIP(ON)
または ATTN(ON) 属性は、入力フィール
ドでは無効です。

解説: パネルの属性セクションに、入力の TYPE 属性
の属性文字と、属性キーワード SKIP(ON) または
ATTN(ON) が含まれています。 属性キーワード SKIP
は、テキスト・フィールドか出力 (保護) フィールドに
対してのみ有効です。 属性キーワード ATTN は、テキ
スト・フィールドに対してのみ有効です。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 入力の TYPE 値を使用して定義し
てある属性から、属性キーワード SKIP(ON) または
ATTN(ON) を除去してください。
ISPP254

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ATTN(ON)
属性は、保護テキスト・フィールドに対し
てのみ有効です。

解説: 属性 ATTN(ON) は、保護テキスト TYPE 属性
のフィールドでのみ有効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 属性 TYPE が保護テキストではな
い属性から、属性キーワード ATTN(ON) を除去してく
ださい。
ISPP255

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ブランク
(または、ヌル) 指定機能文字は、ライ
ト・ペン属性の直後に続けておかなければ
なりません。

解説: ATTN(ON) キーワードを指定すると、ライト・
ペンまたはカーソル選択キーを使用してフィールドを選
択することができるようになります。 この属性は、保
護テキスト TYPE のフィールドに対してのみ有効で
す。 パネル設計担当者は、この TYPE のフィールドを
定義する単一文字または 2 桁の 16 進 コードの前後
に、3270 ハードウェアなどの必要に応じて、適切な数
のブランクを入れる必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: この TYPE のフィールドを定義す
る単一文字または 2 桁の 16 進 コードの前後に、3270
ハードウェアなどの必要に応じて、適切な数のブランク
を入れてください。
ISPP256

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー NUMERIC(ON) 属性は、無保護フィール
ドに対してのみ有効です。

解説: 属性キーワード NUMERIC(ON) は、無保護入力
の TYPE のフィールドに対してのみ有効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 無保護入力の TYPE を持たないフ
ィールドから、NUMERIC(ON) 属性キーワードを除去し
てください。 NUMERIC(ON) キーワードは、無保護入
力の TYPE のフィールドに対してのみ有効です。
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ISPP257

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - SKIP(ON)
と NUMERIC(ON) の両方の属性を指定す
ることはできません。

解説: NUMERIC(ON) および SKIP(ON) 属性キーワー
ドを、同一のフィールドに対して指定することはできま
せん。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 同一のフィールドに対しては、
NUMERIC(ON) 属性キーワードまたは SKIP(ON) 属性
キーワードのいずれか一方を使用してください。両方を
使用することはできません。
ISPP258

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性キーワ
ード CKBOX は、次のタイプの入力フィ
ールドで有効です: INPUT、DATAIN、
CEF、LEF、NEF、および EE。さらに、
出力フィールド・タイプ SC でも有効で
す。

解説: 属性キーワード CKBOX が無効な属性タイプで
指定されました。 CKBOX(ON|OFF) が有効なのは、属
性タイプが INPUT、DATAIN、CEF、LEF、NEF、およ
び EE の場合です。 使用不能選択フィールドのために
使用できるよう CKBOX(ON|OFF) は、出力フィール
ド・タイプ SC の場合も有効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: CKBOX 属性キーワードには、1
文字の入力フィールド、その後に GUI モードでチェッ
ク・ボックスとして処理に使用する出力フィールドを入
れることができます。 チェック・ボックスを指定する
には、キーワード CKBOX(ON) を入力フィールド・タ
イプ上に指定してください。 有効な入力フィールド・
タイプは、INPUT、DATAIN、CEF、LEF、NEF、および
EE です。 使用不能選択フィールドのオプションを使え
るようにするために、出力フィールド・タイプ SC は、
UNAVAIL(ON) キーワードと一緒に CKBOX(ON) キー
ワードを受け入れます。
ISPP259

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性キーワ
ード PAS は、入力 (または、出力) フィ
ールド・タイプでのみ有効です。

解説: 属性キーワード PAS(ON/OFF) がテキスト・フ
ィールドに指定されました。 属性キーワード
PAS(ON/OFF) は、入力 (または、出力) フィールド・タ
イプでのみ有効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ISPF メッセージ
プログラマー応答: パネル定義の PAS 属性キーワード
が入力 (または、出力) フィールド・タイプでのみ定義
されているかどうか、確認してください。 PAS 属性キ
ーワードは、)ATTR セクションで定義することができ
ます。また、属性指定変更ステートメントで使用するこ
ともできます。
ISPP260

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な代替
フィールドのキーワード値があります (リ
テラルでもダイアログ変数でもありませ
ん)。

解説: )BODY ステートメントには、メッセージ用のシ
ステム定義 (省略時) フィールドおよびコマンド・フィ
ールドに対して代替する位置を指定することができま
す。 キーワードは以下のとおりです。
CMD(フィールド名)
SMSG(フィールド名)
LMSG(フィールド名)
上記のフィールド名は、リテラルまたはダイアログ変数
にすることができます。 このエラーは、無効なキーワ
ード値 (リテラルでもダイアログ変数でもない) が 3 つ
のキーワードのいずれかに指定されていることを示して
います。
プログラマー応答: キーワード値をリテラルかダイア
ログ変数に変更してください。
ISPP261

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な代替
コマンド・フィールド名が指定されました
(パネル・フィールド名にしなければなり
ません)。

ルド名の値は、リテラルまたはダイアログ変数にするこ
とができます。
ISPP263

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な代替
長メッセージ・フィールド名が指定されま
した (パネル・フィールドにしなければな
りません)。

解説: )BODY ステートメントのキーワード LMSG
に、無効なフィールド名の値があります。 フィールド
名の値は、パネル・フィールド名にしなければなりませ
ん。
プログラマー応答: LMSG のフィールド名の値を有効
なパネル・フィールド名に訂正してください。 フィー
ルド名の値は、リテラルまたはダイアログ変数にするこ
とができます。
ISPP264

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 指定された
代替コマンド名またはメッセージ・フィー
ルド名が無効です (パネル・フィールドが
ありません)。

解説: パネルにフィールドがないため、)BODY ステー
トメントのキーワード CMD、SMSG、または LMSG に
無効なフィールド名の値があります。
プログラマー応答: そのパネルがそのままフィールド
名がない状態である場合には、CMD、SMSG、LMSG の
いずれかのキーワードを )BODY ステートメントから除
去してください。 そうでない場合には、パネルにフィ
ールドを追加して、対応するフィールド名の値を、作成
したパネル・フィールド名に設定してください。

解説: )BODY ステートメントのキーワード CMD に、
無効なフィールド名の値があります。 フィールド名の
値は、パネル・フィールド名にしなければなりません。

ISPP265

プログラマー応答: CMD のフィールド名の値を有効な
パネル・フィールド名に訂正してください。 フィール
ド名の値は、リテラルまたはダイアログ変数にすること
ができます。

解説: )BODY ステートメントのキーワード
EXPAND(xy) には、反復区切り文字が含まれています。
2 つの区切り文字、すなわち、開始区切り文字 (x) と終
了区切り文字 (y) を指定する必要があります。 開始と
終了の区切り文字には、同じ文字を使用することもでき
ます。 区切り文字は、ダイアログ変数内に指定するこ
とはできません。

ISPP262

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な代替
短メッセージ・フィールド名が指定されま
した (パネル・フィールドにしなければな
りません)。

解説: )BODY ステートメントのキーワード SMSG
に、無効なフィールド名の値があります。 フィールド
名の値は、パネル・フィールド名にしなければなりませ
ん。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 2 つの
EXPAND 文字は、括弧で囲まなければな
りません。

プログラマー応答: )BODY ステートメントの
EXPAND キーワード内の開始および終了の区切り文字
を訂正してください。

プログラマー応答: SMSG のフィールド名の値を有効
なパネル・フィールド名に訂正してください。 フィー
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ISPP266

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 指定された
代替コマンド・フィールド名が入力フィー
ルドではありません。

解説: )BODY ステートメントの CMD キーワード・フ
ィールド名は、コマンド・フィールドとして取り扱うパ
ネル・フィールド (変数名) を識別するものです。 識別
するフィールド名は TYPE(INPUT) でなければなりませ
ん。
プログラマー応答: CMD キーワード・フィールド名
を、TYPE(INPUT) を持つパネル・フィールドを識別す
るように訂正してください。
ISPP267

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 指定された
代替短 (または、長) メッセージ・フィー
ルド名が出力フィールドではありません。

解説: )BODY ステートメントの LMSG (または、
SMSG) キーワード・フィールド名は、長メッセージ・
フィールド (または、短メッセージ・フィールド) とし
て取り扱うパネル・フィールド (変数名) を識別するも
のです。 LMSG または SMSG が識別するフィールド
は TYPE(OUTPUT) でなければなりません。
プログラマー応答: LMSG キーワード・フィールド名
または SMSG キーワード・フィールド名を、
TYPE(OUTPUT) を持つパネル・フィールドを識別する
ように訂正してください。

して使用することはできません。
ISPP271

解説: 区域 (AREA) 関連キーワードの
EXTEND(ON|OFF) と SCROLL(ON|OFF) には、ダイア
ログ変数として指定されるキーワード値を使用すること
はできません。
プログラマー応答: 区域 (AREA) キーワード EXTEND
と SCROLL に対しては、ダイアログ変数を値として指
定することはしないでください。 どちらのキーワード
に対しても有効な値は、ON か OFF になります。 どち
らのキーワードも省略時値は OFF です。
ISPP272

必須フィールドを入力してください - フ
ォーカスを持っている必須フィールドに対
して、データを入力するか選択をするかし
てください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ALARM
の値が YES、NO またはブランクのいず
れでもありません。

解説: 制御変数 .ALARM が無効な値に設定されまし
た。 有効な値は、YES、NO、ブランク、ヌルのいずれ
かです。
プログラマー応答: .ALARM の値を、4 つの有効な値
YES、NO、ブランク、ヌルのいずれかに設定してくださ
い。
ISPP273

ISPP268

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域関連の
キーワード値は明示的に指定すること (ダ
イアログ変数ではなく)。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルに、
複数の図形区域を定義しました。1 つし
か定義できません。

解説: ISPF は、1 つのパネル定義では 1 つの図形区
域しかサポートしません。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、GUI モード
で実行時の検査の失敗の結果として表示されるもので
す。

プログラマー応答: 定義された図形区域の数を、1 つ
のパネルにつき 1 つにしてください。

ユーザー応答: カーソル位置のフィールドに適切なデ
ータを入力するか、ラジオ・ボタン・グループの場合
は、ラジオ・ボタンの 1 つを選択してください。

ISPP274

ISPP270

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性文字か
キーワード・コードに 2 桁の無効な 16
進文字を指定しました。

解説: 無効な 2 桁の 16 進コードが、属性文字または
キーワード・コードに対して指定されました。
プログラマー応答: パネル・テキストと矛盾しないよ
うな特殊 (非英数字) 文字を、属性文字として選択して
ください。アンパーサンド (&)、ブランク (16 進の
40)、シフトアウト (16 進の 0E)、シフトイン (16 進の
0F)、またはヌル (16 進の 00) は、いずれも属性文字と
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パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルにオ
ーバーラップする区域を定義しました。

解説: パネル上でオーバーラップしている、複数の
AREAS が定義されています。
プログラマー応答: パネルに定義されている区域がオ
ーバーラップしないように確認してください。
ISPP275

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルに、
複数の拡張 / 画面移動区域を定義しまし
た。1 つしか定義できません。

解説: )BODY セクション内には、EXTEND(ON) の区
域は 1 つしか定義できません。 この規則は、スクロー
ル可能域、動的区域、図形区域に適用されます。 たと
えば、)BODY セクションに 2 つの区域が定義されてい

ISPF メッセージ
る場合、そのうち 1 つだけが EXTEND(ON) で定義す
ることができます。
プログラマー応答: )BODY セクション内には、
EXTEND(ON) の区域は 1 つだけ定義するようにしてく
ださい。
ISPP276

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - SCROLL
キーワードは動的区域に対してしか使えま
せん。

解説: キーワード SCROLL は、動的区域に対してのみ
有効です。 これを指定すると、動的区域をスクロール
可能域として取り扱うことができるようになります。
プログラマー応答: SCROLL キーワードは、キーワー
ド AREA(DYNAMIC) で定義されている動的区域でのみ
使用するようにしてください。
ISPP277

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域の最初
の行では左と右の境界を指定していなけれ
ばなりません。

解説: スクロール可能域、図形区域、および動的区域
では、区域の属性 (属性セクションに定義されます) が
必ず区域の先頭行の右と左の境界を指定していることが
必須になります。
プログラマー応答: 区域属性文字 (属性セクションに定
義されます) を使用して、区域の先頭行の右と左の境界
を指定するようにしてください。
ISPP278

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル・フ
ィールドが動的区域またはスクロール可能
区域の境界とオーバーラップします。

解説: パネル・フィールドは、動的区域またはスクロ
ール可能域の境界とオーバーラップすることはできませ
ん。
プログラマー応答: パネル・フィールドが、動的区域
またはスクロール可能域の属性で定義した境界とオーバ
ーラップしていないか、確認してください。
ISPP279

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域が拡張
できません。他のフィールド / 区域も同
時に拡張されてしまうおそれがあるからで
す。

解説: 無効なフィールドまたは区域拡張が入力されま
した。 この拡張が実施された場合には、その他のフィ
ールドが重複可能になるか、区域が不注意で拡張されて
しまう可能性があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: フィールドおよび区域のパネルが
正しく定義されているか、確認してください。 弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISPP280

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - AREA 定
義以外で、AREA 属性キーワードを指定
しました。

解説: 区域特有キーワードが、区域属性以外の属性に
対して指定されました。 例として、EXTEND(ON) が、
図形、動的、スクロール可能のいずれかの区域定義以外
で使用された場合があげられます。 もう 1 つ例をあげ
ると、SCROLL、USERMOD、DATAMOD のいずれかの
キーワードが、動的または図形区域定義以外で使用され
た場合があげられます。
プログラマー応答: )ATTR セクション内の属性キーワ
ードが正しい属性定義で使用されているかどうか、確認
してください。
ISPP281

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - AREA 定
義の一部として無効な属性キーワードを指
定しました。

解説: 無効な属性キーワードが、区域定義の一部とし
て指定されました。 例として、属性キーワード
JUST(LEFT) は、動的区域 (AREA(DYNAMIC)) 定義で
は無効になります。
プログラマー応答: スクロール可能、動的、または図
形の区域定義で使用されている属性キーワードすべてに
ついて、それぞれの区域定義に対して有効であるかどう
かを確認してください。
ISPP282

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル・フ
ィールドが動的区域またはスクロール可能
区域の境界とオーバーラップします。

解説: パネル・フィールドは、動的区域またはスクロ
ール可能域とオーバーラップするように定義することは
できません。
プログラマー応答: 動的区域またはスクロール可能域
とオーバーラップするパネル・フィールドがないように
してください。
ISPP283

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .CSRPOS
または .CSRROW の値が有効な数値にな
っていません。

解説: .CSRPOS および .CSRROW の値は整数にしな
ければなりません。
プログラマー応答: .CSRPOS および .CSRROW の値
が整数であるかどうか、確認してください。

第1章 ISPF メッセージ

147

ISPF メッセージ
ISPP284

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な .CSRPOS または
.CSRROW の値が見付かりました。

解説: .CSRPOS および .CSRROW の値は整数にしな
ければなりません。

プログラマー応答: LVLINE 機能の値が、図形区域ま
たは動的区域の名前であるリテラルになっているか、ま
たは図形区域または動的区域の名前を含むダイアログ変
数になっているか、確認してください。
ISPP288

プログラマー応答: .CSRPOS および .CSRROW の値
が整数であるかどうか、確認してください。
ISPP285

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - LVLINE キ
ーワードの値のタイプが無効です (リテラ
ルでもダイアログ変数でもありません)。

解説: LVLINE キーワード値は、リテラルまたはダイ
アログ変数でなければなりません。 )INIT、)REINIT、
または )PROC セクション・パネルの割り当てステート
メントにある LVLINE 組み込み機能を使用することに
よって、画面上の動的区域または図形区域内の最後の可
視行の行番号を入手することができます。 LVLINE 機
能の値パラメーターは、図形区域または動的区域の名前
になります。
プログラマー応答: LVLINE キーワード値に、図形区
域または動的区域である (または、それらの名前を含む)
リテラルまたはダイアログ変数を割り当ててください。
ISPP286

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - LVLINE 機
能によって参照されている区域は、パネル
上の動的区域または図形区域ではありませ
ん。

解説: LVLINE 組み込み機能を使用することによっ
て、現在表示されているパネルの図形区域または動的区
域内の最後の可視行の行番号を入手することができま
す。 LVLINE 機能の値パラメーターは、図形区域また
は動的区域の名前になります。 この機能は、動的区域
または図形区域のみで有効です。
プログラマー応答: LVLINE 機能の値が、図形区域ま
たは動的区域の名前であるリテラルになっているか、ま
たは図形区域または動的区域の名前を含むダイアログ変
数になっているか、確認してください。
ISPP287

パネル aaaaaaaa’ のエラー - パネルの処
理中に無効な LVLINE 区域名が見付かり
ました。

解説: LVLINE 組み込み機能を使用することによっ
て、現在表示されているパネルの図形区域または動的区
域内の最後の可視行の行番号を入手することができま
す。 LVLINE 機能の値パラメーターは、図形区域また
は動的区域の名前になります。 この機能は、動的区域
または図形区域のみで有効です。

148

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - WIDTH キ
ーワードの値のタイプが無効です (リテラ
ルでもダイアログ変数でもありません)。

解説: 無効な WIDTH キーワード値が見付かりまし
た。 )BODY 見出しステートメントの WIDTH キーワ
ードの値は、リテラルまたはダイアログ変数にすること
ができます。 WIDTH の値は、80 以上の数値、また
は、パネルが表示される端末の幅より大きい数値にしな
ければなりません。
プログラマー応答: )BODY 見出しステートメントの
WIDTH キーワード値がリテラルまたはダイアログ変数
であるかどうか、確認してください。
ISPP289

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - WIDTH の
値が無効です (80 以上で画面の横幅より
小さい数字でなければなりません)。

解説: 無効な WIDTH キーワード値が見付かりまし
た。 )BODY 見出しステートメントの WIDTH キーワ
ードの値は、リテラルまたはダイアログ変数にすること
ができます。 WIDTH の値は、80 以上の数値、また
は、パネルが表示される端末の幅より大きい数値にしな
ければなりません。
プログラマー応答: WIDTH の値が、80 以上の数値、
または、パネルが表示される端末の幅より大きい数値に
なっているかどうか、確認してください。
ISPP290

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル・レ
コード内で EXPAND の指定が正しく使
われていません。

解説: パネル本体内で、拡張区切り文字が誤って使用
されています。 )BODY ステートメントの EXPAND キ
ーワードの形式は、EXPAND(xy) です。 値 xy は、反
復区切り文字を表します。いったん定義すると、これら
の区切り文字はパネル本体内の任意の行で使用できま
す。これらの区切り文字で、反復させたい単一文字を囲
むことで、要求する幅まで行を拡張することができま
す。 拡張したい単一文字を囲む区切り文字のうち右ま
たは左の区切り文字が欠落していた場合は、このエラー
が引き起こされます。
プログラマー応答: パネル本体レコードの拡張文字
が、開始区切り文字と終了区切り文字の両方に囲まれて
いるかどうか、確認してください。
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ISPP291

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - EXPAND
キーワードの値に、ブランク、″&″、また
は属性文字は使えません。

解説: )BODY ステートメントの EXPAND キーワード
の形式は、EXPAND(xy) です。 値 xy は、反復区切り
文字を表します。区切り文字には、ブランク、ダイアロ
グ変数 (&xx)、属性文字はいずれも指定することができ
ません。
プログラマー応答: 区切り文字が、ブランク、ダイア
ログ変数、または属性変数のいずれでもないことを確認
してください。

ISPP295

解説: .ATTR の引き数は、リテラル、ダイアログ変
数、制御変数 .CURSOR のいずれかにしなければなりま
せん。
プログラマー応答: .ATTR の引き数を、リテラル、ダ
イアログ変数、制御変数 .CURSOR のいずれかになるよ
うに訂正してください。
ISPP296

ISPP292

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - REFRESH
ステートメントで無効なフィールド / 区
域名が指定されました。 8 桁以下にしな
ければなりません。

解説: REFRESH ステートメントに指定されたフィール
ド名または区域名の長さが、無効です。 フィールド名
または区域名は、8 文字以下でなければなりません。
プログラマー応答: フィールド名または区域名が 8 文
字以下になるように訂正してください。
ISPP293

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルにな
いフィールドまたは区域に対して
REFRESH を指定しました。

解説: ISPF は、REFRESH ステートメントに指定され
たフィールド区域名と一致するものを探して、パネル本
体内のフィールドを探索していましたが、一致するもの
を見付けることができませんでした。
プログラマー応答: )PROC または )REINIT セクショ
ン内の REFRESH ステートメントに指定されたフィー
ルド名または区域名のつづりが正しいか、または、実際
にパネル本体内に定義されたフィールドまたは区域の名
前であるかどうかを確認してください。
ISPP294

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ATTR ま
たは .ATTRCHAR 引き数は括弧で囲まな
ければなりません。

解説: .ATTR または .ATTRCHAR ステートメントの
無効な形式が見付かりました。 形式は、.ATTR(field)
または .ATTRCHAR(char) です。
プログラマー応答: .ATTR または .ATTRCHAR の引
き数は、括弧で囲んでください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ATTR 引
き数はリテラル、ダイアログ変
数、.CURSOR のいずれかでなければな
りません。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルにな
いフィールドに対して .ATTR を指定しま
した。

解説: 指定された .ATTR の引き数がパネルのどのフィ
ールドとも一致しません。
プログラマー応答: .ATTR の引き数がパネル上の有効
なフィールドに設定されているかどうか、確認してくだ
さい。
ISPP297

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .ATTR ま
たは .ATTRCHAR は割り当てステートメ
ントの左辺でしか使用できません。

解説: .ATTR または .ATTRCHAR キーワードは、割
り当てステートメントの左辺でしか使用できません。た
とえば、.ATTR(field1) = ’COLOR(RED)’ のように使用
されます。
プログラマー応答: .ATTR または .ATTRCHAR キー
ワードが、割り当てステートメントの左辺でのみ使用さ
れているかどうか、確認してください。
ISPP298

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー .ATTRCHAR 引き数はリテラルかダイア
ログ変数でなければなりません。

解説: 無効な .ATTRCHAR の引き数が使用されまし
た。 .ATTRCHAR の引き数は、ダイアログ変数または
リテラルでなければなりません。
プログラマー応答: すべての .ATTRCHAR の引き数が
ダイアログ変数またはリテラルのいずれかであるかどう
か、確認してください。
ISPP299

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な属性
文字に対して .ATTRCHAR を指定しまし
た。

解説: 指定された .ATTRCHAR の引き数が、パネルに
定義された属性文字ではありません。
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プログラマー応答: 指定されたすべての .ATTRCHAR
の引き数について、パネルの )ATTR セクションに定義
された属性文字であるかどうかを確認してください。
ISPP300

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ATTR 指
定変更キーワードの値が指定されていなか
ったか、括弧で囲まれていませんでした。

解説: ATTRIBUTE ステートメントが誤って入力され
ました。
プログラマー応答: ATTRIBUTE ステートメントの
TYPE または VALUE を訂正してください。
ISPP301

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性指定変
更キーワードのいずれかに対して、値が指
定されていません。

解説: 属性指定変更ステートメントで、そのフィール
ド・タイプで必要なキーワードが欠落しています。
プログラマー応答: 属性指定変更についてパネルを調
べ、さらに、すべてのフィールド・タイプに必須キーワ
ードがあるかどうか確認してください。
ISPP302

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な属性
キーワードまたは値が、属性指定変更に対
して指定されています。

解説: 属性指定変更キーワードが無効か、キーワード
で使用されている値が無効です。
プログラマー応答: パネルの属性指定変更ステートメ
ントを確認してください。 さらに、すべてのフィール
ド・タイプに有効なキーワードがあるかどうか、およ
び、キーワードに続くすべての値が有効かどうか、確認
してください。
ISPP303

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性指定変
更は、区域区切り文字キーワードに対して
指定することはできません。

解説: パネルが誤って、以下のいずれかを属性指定変
更の中で使用しました。
v Area
v Rep
v Extend
v Scroll
v Usermod
v Datamod
プログラマー応答: パネルを訂正して、上記のリスト
にあるものを属性変更指定の中で使用しないようにして
ください。
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ISPP304

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 重複したキ
ーワードが ATTRIBUTE 指定変更ステー
トメントに指定されました。

解説: 属性指定変更ステートメントが同じキーワード
を 2 回使用しています。
プログラマー応答: パネルの属性指定変更ステートメ
ントを訂正してください。
ISPP305

解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な属性
TYPE の変更が、ATTR 指定変更ステー
トメントで試みられました。

無効なタイプ属性の指定変更があります。

プログラマー応答: .ATTR と .ATTRCHAR の上書き
条件の詳細については、ISPF 対話開発者用 手引きと解
説 を参照してください。
ISPP306

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー .ATTRCHAR が、DATAIN でも
DATAOUT でもない新しい文字を定義し
ています。

解説: 新しい属性文字は、DATAIN または DATAOUT
フィールドで使用しなければなりません。
プログラマー応答: 新しい属性文字が DATAIN または
DATAOUT 用でないかぎり、その属性文字は使用しない
でください。
ISPP307

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - コマンド・
フィールドまたはスクロール移動量フィー
ルドの TYPE(OUTPUT) への指定変更
は、無効です。

解説: TYPE(OUTPUT) は、コマンド・フィールドまた
はスクロール移動量フィールドの指定変更には使用でき
ません。
プログラマー応答:
さい。
ISPP308

パネルの指定変更を訂正してくだ

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
PAD 文字が .ATTR または .ATTRCHAR
ステートメントに指定されました。

解説: .ATTR または .ATTRCHAR ステートメント
で、無効な PAD 文字が使用されました。
プログラマー応答: パネルの .ATTR または
.ATTRCHAR ステートメントを訂正してください。

ISPF メッセージ
ISPP309

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - .AUTOSEL
の値が YES、NO、ブランクのいずれで
もありませんでした。

解説: ユーザーが明示的に行を選択していなかった場
合でも、CSRROW を取り出したいときは、.AUTOSEL
を YES に設定してください。 ユーザーが明示的に行
を選択する場合だけ行を取り出したいとき
は、.AUTOSEL を NO に設定してください。
プログラマー応答: パネルの .AUTOSEL ステートメン
トを訂正してください。
ISPP310

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性の指定
変更によって、許される属性の最大数を超
えました。

解説: 属性指定変更に属性を加えたものが 255 を超え
ました。
プログラマー応答:
ISPP311

パネルを訂正してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性指定変
更キーワードのストリングが、最大サイズ
である 255 文字を超えています。

解説: .ATTR または .ATTRCHAR ステートメント上
のキーワードのストリングが 255 文字を超えていま
す。
プログラマー応答:
ISPP312

パネルを訂正してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - テーブル表
示パネル内では、″スクロール可能″ 域 ま
たは ″拡張″ 域は許されません。

解説: TBDISPL パネルに区域を定義する場合は、
SCROLL および EXTEND キーワードは無効です。
プログラマー応答:
ISPP313

パネルを訂正してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ″)MODEL″
セクション内では AREA 定義は許されま
せん。

解説: 動的、図形、スクロール可能のいずれかの区域
に関連している属性 (AREA、EXTEND、SCROLL、
USERMOD、および DATAMOD) 以外の属性ならばどれ
でも、モデル行内の任意のフィールドで使用することが
できます。
プログラマー応答:
正してください。

パネルの )MODEL セクションを訂

ISPP314

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - PAD と
PADC の両方の属性を 1 つのフィールド
に指定することは、無効です。

解説: 埋め込み文字 (PAD) と条件付き埋め込み文字
(PADC) の両方を同じフィールドに指定することはでき
ません。
プログラマー応答:
い。
ISPP315

パネル内の属性を訂正してくださ

MODEL 定義が無効です - 変数モデル行
を変数そのものとして定義することはでき
ません。

解説: 変数が任意のモデル行の 1 カラム目から開始さ
れた場合、その変数の値がそのモデル行を定義します。
変数は、有効なパネル定義モデル行である任意の文字ス
トリングを含むことができますが、その変数が変数モデ
ル行を定義できない場合は除きます。
プログラマー応答:
さい。
ISPP316

パネルのモデル行を訂正してくだ

モデル行が定義されていません - 表示の
前に、変数モデル行が初期設定されていま
せんでした。

解説: すべてのモデル行は、テーブル表示サービスを
非ブランクのパネル名で呼び出す前に、初期設定してお
く必要があります。
プログラマー応答:
さい。
ISPP317

パネルにモデル行を定義してくだ

モデル定義が無効です - 変数モデルが、
モデル行に指定することができる唯一の情
報です。

解説: 変数モデル行の場合は、変数がモデル行上の唯
一の情報でなければなりません。
プログラマー応答:
さい。
ISPP318
解説:

パネルのモデル行を訂正してくだ

モデル定義が無効です - 変数モデル行の
幅がパネル幅より大きくなっています。

変数の値がパネル幅より大きくなっています。

プログラマー応答:
正してください。

パネルのモデル・セクションを訂
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ISPP319

パネル ″aaaaaaaa″ のエラー - コマン
ド・フィールドを )MODEL 内におくこと
はできません。

解説: コマンド・フィールドは、パネルの最初の入力
フィールドか、)BODY ステートメントの CMD キーワ
ードによってか、いずれかによって識別されます。 コ
マンド・フィールドが )MODEL セクション内にある場
合は、エラーが起こります。
プログラマー応答: )MODEL セクションからコマン
ド・フィールドを除去して、訂正してください。
ISPP320

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル制御
変数 .PFKEY はダイアログによって設定
することはできません。

ISPP324

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - WIDTH が
ダイアログ変数として指定されている場合
は、パネルを事前処理することはできませ
ん。

解説: 事前処理プログラムは、WIDTH キーワードが指
定されたダイアログ変数を使用するパネルの事前処理は
行いません。
プログラマー応答: 詳細については、ISPF 対話開発者
用 手引きと解説 の『ISPPREP の使用方法の制限』を
参照してください。
ISPP325

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 拡張可能と
して定義された区域を持つパネルは、事前
処理することはできません。

解説: .PFKEY に値を設定することはできません。読み
取り専用だからです。

解説: EXTEND(ON) を指定すると、ISPPREP は指定さ
れたパネルを事前処理のさいに回避します。

プログラマー応答: .PFKEY を設定しようとしているパ
ネル・ステートメントを除去してください。

プログラマー応答: EXTEND(ON) が必要かどうか検討
してください。 必要であれば、そのパネルの事前処理
はできません。

ISPP321

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー INIT、REINIT、AREA、PROC のいずれ
かのセクションが長過ぎます。

ISPP326

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - モデル行が
変数として指定されている場合は、パネル
を事前処理することはできません。

解説: パネル内のステートメントの数が多過ぎるた
め、32KB の内部テーブルがオーバーフローしている可
能性があります。

解説: パネルを事前処理する場合は、モデル行を変数
として定義することはできません。

プログラマー応答: パネル内のステートメントの数を
減らすか、複数のパネルを使用するかのいずれかを行っ
てください。

プログラマー応答: パネルを事前処理しなければなら
ない場合には、モデル行を変数として指定してはいけま
せん。

ISPP322

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの
)BODY セクションには少なくとも 1 行
はなければなりません。

解説: 本体 (BODY) セクションは、ユーザーから見た
状態のパネル形式を定義します。 有効なパネルの
)BODY セクションに少なくとも 1 行はなければなりま
せん。
プログラマー応答: 少なくとも 1 パネル行を )BODY
セクションに追加してください。
ISPP323

解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TRANS 機
能に、126 を超える対が指定されていま
す。

TRANS 論理が対の最大許容数を超えています。

プログラマー応答: パネルの TRANS 機能は 126 より
少ない対を使用しなければなりません。
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ISPP327

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 変数名また
は名前リストが bbbbbbbb’ ステートメン
トに対して指定されていません。

解説: パネル・ステートメントに追加のデータが必要
です。
プログラマー応答: 変数または名前リストを追加し
て、パネル・ステートメントを完成させてください。
ISPP328

解説:
ん。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - アプリケー
ション ’cccccccc’ で要求されたキー・リ
スト ’bbbbbbbb’ が見付かりませんでし
た。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答: 正しい名前のキー・リストを作成
するか、存在するキー・リストを使用するかしてくださ
い。

ISPF メッセージ
ISPP330

BDISPMAX を超えました - パネル
bbbbbbbb 上でバッチ・モードの aaaaaaaa
表示が超えました。

ISPP341

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル出口
メッセージ ID は、リテラルかダイアログ
変数でなければなりません。

解説: ISPSTART コマンドの変数 BDISPMAX に設定
された最大表示数か、または省略時値の 100 のいずれ
かを超えました。

解説: PANEXIT ステートメントの MSG キーワードが
指定されている場合は、メッセージ ID はリテラル値か
ダイアログ変数のいずれかにしなければなりません。

プログラマー応答: バッチ・ジョブがループしていな
いかどうか確認して、ループしていない場合は
BDISPMAX の値を大きくしてください。詳細について
は、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の『バッチ環境
におけるパネル・ループ状態の回避方法』を参照してく
ださい。

プログラマー応答: パネル出口ルーチンを訂正して、
MSGID をダイアログ変数かリテラル値にしてくださ
い。

ISPP331

BREDIMAX を超えました - aaaaaaaa メ
ッセージ再表示が、バッチ・モードで超え
ました。

解説: ISPSTART コマンドの BREDIMAX のバッチ再
表示値か、または省略時値の 2 を超えています。

ISPP342

解説: 出口タイプは PGM か LOAD でなければなりま
せん。
プログラマー応答: 出口タイプとしてリテラルである
PGM か LOAD を使用してください。
ISPP343

プログラマー応答: バッチ・ジョブが再表示上でルー
プしていないかどうか確認して、ループしていない場合
は BREDIMAX の値を大きくしてください。詳細につい
ては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の『バッチ環
境におけるメッセージ処理』を参照してください。
ISPP332

パネル aaaaaaaa のメッセージ - バッチ
において、以下のメッセージがパネルに表
示されました。

解説: バッチ・モードの間パネルが表示されました。
以下のメッセージが表示されました。
プログラマー応答: これは通知メッセージです。 この
メッセージに続くメッセージは重要な情報を含んでいる
可能性があります。 必要であれば、本書でそのメッセ
ージ番号を参照して補足情報を得てください。

解説:
ん。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの出
口アドレスはダイアログ変数でなければな
りません。

解説: パネル出口は、アドレスが変数ではないため処
理できません。
プログラマー応答: パネル出口を訂正して、追加出口
(exit-add) に対して変数を含めるようにしてください。
詳細については、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の
『パネル・ユーザー出口ルーチンの呼び出し』を参照し
てください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 有効なパネ
ル出口タイプは PGM か LOAD です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答: 出口タイプには PGM か LOAD を
使用してください。
ISPP344

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル出口
ステートメントのダイアログ変数名の長さ
が無効です。

解説: パネル出口ステートメントの変数名の長さが 8
文字を超えています。
プログラマー応答: 8 文字を超えない長さの変数名を
使用してください。
ISPP345

ISPP340

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル出口
タイプはリテラルでなければなりません。

定義済み出口 (exit-defined) の失敗 - パ
ネル出口ルーチンの定義済み出口
(exit-defined) が失敗しました。

解説: 出口ルーチンが RC=8 を返してきましたが、
MSGID に失敗の説明が入っていませんでした。 この総
称メッセージは ISPF から提供されたものです。
プログラマー応答: 必要に応じて、何らかの説明を入
れたエラー・メッセージをユーザーに提供してくださ
い。
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ISPP346

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル出口
ルーチンで重大エラーが見付かりました。

解説: パネル出口ルーチンを実行中に重大エラーが見
付かりました。
プログラマー応答: 出口からの戻りコードは 0 でも 8
でもありませんでした。 戻りコードは重大エラーを表
す 20 であるか、ISPF で認識できなかったそれ以外の
戻りコードであった可能性があります。 出口が有効な
値を戻していたかどうか、確認してください。 データ
が有効である場合、弊社サポート部門に連絡して相談し
てください。
ISPP347

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ダイアログ
変数の値の長さがパネル出口によって変更
されました。

解説: パネル出口が、パネル出口ステートメントに設
定されていた長さによって、変数の長さを変更しまし
た。

ISPP351

解説: )BODY セクション・パネル・ステートメントの
WINDOW キーワード上の幅に対して指定された値が、
無効です。 これは、8 以上で画面の縦幅より小さい数
値にする必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
正してください。
ISPP352

プログラマー応答: パネル出口が、パネル出口ステー
トメントで使用されていた変数の長さを変更することは
できません。
ISPP348

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 出口データ
またはメッセージ・フィールドが、パネル
出口に対して誤って定義されました。

解説: パネル出口ステートメントは誤ってフォーマッ
トされました。
プログラマー応答: ISPF 対話開発者用 手引きと解説
の『パネル・ユーザー出口ルーチンの呼び出し』に定義
されている形式を使用して、パネル出口ステートメント
を再フォーマットしてください。
ISPP349

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効なパネ
ル出口アドレスまたはパネル出口名が指定
されました。

プログラマー応答: パネル出口ステートメントのパネ
ル追加出口 (exit-add) 項目またはパネル修正出口
(exit-mod) 項目が、ISPF 対話開発者用手引きと解説 の
『パネル・ユーザー出口ルーチンの呼び出し』に定義さ
れている構文に従っていません。
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パネル定義に指定された縦幅を訂

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ウィンドウ
の縦幅の値が無効です (0 より大きく、画
面の縦幅より小さい数値でなければなりま
せん)。

解説: )BODY セクション・パネル・ステートメントの
WINDOW キーワード上の縦幅に対して指定された値
が、無効です。 これは、0 以上で画面の縦幅より小さ
い数値にする必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
正してください。
ISPP353

解説: パネル出口ステートメントに無効な構文があり
ます。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ウィンドウ
幅の値が無効です (8 以上で画面の縦幅よ
り小さい数値でなければなりません)。

パネル定義に指定された縦幅を訂

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル・レ
コードが指定 (または省略時) の
WINDOW WIDTH より長い。

解説: パネル定義内のレコードが、)BODY セクショ
ン・パネル・ステートメントの WINDOW キーワード
に指定された幅より長くなっています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
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プログラマー応答: パネル定義ステートメントすべて
について、)BODY セクション・パネル・ステートメン
トの WINDOW キーワードの幅に対して指定された (ま
たは、省略時の) 値より長いことがないように、確認し
てください。 このエラーのよくある理由としては、デ
ータが 72 桁目を超えていることが考えられます。右に
スクロールしてデータを見てください。
ISPP354

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - body レコ
ード数が指定された (または省略時の) ウ
ィンドウの縦幅より大きい。

解説: )BODY セクション内のレコード数が、)BODY
セクション・パネル・ステートメントの WINDOW キ
ーワードに指定された縦幅より大きくなっています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクション内のレコードの
一部を削除するか、)BODY セクション内の情報からス
クロール可能域を作成するか、いずれかを行うことがで
きます。
ISPP356

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ウィンドウ
中のパネルは現行の物理画面の幅を超えて
はいけません。

解説: 表示しようとしているパネルは、現在ポップア
ップに表示されているパネルより広いか、画面の物理的
な幅より広いです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 表示するうちでもっとも広いパネ
ルの幅、または、もっとも広い物理画面の幅のいずれか
を、ウィンドウ幅として指定してください。
ISPP357

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - プルダウン
選択の数が「画面の縦幅 - 2」を超えてい
ます。

解説: パネルに定義されたプルダウン選択項目の数が
多過ぎて、画面に表示できません。 数は、画面の縦幅

から 2 を引いたもの以下でなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
画面当たりの行数がもっと多い表示装置に変更するなら
ば、このパネル表示をできる可能性もあります。
プログラマー応答: プルダウン選択項目が表示される
アクション・バーに合わせて、プルダウン選択項目の数
を減らしてください。
ISPP358

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ロードする
パネル出口名はリテラルかダイアログ変数
でなければいけません。

解説: パネル出口の名前が無効です。 PANEXIT ステ
ートメントに指定されたパネル出口名は、ダイアログ変
数かリテラルでなければいけません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: PANEXIT ステートメント上の
LOAD の後には、ダイアログ変数かリテラルを指定して
ください。
ISPP359

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネル出口
ルーチンのロードに失敗しました。

解説: ISPF が、指定されたパネル出口のロードを試み
ましたが、エラーを受け取って継続できなくなりまし
た。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの実行中にプログ
ラミング・エラーがありました。 TEST モードで実行
している場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの
実行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択
をするか、どちらを行うことも可能です。 後者を選ん
だ場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最
初のパネルに戻ることになります。
アプリケーションで必要となるデータ・セットのうち、
割り振られていないものがある可能性があります。 そ
の場合は、システム管理者に連絡してください。
プログラマー応答:

アプリケーションで必須であるデ
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ータ・セットのうち、割り振られていないものがある可
能性があります。 割り振りの問題を確認したにもかか
わらず、なぜ出口のロードを行うことができないのか見
当がつかない場合には、PANEXIT ステートメントに指
定しているモジュールの名前が正しくない可能性があり
ます。
ISPP360

Panel ’aaaaaaaa’ error - VER ステート
メントの LISTV キーワード・パラメータ
ーに構文エラーがあります。 値リスト
(varlist) サブパラメーターの指定がない
か無効です。

解説: LISTV キーワードが VER ステートメントに指
定されましたが、値のリスト (″値リスト(varlist)″) を定
義する変数が欠落しているか、その変数の定義が正しく
ありません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 正しく ″値リスト (varlist)″ を指定
してください。 値リスト (varlist) は変数の名前で、変
数の前にはアンパーサンド (&) が付けられます。この
変数には、検査変数に入っている値と比較される予定の
値のリストが入ります。
ISPP361

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの LISTV キーワード・パラメ
ーターの指定にエラーがあります。
varlist サブパラメーターに指定されたダ
イアログ変数が、未定義であるか、アクセ
スできないかのいずれかになっています。

解説: VER パネル・ステートメント内の LISTV キー
ワード上に varlist として指定されたダイアログ変数
が、未定義であるかアクセスできないかのいずれかにな
っています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 指定を訂正してください。 この変
数は、VDEFINE を使用してダイアログへ定義されてい
なかった可能性があります。

156

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

ISPP362

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの LISTV キーワード・パラメ
ーターの指定にエラーがあります。
varlist サブパラメーターに指定されたダ
イアログ変数が、無効なデータを含んでい
ます。

解説: VER パネル・ステートメント内の LISTV キー
ワード上に ″varlist″ として指定されたダイアログ変数
に、無効なデータがあります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
い。
ISPP363

解説:

varlist の定義を訂正してくださ

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの LISTV キーワード・パラメ
ーターの指定にエラーがあります。
varlist サブパラメーターに指定されたダ
イアログ変数が、100 個より多い値を含
んでいます。

″varlist″ に対して指定された値が多過ぎました。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
らしてください。
ISPP364

varlist 内の値の数を 100 以下に減

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの INCLUDE キーワード・パ
ラメーターに構文エラーがあります。
IMBLK および VALUEN サブパラメータ
ーの指定の順序が正しくありません。

解説: IMBLK 任意選択定位置サブパラメーターは、
VALUEN サブパラメーターより前に指定しなければな
りません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
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するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: VER ステートメント上で、IMBLK
を ALPHA、ALPHAB、または NUM よりも前に指定す
ることによってエラーを訂正してください。
ISPP365

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの INCLUDE キーワード・パ
ラメーターに構文エラーがあります。 サ
ブパラメーター ’value1’を指定する必要
があります。

解説: VER ステートメント上で、INCLUDE (または、
IMBLK) の後に、ALPHA、ALPHAB、NUM がいずれも
指定されませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ALPHA、ALPHAB、NUM の値の
うち少なくとも 1 つを指定することによって、エラー
を訂正してください。
ISPP366

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの INCLUDE キーワード・パ
ラメーターに構文エラーがあります。
’VALUE1’ と ’VALUE2’ のどちらか、ま
たは両方に無効な値が指定されました。

解説: INCLUDE に対して有効な値は、ALPAH、
ALPHAB、および NUM だけです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ALPAH、ALPHAB、NUM のどれ
か (2 つでもよい) を指定することによって、エラーを
訂正してください。

ISPP367

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの INCLUDE キーワード・パ
ラメーターに構文エラーがあります。 3
つ以上の値が指定されました。

解説: VER ステートメントの INCLUDE キーワードに
指定できる値は、2 つだけです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 有効な値である ALPHA、
ALPHAB、NUM のうち 2 つだけを指定することによっ
て、エラーを訂正してください。
ISPP368

解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VER ステ
ートメントの ALPHAB キーワードが無
効です。 変換テーブルへのポインターが
ありません。

小文字用の変換テーブルが存在しません。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
システム・プログラマー応答: ユーザーの言語用の変
換テーブルが正しく ISPF に導入されていることを確認
してください。
ISPP370

英字でなければなりません - 英字 (A〜Z
または a〜z) のみを入力してください。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字だけです。 文字 A〜Z および a〜z は受け入
れられますが、ブランクは使用できません。
ユーザー応答:
い。
ISPP371

有効な文字で応答を入力してくださ

無効な文字が入力されました - 数字また
は英字 (あるいは、その両方) を入力して
ください (0〜9、A〜Z、a〜z、#、$、
@) 。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字と選択された特殊文字のみです。 文字 A〜
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Z、a〜z、#、$、@ は受け入れられますが、ブランクは
使用できません。
ユーザー応答:
い。
ISPP372

有効な文字で応答を入力してくださ

無効な文字が入力されました - 数字また
は英字 (あるいは、その両方) のみを入力
してください (0〜9、A〜Z、a〜z) 。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字と数字のみです。 文字 A〜Z、a〜z および 数
字 0〜9 は受け入れられますが、ブランクは使用できま
せん。
ユーザー応答:
い。
ISPP373

有効な文字で応答を入力してくださ

英字でなければならない - 英字
(A〜Z、a〜z、#、$ または @) を入れて
ください。 入力された値にはブランク文
字を含むこともできます。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字だけです。 文字 A〜Z、a〜z、#、$、@ と同
様に、ブランクも受け入れられます。
ユーザー応答:
い。

ISPP376

有効な文字で応答を入力してくださ

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字と選択された特殊文字のみです。 文字 A〜
Z、a〜z、#、$、@ と同様に、ブランクも受け入れられ
ます。
ユーザー応答:
い。
ISPP377

英字でなければなりません - 英字 (A〜Z
または a〜z) のみを入力してください。
入力された値にはブランク文字を含むこと
もできます。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字だけです。 文字 A〜Z および a〜z と同様
に、ブランクも受け入れられます。
ユーザー応答:
い。
ISPP375

有効な文字で応答を入力してくださ

数字でなければならない - 数字 (0〜9)
を入れてください。 入力された値にはブ
ランク文字を含むこともできます。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、数字だけです。
ユーザー応答:
い。

有効な文字で応答を入力してくださ

有効な文字で応答を入力してくださ

無効な文字が入力されました - 数字また
は英字 (あるいは、その両方) のみを入力
してください (0〜9、A〜Z、a〜z) 。 入
力された値にはブランク文字を含むことも
できます。

解説: エラーが起きたフィールドで受け入れられるの
は、英字と数字のみです。 文字 A〜Z、a〜z、#、$、@
および数字 0〜9 と同様に、ブランクも受け入れられま
す。
ユーザー応答:
い。
ISPP378

ISPP374

無効な文字が入力されました - 数字また
は英字 (あるいは、その両方) を入力して
ください (0〜9、A〜Z、a〜z、#、$、
@) 。 入力された値にはブランク文字を
含むこともできます。

解説:

有効な文字で応答を入力してくださ

使用不能な選択項目です - 使用不能な選
択項目が選択されました。 使用可能な値
のいずれかを入力してください。

使用不能な選択項目が選択されました。

ユーザー応答: 使用可能な選択項目のいずれかを入力
してください。
ISPP380

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - CUA パネ
ル・エレメント属性に、キーワード
COLOR、INTENS、または HILITE を指
定することはできません。

解説: CUA パネル・エレメントを持つ属性割り当て
に、COLOR、INTENS、HILITE のいずれかが TYPE と
して指定されました。 これは許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: COLOR、INTENS、HILITE キーワ
ードを除去するか、この TYPE に対して CUA パネ
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ル・エレメントを使用しないようにするか、いずれかを
行ってください。
ISPP381

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - CUA パネ
ル・エレメント属性 AB または RP 上
で、CAPS キーワードの値を指定変更す
ることはできません。

解説: CUA パネル・エレメント属性のアクション・バ
ー (AB) および参照句 (RP) が、)ATTR セクション内
に CAPS キーワードを指定することはできません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
さい。
ISPP382

CAPS キーワードを除去してくだ

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TYPE(EE)
は、入力フィールド上での指定変更でのみ
有効です。

解説: ダイアログが、エラー強調 (EE) CUA パネル・
エレメント TYPE を使用して、属性を指定変更しよう
と試みました。 これは、指定変更されるフィールドが
入力フィールドである場合のみ、有効です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
いでください。
ISPP383

属性を TYPE(EE) で指定変更しな

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - GOTO ス
テートメントに無効なラベルがあります。

解説: GOTO ステートメントのラベルが構文的に正し
くありません。 ラベルはは 1〜8 文字の長さのみ許さ
れており、さらに、A〜Z または a〜z で始めなければ
なりません。 残りの文字は、A〜Z、a〜z、0〜9 のいず
れかにすることができます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を

するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
い。
ISPP384

正しいラベルを指定してくださ

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - GOTO ラ
ベル ’bbbbbbbb’ が見付かりませんでし
た。

解説: GOTO ステートメントに指定されたラベルが、
GOTO が指定されたセクション内には見付かりませんで
した。 ラベルの直後にはコロン (:) を付ける必要があ
ります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: GOTO 上のラベルまたはラベルそ
のものを訂正してください。
ISPP385

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TYPE(RP)
属性は、ISPF ヘルプによって表示される
パネル上でのみ有効です。

解説: 参照句 (RP) CUA パネル・エレメント属性は、
ISPF ヘルプ (解説 (Tutorial)) によって表示されるパネ
ル上でのみ使用できます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ISPF ヘルプによって表示されるの
ではないパネル内では、TYPE(RP) を使用しないでくだ
さい。
ISPP386

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TYPE(RP)
属性の使用法を )HELP セクションに定義
する必要があります。

解説: 参照句 (RP) 属性が )BODY セクションで使用
されている場合、対応するステートメントが )HELP セ
クションに存在している必要があります。そのステート
メントは、どのパネルを表示するのかを指示します。
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ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクションの各参照句フィ
ールドごとに、対応する参照句ステートメントを )HELP
セクションに作成してください。
ISPP387

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - RADIO キ
ーワードは、CEF または SACR フィー
ルドでのみ有効です。

解説: RADIO キーワードは、CEF または SACR フィ
ールドでのみ有効なので、RADIO キーワードがその他
の属性タイプで使用された場合、このエラー・メッセー
ジが表示されます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: RADIO キーワードは、CEF また
は SACR 属性タイプに対してのみ使用してください。
ISPP388

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’bbbbbbbb’
キーワードには、1〜99 の範囲の数字し
か使用できません。

解説: CSRGRP キーワードには 1〜99 の範囲の数字し
か使用できませんが、1〜99 の範囲にない CSRGRP の
値が使用されました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: CSRGRP の値が有効な範囲 1〜99
に入るように変更してください。

ISPP390

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )PANEL
ステートメントの構文が無効です。 見付
かったキーワードが KEYLIST キーワー
ドではありません。

解説: )PANEL ステートメントの後に有効なキーワー
ドは、KEYLIST だけです。 これ以外はすべてエラーに
なります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )PANEL ステートメント上に存在
するキーワードを訂正するか除去するかしてください。
ISPP391

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )PANEL
ステートメントのキー・リスト名
(keylist-name) パラメーターが正しくあ
りません (リテラルでなければいけませ
ん)。

解説: )PANEL ステートメントの KEYLIST キーワー
ドのキー・リスト名 (keylist-name) は、リテラルでなけ
ればなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
正してください。
ISPP392

キー・リスト名 (keylist-name) を訂

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )PANEL
ステートメントの構文が無効です。 キ
ー・リスト名 (keylist-name) パラメータ
ーがありません。

解説: )PANEL ステートメントの KEYLIST キーワー
ドのキー・リスト名 (keylist-name) が指定されませんで
した。 これは必須パラメーターです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
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のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: KEYLIST キーワードにキー・リス
ト名 (keylist-name) を指定するか、KEYLIST キーワー
ドと付属するパラメーターを除去して省略時のキー・リ
ストを使用するようにするか、いずれかを行ってくださ
い。
ISPP393

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - キー・リス
ト名 (keylist-name) は 8 文字以内にす
る必要があります。 最初の文字は A〜Z
または a〜z、残りの文字は A〜Z、a〜z
または 0〜9 にしなければなりません。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: キー・リスト・アプリケーション
ID (keylist-applid) を訂正してください。
ISPP396

解説: )PANEL ステートメントの KEYLIST キーワー
ドのキー・リスト名 (keylist-name) に無効な文字があり
ます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: KEYLIST キーワードに有効なキ
ー・リスト名 (keylist-name) を指定してください。
ISPP394

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )PANEL
ステートメントの構文が無効です。 予想
される右括弧がありません。

解説: KEYLIST キーワードには右括弧が必要ですが、
見付かりませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ISPP395

右括弧を指定してください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )PANEL
ステートメントのキー・リスト・アプリケ
ーション ID (keylist-applid) パラメータ
ーが正しくありません (リテラルでなけれ
ばいけません)。

解説: )PANEL ステートメントの KEYLIST キーワー
ドのキー・リストアプリケーション ID (keylist-applid)
は、リテラルでなければなりません。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - キー・リス
ト・アプリケーション ID
(keylist-applid) は 4 文字以内にする必
要があります。 最初の文字は A〜Z また
は a〜z、残りの文字は A〜Z、a〜z また
は 0〜9 にしなければなりません。

解説: )PANEL ステートメントの KEYLIST キーワー
ドに指定されたキー・リスト・アプリケーション ID
(keylist-applid) に、無効な文字があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: KEYLIST キーワードに有効なキ
ー・リストアプリケーション ID (keylist-applid) を指定
してください。
ISPP397

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )PANEL
ステートメントの構文が無効です。
KEYLIST のキーワード・パラメーターが
無効です。

解説: )PANEL ステートメントの後に有効なキーワー
ドは、KEYLIST だけです。 これ以外はすべてエラーに
なります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )PANEL ステートメント上に存在
するキーワードを訂正するか除去するかしてください。
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ISPP400

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションの表題のキーワードがないか、また
は無効です。

解説: )ABC パネル・ステートメント上で使用できるキ
ーワードは DESC だけです。また、DESC は必須キー
ワードです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )ABC パネル・ステートメントに対
する DESC キーワードと付属するパラメーターを、訂
正するか追加するかしてください。
ISPP401

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABCINIT
セクションの表題ステートメントの形式が
無効です。

解説: )ABCINIT パネル・ステートメントは、どのキー
ワードまたはパラメーターであっても受け入れません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: パネル・ステートメントに
)ABCINIT のみ指定してください。

ISPP403

解説: )ABC セクション内のステートメントが、有効な
パネル・ステートメントではありませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
てください。
ISPP404

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー )ABCPROC セクションの表題ステートメ
ントの形式が無効です。

解説: )ABCPROC パネル・ステートメントは、どのキ
ーワードまたはパラメーターであっても受け入れませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: パネル・ステートメントに
)ABCPROC のみ指定してください。
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パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABCINIT
セクションのキーワードかステートメント
が無効です。

解説: )ABCINIT セクションのステートメントまたはキ
ーワードは、有効なパネル・ステートメントまたはキー
ワードではありませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
てください。
ISPP405

ISPP402

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションのキーワードかステートメントが無
効です。

パネル・ステートメントを訂正し

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー )ABCPROC セクションのキーワードかス
テートメントが無効です。

解説: )ABCPROC セクションのステートメントまたは
キーワードは、有効なパネル・ステートメントまたはキ
ーワードではありませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
てください。

パネル・ステートメントを訂正し
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ISPP406

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションの表題に、DESC キーワードに対
する無効な値が見付かりました。

解説: )ABC 内の DESC キーワードの記述テキストに
対して指定された値が、リテラルではありませんでし
た。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
正してください。
ISPP407

DESC キーワードのテキストを訂

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC 記述
テキスト・キーワードと一致するアクショ
ン・バー・フィールド・テキスト
が、)BODY セクションにありません。

解説: )BODY セクション内のアクション・バーのテキ
ストが、)ABC パネル・ステートメントの DESC キー
ワードのテキストと一致しませんでした。 これらは正
確に一致する必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクション内または )ABC
セクション内いずれかのテキストを訂正してください。
ISPP408

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )BODY セ
クションでは、アクション・バー・テキス
ト・フィールドの前にブランクが必要で
す。

プログラマー応答: アクション・バー属性文字とアク
ション・バーのテキストとの間に、ブランクを少なくと
も 1 つ追加してください。
ISPP409

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC テキ
スト記述キーワードの値が対応する )ABC
の表題の記述値と一致しません。

解説: )BODY セクション内のアクション・バーのテキ
ストが、)ABC パネル・ステートメントの DESC キー
ワードのテキストと一致しませんでした。 これらは正
確に一致する必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクション内または )ABC
セクション内いずれかのテキストを訂正してください。
ISPP410

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションには最低 1 つのステートメントが
必要です。

解説: )ABC セクションには、最低でも ACTION ステ
ートメントがなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )ABC セクションに最低でも
ACTION ステートメントを追加してください。
ISPP411

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABCINIT
セクションには最低 1 つのステートメン
トが必要です。

解説: )BODY セクション内の、アクション・バー属性
文字とアクション・バーのテキストとの間には、少なく
ともブランクが 1 つなければなりません。

解説: )ABCINIT セクションには最低 1 つのステート
メントがなければなりません。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
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プログラマー応答: )ABCINIT セクションにステートメ
ントを追加してください。
ISPP412

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー )ABCPROC セクションには最低 1 つの
ステートメントが必要です。

解説: )ABCPROC セクションには最低 1 つのステー
トメントがなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )ABCINIT セクションにステートメ
ントを追加してください。
ISPP413

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションに無効な PDC 名キーワードの値
が見付かりました。

解説: PDC ステートメントに指定されたキーワード
が、DESC ではありませんでした。 受け入れられるキ
ーワードは、DESC だけです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ださい。
ISPP414

PDC ステートメントを訂正してく

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションに無効な PDC 記述テキスト・キ
ーワードの値が見付かりました。

解説: DESC キーワードに続く括弧内に指定された値
が、無効です。 値は 64 文字より長くすることはでき
ません。さらに、値にブランクや特殊文字が含まれる場
合には、値を単一引用符の括弧で囲む必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

164

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

プログラマー応答:
ださい。
ISPP415

PDC ステートメントを訂正してく

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACTION
ステートメントに無効な RUN() 値があり
ます。

解説: )ABC セクションにある ACTION ステートメン
トの RUN キーワードの括弧内に指定された値が、無効
です。 コマンド名は 2〜8 文字にしなければなりませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
てください。
ISPP416

ACTION ステートメントを訂正し

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACTION
ステートメントに無効な PARM() 値があ
ります。

解説: )ABC セクションにある ACTION ステートメン
トの PARM キーワードの括弧内に指定された値が、無
効です。 パラメーターに特殊文字やブランクが含まれ
る場合には、単一引用符の括弧で囲む必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
てください。
ISPP417
解説:
す。

ACTION ステートメントを訂正し

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )ABC セク
ションの最大値を超えています。

アクション・バーは最大 40 個まで指定できま

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
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プログラマー応答: パネルのアクション・バーは最大
でも 40 個にしてください。
ISPP418

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - アクショ
ン・バー・プルダウンが長過ぎます。

解説: 定義されたプルダウン選択項目の数が多過ぎ
て、画面に表示できません。 プルダウン選択項目の最
大数は、画面の縦幅から 2 を引いたものです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: アクション・バーに合わせて、プ
ルダウン選択項目の数を減らしてください。
ISPP419

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - PDC ステ
ートメントの後に複数の ACTION ステー
トメントがあります。

ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: PDC ステートメントの ACC キー
ワード内のアクセラレーター・テキスト値を訂正してく
ださい。
ISPP421

カーソルが選択項目の上にありません カーソルがアクション・バー選択項目の上
に位置づけられていませんでした。

解説: ENTER キーが押されたときに、カーソルはアク
ション・バー選択項目の上にありませんでした。 これ
は通常、カーソルがアクション・バーの最初の列の最初
の行か、または、最後のアクション・バー選択項目の後
にある場合に起こります。
ユーザー応答: カーソルをアクション・バー選択項目
のテキストまで移動したのち、ENTER キーを押してく
ださい。

解説: PDC ステートメント 1 行につき指定できる
ACTION ステートメントは 1 行だけです。

ISPP422

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

解説: ENTER キーが押されたときに、カーソルはプル
ダウン選択項目の上にありませんでした。 カーソルが
プルダウン・メニューの境界線にあった可能性がありま
す。

プログラマー応答: PDC ステートメント 1 行につき
ACTION ステートメントは 1 行だけ指定してくださ
い。
ISPP420

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
’ACC’ キーワードの値テキストは、
bbbbbbbb 文字より短くする必要がありま
す。また、3 つのキーだけを含んでいま
す。 キー値と正符号 (+) との間にブラン
クがある場合、ACC 値テキスト・ストリ
ングは単一引用符で囲まなければなりませ
ん。

解説: PDC ステートメント内の ACC キーワード値と
して指定されたアクセラレーター・テキストが最大許容
長より長いか、3 つより多いキーが指定されたか、単一
引用符で囲まれていないストリング (間にブランクがあ
る) か、いずれかです。
ユーザー応答:

選択項目を選択してください - 値を入力
するかカーソルを選択項目の上に位置づけ
るかして、選択項目を選択してください。

ユーザー応答: カーソルをプルダウン選択項目まで移
動したのち、ENTER キーを押してください。
ISPP423

選択が矛盾しています - 選択番号が入力
されましたが、カーソルが異なる選択項目
上に位置づけられていました。

解説: プルダウン選択項目が、選択フィールドを使う
方法と、プルダウン選択項目上にカーソルを位置づける
方法の両方を使用して選択されました。 プルダウン選
択項目の選択を行う場合、同時にはこれらの方式の 1
つしか使用できません。
ユーザー応答: 選択フィールドに番号を入力するか、
カーソルを位置づけたのち ENTER キーを押すか、いず
れか一方を行ってプルダウン選択項目を選択してくださ
い。両方を使用することはできません。

表示を試みたパネルの定義にプログラ
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解説: プルダウン選択項目に対する選択値が無効で
す。 8 桁より多くすることはできません。

ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ユーザー応答: プルダウン選択項目に対して有効な選
択値を入力してください。

プログラマー応答: MNEM キーワードの略号位置に対
する値を訂正してください。

ISPP425

ISPP426

選択項目の値のエラー - プルダウン選択
項目の値の長さが、1〜8 文字の間ではあ
りません。

選択項目の値のエラー - プルダウン選択
項目の値が、数値ではありません。

解説: 非数値の値が、プルダウン選択項目に対して入
力されました。 この値は数字でなければなりません。
ユーザー応答: プルダウン選択項目に対して有効な選
択値を入力してください。
ISPP427

選択項目の値のエラー - プルダウン選択
項目の値は、使用可能な選択項目番号でな
ければなりません。

解説: プルダウン選択項目が受け入れることのできる
値は、プルダウン・メニューにリストされている値だけ
です。
ユーザー応答: プルダウン選択項目に対して有効な選
択値を入力してください。

ISPP430

解説: TOG ステートメントで構文エラーが見付かりま
した。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ださい。
ISPP431

ISPP428

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
UNAVAIL 変数名が PDC ステートメン
トで見付かりました。

解説: UNAVAIL 変数名が、有効なダイアログ変数名
ではありません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: UNAVAIL キーワードに対するダ
イアログ変数名を訂正してください。
パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’MNEM’ キ
ーワードの値が無効です。1 から
bbbbbbbb の間でなければなりません。

解説: MNEM キーワードの値は、アクション・バーま
たはプルダウン選択項目のテキストの範囲内の位置であ
る必要があります。
ユーザー応答:
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TOG ステートメントを訂正してく

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントに指定されたトークンが多過ぎ
ました。

解説: TOG ステートメントに対して指定されたパラメ
ーターが多過ぎました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ださい。
ISPP432

ISPP429

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントのパラメーターが、欠落してい
るかまたは無効です。

TOG ステートメントを訂正してく

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントにダイアログ変数が指定されて
いませんでした。

解説: 3 番目のパラメーターであるダイアログ変数
が、TOG ステートメントから欠落していました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
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行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

プログラマー応答:
ださい。

プログラマー応答: TOG ステートメントを訂正して、
存在するフィールドを指定するようにしてください。

ISPP433

TOG ステートメントを訂正してく

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントにモードが指定されていません
でした。

解説: 先頭のパラメーターであるモードが、TOG ステ
ートメントから欠落していました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: TOG ステートメントを訂正してく
ださい。 コード、フィールド名、ダイアログ変数はす
べて必須パラメーターです。
ISPP434

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントにフィールドが指定されていま
せんでした。

解説: 2 番目のパラメーターであるフィールドが、
TOG ステートメントから欠落していました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: TOG ステートメントを訂正してく
ださい。 コード、フィールド名、ダイアログ変数はす
べて必須パラメーターです。
ISPP435

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントに指定されたフィールドが、無
効なフィールドです。

ISPP436

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - モードは
S か M でなければなりません。

解説: モードに対して有効な値は、S (単一) および M
(複数) のみです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: TOG ステートメントを訂正して、
モードに S か M を指定してください。
ISPP437

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG の複
数選択は、)PROC セクションでのみ有効
です。

解説: TOG ステートメントの複数選択 (M) モード
は、)PROC セクション内でのみ許されます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: TOG コマンドの S モードを使用
するか、あるいは TOG ステートメントを )PROC セク
ションに移動するかしてください。
ISPP438

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TOG ステ
ートメントは、)PROC セクションまたは
)ABCPROC セクションでのみ有効です。

解説: TOG ステートメントに指定されたフィールド
は、パネル定義内に存在しません。

解説: TOG ステートメントが、)PROC セクションま
たは )ABCPROC セクションのどちらでもないセクショ
ン内で見付かりました。 これは、この 2 つのセクショ
ン内でのみ有効です。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
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プログラマー応答: PANEL キーワードの括弧内に、パ
ネルの名前であるリテラルを指定してください。

行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ISPP442

プログラマー応答: TOG ステートメントを )PROC セ
クションまたは )ABCPROC セクションに移動してくだ
さい。

解説: 最大数 25 を超えるフィールド・レベルのヘル
プが、指定されています。

ISPP439

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - PDSEP キ
ーワードに無効な値が見付かりました。
有効な値は ON と OFF です。

解説: PDC ステートメントの PDSEP キーワードに
は、有効な値 ON か OFF を使用しなければなりませ
ん。
プログラマー応答:
定してください。
ISPP440

PDSEP キーワードに有効な値を指

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションに無効な FIELD() 値がありま
す。

解説: FIELD キーワードには、パネル上のフィールド
の名前が必要です。 フィールドの値はリテラルでなけ
ればなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: FIELD キーワードの括弧内に、パ
ネル上のフィールドの名前であるリテラルを指定してく
ださい。
ISPP441

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションに無効な PANEL() 値がありま
す。

解説: PANEL キーワードには、表示させるパネルの名
前が必要です。 パネルの値はリテラルでなければなり
ません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
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パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションの項目が最大数を超えています。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )HELP セクション内にコーディン
グされているフィールド・レベル・ヘルプの数を減らし
てください。
ISPP444

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションにあるフィールド名が重複してい
ます。

解説: )HELP セクション内で、あるフィールドが複数
回指定されました。 フィールド 1 つにつき許されるフ
ィールド・レベルのヘルプは、1 つだけです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
してください。
ISPP445

重複する FIELD キーワードを削除

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションに FIELD() キーワードがありま
せん。

解説: フィールド・レベルのヘルプ・ステートメント
には、FIELD キーワードが必須です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:

FIELD キーワードをフィールド名

ISPF メッセージ
と一緒に、フィールド・レベルのヘルプ・ステートメン
トに追加してください。
ISPP446

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションに PANEL() キーワードがあり
ません。

解説: フィールド・レベルのヘルプ・ステートメント
で必須である PANEL キーワードが、見付かりませんで
した。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: PANEL キーワードと表示させるパ
ネルの名前を一緒に、フィールド・レベルのヘルプ・ス
テートメントに追加してください。

| ISPP447
|

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションに無効なキーワードがあります。

|
|
|
|

解説: フィールド・レベルのヘルプ・ステートメント
で有効なキーワードは、FIELD と PANEL または MSG
または PASSTHRU です。 PANEL、MSG、および
PASSTHRU は同時に使用することはできません。

|
|
|
|
|
|
|

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

| プログラマー応答: フィールド・レベルのヘルプ・ス
| テートメントを訂正してください。
ISPP450

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの
)ABCINIT セクションが予期した位置には
見付かりません。

解説: )ABCINIT セクションは、)ABC セクションより
は後で、)ABCPROC セクションよりは前になければな
りません。 順序が正しくありませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初

のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )ABCINIT セクションを正しい位置
に移動してください。
ISPP451

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの
)ABCPROC セクションが予期した位置に
は見付かりません。

解説: )ABCPROC セクションは、)ABCINIT セクショ
ンよりは後で、新しい )ABC セクションよりは前にな
ければなりません。 順序が正しくありませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )ABCPROC セクションを正しい位
置に移動してください。
ISPP452

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - PDC ステ
ートメントに記述テキスト・キーワードが
ありません。

解説: DESC キーワードは、PDC ステートメント上で
は必須ですが、 見付かりませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: DESC キーワードとテキストを
PDC ステートメントに追加してください。
ISPP453

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACTION
ステートメントに RUN() キーワードがあ
りません。

解説: RUN キーワードは、ACTION ステートメント上
では必須です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

第1章 ISPF メッセージ

169

ISPF メッセージ
プログラマー応答: RUN キーワードを ACTION ステ
ートメントに追加してください。
ISPP454

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )BODY セ
クションで重複するアクション・バー・フ
ィールド・テキストが見付かりました。

ISPP456

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACC 値
で、無効な単一アクセラレーター・キー
bbbbbbbb が見付かりました。 このキー
は、他の有効なキーと組み合わせて使用し
なければなりません。

解説: )BODY セクションに指定されたアクション・バ
ー用のテキストが、繰り返し出てきます。 )BODY セク
ションに指定された各アクション・バーは、パネルに対
して固有でなければなりません。

解説: 単一キー CTRL、シフト (Shift)、前面 (Alt)、
A〜Z、a〜z、および 0〜9 は、アクセラレーター・キー
として割り当てることはできません。 これらのキー
は、他のキーと組み合わせて使用しなければなりませ
ん。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

プログラマー応答: )BODY セクションに指定されたア
クション・バーのうち重複したものを除去するか、テキ
ストをアクション・バー選択項目に一致するように訂正
するかしてください。

プログラマー応答: ACC テキスト・ストリング内に追
加のアクセラレーター・キーを追加してください。

ISPP455

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACC 値
で、無効なアクセラレーター・キー
bbbbbbbb が見付かりました。 有効な値
は、CTRL、シフト (Shift)、前面 (Alt)、
後退 (Backspace)、挿入 (Insert)、削除
(Delete)、F1〜F12、A〜Z、a〜z、および
0〜9 です。

解説: ACC テキスト値ストリングを持つアクセラレー
ター・キーのテキストが、無効です。 有効なキーは、
CTRL、シフト (Shift)、前面 (Alt)、後退 (Backspace)、
挿入 (Insert)、削除 (Delete)、F1〜F12、A〜Z、a〜z、お
よび 0〜9 です。 キーを組み合わせて指定する場合
は、間にブランクを入れずにプラス (+) 記号で区切る必
要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ACC テキスト・ストリング内に有
効なアクセラレーター・キーを指定してください。
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ISPP457

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACC 値
で、無効なキーの組み合わせが見付かりま
した。 この単一キーは、″シフト
(SHIFT)″ キーと組み合わせて使用するこ
とはできません。

解説: 単一キー ’A〜Z’、’a〜z’、または ’0〜9’ は、
″シフト (SHIFT)″ キーと組み合わせて使用することはで
きません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ACC テキスト・ストリング内のキ
ーの組み合わせを訂正してください。
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ISPP458

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACC 値
で、無効なキーの組み合わせが見付かりま
した。 2 つのキーが指定される場合は、
一方のキーは CTRL、シフト (Shift)、前
面 (Alt) のいずれかにする必要があり、も
う一方を挿入 (Insert)、削除 (Delete)、
後退 (Backspace)、F1〜F12、A〜Z、
a〜z、0〜9 のいずれかにする必要があり
ます。 3 つのキーが指定される場合は、
2 つのキーは CTRL、前面 (Alt)、シフト
(Shift) のいずれかにする必要があり、残
りのキーを挿入 (Insert)、削除
(Delete)、後退 (Backspace)、
F1〜F12、A〜Z、a〜z、 0〜9 のいずれ
かにする必要があります。 ACC テキス
ト・ストリング内の 2 つのキーに、同じ
値を入れることはできません。

解説: 無効なキーの組み合わせが ACC テキスト・ス
トリング内で見付かりました。 2 つのキーが指定され
る場合は、一方のキーは CTRL、シフト (Shift)、前面
(Alt) のいずれかにする必要があり、もう一方を挿入
(Insert)、削除 (Delete)、後退 (Backspace)、F1〜F12、
A〜Z、a〜z、0〜9 のいずれかにする必要があります。
3 つのキーが指定される場合は、2 つのキーは CTRL、
前面 (Alt)、シフト (Shift) のつのキーは CTRL、前面
(Alt)、シフト (Shift) の いずれかにする必要があり、残
りのキーを挿入 (Insert)、削除 (Delete)、後退
(Backspace)、F1〜F12、 A〜Z、a〜z、0〜9 のいずれか
にする必要があります。 ACC テキスト・ストリング内
の 2 つのキーに、同じ値を入れることはできません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ACC テキスト・ストリング内のキ
ーの組み合わせを訂正してください。
ISPP459

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ACC 値
で、無効なキーの組み合わせが見付かりま
した。 単一キー ’0〜9’ のいずれのキー
も、″シフト (SHIFT)″ キーと組み合わせ
て使用することはできません。

ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ACC テキスト・ストリング内のキ
ーの組み合わせを訂正してください。
ISPP460

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションで、パネル名なしにフィールド名
が 2 つ連続して見付かりました。

解説: FIELD キーワードが、間に PANEL キーワード
が指定されることなしに 2 回見付かりました。 これは
許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 2 つの FIELD キーワードの間に
PANEL キーワードを指定するか、一方の FIELD キー
ワードを除去するかしてください。
ISPP461

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )HELP セ
クションで、フィールド名なしにパネル名
が 2 つ連続して見付かりました。

解説: PANEL キーワードが、間に FIELD キーワード
が指定されることなしに 2 回見付かりました。 これは
許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 2 つの PANEL キーワードの間に
FIELD キーワードを指定するか、一方の PANEL キー
ワードを除去するかしてください。

解説: 単一キー ’0〜9’ のいずれのキーも、″シフト
(SHIFT)″ キーと組み合わせて使用することはできませ
ん。
ユーザー応答:

表示を試みたパネルの定義にプログラ
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| ISPP462
|
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - )HELP セク
ションに FIELD キーワードのない 2 つ
の連続した MSG キーワードがありま
す。

| 解説: MSG キーワードが、間に FIELD キーワードが
| 指定されることなしに 2 回見付かりました。これは許
| されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

| プログラマー応答: 2 つの MSG キーワードの間に
| FIELD キーワードを指定するか、一方の MSG キーワ
| ードを除去するかしてください。
| ISPP463
|
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - )HELP セク
ションにフィールド名のない 2 つの連続
した PASSTHRU キーワードがありま
す。

| 解説: PASSTHRU キーワードが、間に FIELD キーワ
| ードが指定されることなしに 2 回見付かりました。こ
| れは許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

| プログラマー応答: 2 つの PASSTHRU キーワードの
| 間に FIELD キーワードを指定するか、一方の
| PASSTHRU キーワードを除去するかしてください。
ISPP464

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - グループ・
ボックス属性文字を、.ATTRCHAR ステ
ートメントを使用して指定変更することは
できません。

解説: グループ・ボックス属性の横方向と縦方向
は、.ATTRCHAR 制御変数を使用して指定変更すること
はできません。 グループ・ボックスの横方向と縦方向
を指定変更するには、.ATTR(field) を使用してくださ
い。ただし、″field″ は、)BODY セクション内に指定し
たグループ・ボックスに対するダイアログ変数名です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
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ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )INIT、)PROC、および )REINIT セ
クションを調べて、グループ・ボックスのタイプ属性を
指定変更するのに使用されている無効な .ATTRCHAR
制御ステートメントがないかどうか、確認してくださ
い。

| ISPP465
|
|
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - 適用業務 ID
に続く無効なキーワードが )PANEL ステ
ートメントの KEYLIST キーワードに見
つかりました。有効なキーワードは、
SHARED だけです。

解説: )PANEL ステートメントの KEYLIST キーワー
ド上で、アプリケーション ID の後に指定できる有効な
パラメーターは、SHARED だけです。 SHARED 以外
はすべてエラーになります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: SHARED キーワードを指定するか
しないか、どちらかにしてください。
ISPP466

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー LISTBOX、DDLIST、COMBO のいずれ
かの名前が無効です。
LISTBOX、DDLIST、COMBO の名前は
いずれも、1〜8 文字で構成されます。
英数字 A〜Z、0〜9、#、$、@ はいずれ
も名前で使用することができますが、最初
の文字は数値にすることはできません。

解説: LISTBOX、DDLIST、COMBO のいずれかの名前
が、8 文字の制限を超えているか、無効な文字を含んで
いるか、先頭文字が数字であるかのうち、どれかになっ
ています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
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プログラマー応答: LISTBOX、DDLIST、または
COMBO の名前が 1〜8 文字で構成されているか、確認
してください。 英数字 A〜Z、0〜9、#、$、@ はいず
れも名前で使用することができますが、最初の文字は数
値にすることはできません。
ISPP467

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー LISTBOX、 DDLIST、または COMBO
属性セクション・キーワードに対する名前
の値は、入力タイプ・フィールドでのみ有
効です。

解説: )ATTR セクション内に指定された LISTBOX、
DDLIST、または COMBO キーワードに対する名前の値
が、出力フィールドまたはテキスト属性タイプ上に指定
されています。 LISTBOX、DDLIST、または COMBO
キーワードに対する名前の値は、入力タイプ・フィール
ドでのみ有効です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: パネル属性セクションを調べて、
LISTBOX(名前)、DDLIST(名前)、COMBO(名前) がテキ
ストまたは出力の属性タイプに指定されていないか、確
認してください。 LISTBOX(名前)、DDLIST(名前)、
COMBO(名前) は、テキストまたは出力の属性タイプ上
では有効ではありません。 テキストまたは出力の属性
タイプ上の LISTBOX または DDLIST に対して有効な
キーワード値は、LISTBOX(ON/OFF) または
DDLIST(ON/OFF) です。
ISPP468

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - WIDTH お
よび DEPTH キーワードには、0〜99 の
範囲の数字しか使用できません。

解説: グループ・ボックス、リスト・ボックス、およ
びドロップダウン・リストに対する WIDTH キーワード
と DEPTH キーワードには、0〜99 の範囲の数字しか使
用できませんが、WIDTH か DEPTH の値に 0〜99 の
範囲にないものが使用されました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

プログラマー応答: グループ・ボックス、リスト・ボ
ックス、ドロップダウン・リストのいずれかに対する
WIDTH または DEPTH の値が 0〜99 の有効範囲にあ
るかどうか、確認してください。 WIDTH または
DEPTH の値がこの範囲外である場合は、訂正してくだ
さい。
ISPP470

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )CCSID の
値は、5 桁の数値でなければなりませ
ん。

解説: )CCSID セクション・ステートメントの
NUMBER キーワードに指定された数字は、先行ゼロが
ある場合であっても、5 桁の数字でなければなりませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ください。
ISPP471

)CCSID ステートメントを訂正して

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )CCSID セ
クション内に無効なトークンがあります。

解説: )CCSID ステートメントで有効なキーワードは、
NUMBER だけです。 NUMBER 以外のキーワードが見
付かりました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ください。
ISPP472

)CCSID ステートメントを訂正して

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - NUMBER
キーワードが )CCSID セクション内にあ
りません。

解説: NUMBER キーワードは、)CCSID ステートメン
ト上では必須です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
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するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:
ください。
ISPP473

)CCSID ステートメントを訂正して

変数が見付かりませんでした - VEDIT に
対して指定された変数が、パネル上には見
付かりませんでした。

解説: パネル上に存在する変数を VEDIT ステートメ
ント上に指定する必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: パネル上に存在する変数名を追加
して、VEDIT ステートメントを訂正してください。
ISPP474

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 名前パラメ
ーターが )LIST ステートメントから欠落
しています。

解説: )LIST ステートメント上では、名前パラメーター
は必須です。

ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ’)PNTS’ セクション・ステートメン
トが FIELD()、VAR()、VAL() の各キーワードをそれぞ
れ 1 つだけ含むように、ステートメントを訂正してく
ださい。 キーワードは、FIELD(フィールド名)、
VAR(変数名)、VAL(値) の順に並べるようにしなければ
なりません。
ISPP481

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’)PNTS’ セ
クション・ステートメントに、VAR() キ
ーワードが 2 つ含まれているか、あるい
は、VAL() キーワードが欠落するかして
います。

解説: ’)PNTS’ ステートメントに、無効な数の VAR()
キーワードがあるか、VAL() キーワードが欠落している
かしています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

プログラマー応答: ’)PNTS’ セクション・ステートメン
トが FIELD()、VAR()、VAL() の各キーワードをそれぞ
れ 1 つだけ含むように、ステートメントを訂正してく
ださい。 キーワードは、FIELD(フィールド名)、
VAR(変数名)、VAL(値) の順に並べるようにしなければ
なりません。

プログラマー応答: )LIST ステートメント上の名前パラ
メーターは必須です。さらに、対応する DDLIST(名
前)、LISTBOX(名前)、COMBO(名前) のいずれかと一致
する必要があります。

ISPP482

ISPP480

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’)PNTS’ セ
クション・ステートメントに、FIELD()
キーワードが 2 つ含まれているか、ある
いは、VAR() または VAL() キーワードが
欠落するかしています。

解説:
す。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
VAL(値) が、’)PNTS’ セクション・ステ
ートメント内に見付かりました。

VAL() キーワードには無効な値が含まれていま

解説: ’)PNTS’ ステートメントに無効なキーワードが含
まれています。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し

プログラマー応答: ’)PNTS’ セクション・ステートメン
トの VAL() キーワードに含まれている値を訂正してく
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ださい。 正しい値および正しいつづりになっているか
どうか、確認してください。
ISPP483

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
FIELD() の値が、’)PNTS’ セクション・
ステートメント内に見付かりました。

のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: VAR() キーワードの値が正しくあ
りません。 変数名が ISPF 変数命名規則に適合してい
るか確認してください。
ISPP486

解説: FIELD() キーワードには無効な値が含まれてい
ます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ’)PNTS’ セクション・ステートメン
トの FIELD() キーワードに含まれている値を訂正して
ください。 正しい値および正しいつづりになっている
かどうか、確認してください。
ISPP484

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 重複する
FIELD(名前) が ’PNTS’ セクション内に
見付かりました。

解説: ’)PNTS’ ステートメントには、有効なキーワード
FIELD()、VAR()、VAL() が含まれていますが、それら
の後に重複した FIELD() キーワードが続いています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )PNTS’ ステートメント 1 つにつ
き FIELD()、VAR()、VAL() の各キーワードをそれぞれ
1 つだけ含むように、ステートメントを訂正してくださ
い。
ISPP485

解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
VAR() の値が ’)PNTS’ セクションにあり
ます。

VAR() キーワードの値が無効です。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初

解説:

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
VAL() の値が ’)PNTS’ セクションにあり
ます。

VAL() キーワードの値が無効です。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: VAL() キーワードの値が正しくあ
りません。 値は、ダイアログ変数かリテラルでなけれ
ばなりません。
ISPP487

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効なキー
ワードが ’)PNTS’ セクションで見付かり
ました。

解説: ’)PNTS’ ステートメントで使用されているキーワ
ードのいずれかが、正しくありません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )PNTS’ ステートメント 1 つにつ
き FIELD()、VAR()、VAL() の各キーワードをそれぞれ
1 つだけ含むように、ステートメントを訂正してくださ
い。 キーワードは、FIELD(フィールド名)、VAR(変数
名)、VAL(値) の順序で指定しなければなりません。
ISPP488

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - FIELD() の
フィールド名 (field-name) が、’PNTS’
セクション内に見付かりませんでした。

解説: )PNTS セクションの項目である FIELD() フィー
ルド名 (field-name) が、欠落しています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
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するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )PNTS’ ステートメント 1 つにつ
き FIELD()、VAR()、VAL() の各キーワードをそれぞれ
1 つだけ含むように、ステートメントを訂正してくださ
い。 キーワードは、FIELD(フィールド名)、VAR(変数
名)、VAL(値) の順序で指定しなければなりません。
FIELD キーワードにフィールド名 (field-name) が指定さ
れているか、確認してください。
ISPP489

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’)PNTS’ セ
クション・ステートメントに VAL() キー
ワードが 2 つ含まれています。

解説: パネル定義の POINT-AND-SHOOT セクション
は、VAL キーワードを 1 つしか持つことができませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )PNTS’ ステートメント 1 つにつ
き FIELD()、VAR()、VAL() の各キーワードをそれぞれ
1 つだけ含むように、ステートメントを訂正してくださ
い。 キーワードは、FIELD(フィールド名)、VAR(変数
名)、VAL(値) の順序で指定しなければなりません。
ISPP490

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - VAR() の
変数名 (variable-name) が、’)PNTS’ セ
クション内に見付かりませんでした。

解説: VAR キーワードの変数名 (variable-name) が見
付からなかったか、ブランクでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: FIELD(フィールド名)、VAR(変数
名)、VAL(値) の各キーワードをそれぞれ 1 つだけこの
順序で含むように、’)PNTS’ セクション項目を訂正して
ください。変数名 (variable-name) が指定されているか
どうか、確認してください。
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ISPP491

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’)PNTS’ セ
クション内のキーワードが欠落している
か、順序が正しくありません。

解説: ’)PNTS’ セクション内のキーワードは、
FIELD(フィールド名)、VAR(変数名)、VAL(値) の順序
でなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: FIELD(フィールド名)、VAR(変数
名)、VAL(値) の各キーワードをそれぞれ 1 つだけこの
順序で含むように、’)PNTS’ セクション項目を訂正して
ください。
ISPP492

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
VAL() の値が ’)PNTS’ セクション項目で
見付かりました。

解説: )PNTS セクション内で見付かった VAL(値) の
長さが、大きすぎます。値がリテラルの場合、長さは
255 より短くしなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 受け入れ可能な長さの VAL キー
ワードの値を含むように、’)PNTS’ セクション項目を訂
正してください。
ISPP493

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ’)LIST’ セ
クション内のキーワードが欠落している
か、順序が正しくありません。

解説: ドロップダウン・リストとリスト・ボックスの
場合、’)LIST’ セクション内のキーワードは、
VAL(値)、CHOICE(選択項目) の順序でなければなりま
せん。 組み合わせボックスの場合は、CHOICE(選択項
目) キーワードのみが使用されます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
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プログラマー応答: )LIST セクションに重複したリスト
名 (list-names) がないか、確認してください。 重複した
リスト名 (list-names) が見付かった場合は、それらのリ
スト名 (list-name) の一方を固有のリスト名 (list-names)
に改名してください。

場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ドロップダウン・リストまたはリ
スト・ボックスを使用している場合は、VAL(値)、
CHOICE(選択項目) の各キーワードをそれぞれこの順序
で含むように、’)LIST’ セクション項目を訂正してくだ
さい。 組み合わせボックスを使用している場合は、
CHOICE(選択項目) を含むように ’)LIST’ セクション項
目を訂正してください。
ISPP494

ISPP496

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 無効な
CHOICE() の値が、’)LIST’ セクション・
ステートメント内に見付かりました。

解説: )LIST セクション・ステートメント上のリスト名
(list-name) には、定義済みの対応する名前 (DDLIST(名
前)、LISTBOX(名前)、COMBO(名前) のいずれか) がな
ければなりません。

解説: CHOICE() キーワードには無効な選択項目値が含
まれています。 選択項目値は、ダイアログ変数かリテ
ラルにすることができます。エラーは、選択項目値の走
査中に起きました。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

プログラマー応答: )LIST セクションに、対応する名前
を持たないリスト名 (list-name) があるかどうか調べて
みてください。対応する名前は、もし存在するならば、
LISTBOX、DDLIST、COMBO のいずれかのキーワード
で定義されたものです。 キーワード上および )LIST セ
クション見出し上の名前のつづりも確認してください。

プログラマー応答: ’)LIST’ セクション・ステートメン
トの CHOICE() キーワードに含まれている値を訂正し
てください。 正しい値および正しいつづりになってい
るかどうか、確認してください。 選択項目値は、ダイ
アログ変数かリテラルにすることができます。
ISPP495

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - この )LIST
セクションに指定されたリスト名
(list-name) が、別の )LIST セクション
のリスト名 (list-name) と重複していま
す。 各 )LIST セクションはそれぞれ、固
有のリスト名 (list-name) を持つ必要が
あります。

解説: パネルに、同じリスト名 (list-name) を持つ
)LIST セクションが 2 つあります。 指定された各
)LIST セクションはそれぞれ、固有のリスト名
(list-name) を持つ必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - この )LIST
セクションに指定されたリスト名
(list-name) と対応するリスト名
(list-name) が、)ATTR セクション内に
定義されていません。

| ISPP497
|
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - )PNTS セク
ション・パラメーター VAR() の値は、ア
ンパーサンド記号に 7 文字を合わせた長
さの制限を超えた長さの変数です。

| 解説: )PNTS セクション VAR(value) の変数値は、ア
| ンパーサンド記号に 7 文字を合わせた長さの制限を超
| えています。
|
|
|
|
|
|
|

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

| プログラマー応答: )PNTS セクション・パラメーター
| VAR(value) の値が g の名前変数である場合、その値は
| アンパーサンド記号に 7 文字を加えた長さで構成され
| ます。指定した g 変数が 7 文字の制限を超えました。
| 変数名を、アンパーサンドに続いて 7 文字以下の文字
| を含む変数名に変更してください。
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| ISPP498
|
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - )PNTS セク
ション・パラメーター VAL() の値は、ア
ンパーサンド記号に 7 文字を合わせた長
さの制限を超えた長さの変数です。

| 解説: )PNTS セクション VAL(value) の変数値は、ア
| ンパーサンド記号に 7 文字を合わせた長さの制限を超
| えています。
|
|
|
|
|
|
|

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

| プログラマー応答: )PNTS セクション・パラメーター
| VAL(value) の値が g 名前変数である場合、その値はア
| ンパーサンド記号に 7 文字を加えた長さで構成されま
| す。指定した g 変数が 7 文字の制限を超えました。変
| 数名を、アンパーサンドに続いて 7 文字以下の文字を
| 含む変数名に変更してください。
ISPP505

キー・ヘルプ使用不能 - アプリケーショ
ンはシステム変数 ZKEYHELP を設定し
ていません。

解説: 現行のキー・リストには、ヘルプ・パネルが定
義されていませんでした。
プログラマー応答: キー・リスト定義内にキー・ヘル
プ・パネルを識別するか、変数 ZKEYHELP を適切なヘ
ルプ・パネルに設定するかしてください。
ISPP506

アプリケーション・パネルに対して拡張ヘ
ルプ・パネルが定義されていません。

解説: EXHELP が要求されましたが、表示されていた
アプリケーション・パネルには全般ヘルプ・パネルは定
義されていませんでした。
プログラマー応答: ヘルプ・パネルが必要な場合は、
そのヘルプ・パネルを .HELP 変数を使用して定義して
ください。
ISPP507

拡張ヘルプ・パネルが現在表示されていま
す。

解説: EXHELP が要求されましたが、ユーザーはすで
に全般ヘルプ内にいました。
ユーザー応答: 全般ヘルプ内にいったん入ったら、
EXHELP は要求しないでください。

ISPP508

キー・ヘルプ・パネルが現在表示されてい
ます。

解説: KEYSHELP パネルが表示されている間に、
KEYSHELP が要求されました。
ユーザー応答: 現行のキー・リストに対するヘルプ・
パネル内にいる間は、KEYSHELP コマンドを出さない
ようにしてください。
ISPP509

RP ヘルプの定義がない - 参照項目
aaaaaaaa に対する )HELP セクションの
定義がありません。

解説: 参照句フィールドに対するヘルプ・パネルは、
定義されていませんでした。
プログラマー応答: )HELP セクション内に、この参照
句フィールドに対する項目を指定するようにしてくださ
い。
ISPP510

パネル aaaaaaaa エラー - )PNTS セクシ
ョン・ステートメントに入っている
DEPTH キーワードが脱落しているか、適
切ではありません。

解説: DEPTH キーワードは、)PNTS セクション・ス
テートメントでは、TEXT、PLACE、IMAGE、および
IMAGEP キーワードより前で、しかも、FIELD VAR お
よび VAL キーワードより後に指定する必要がありま
す。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがあります。 TEST モードで実行して
いる場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実行
の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択をす
るか、どちらを行うことも可能です。後者を選んだ場合
は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初のパ
ネルに戻ることになります。
プログラマー応答: DEPTH キーワードが必ず ( ) VAL
キーワードの直後にくるように、’)PNTS’ セクション・
ステートメントを訂正してください。
ISPP511

パネル aaaaaaaa エラー - IMAGE また
は IMAGEP キーワードで指定されたイメ
ージ名に無効な文字が含まれているか、名
前の長さが 8 文字を超えています。

解説: イメージ名の長さは、1 〜 8 文字でなければな
りません。最初の文字は A〜Z または a〜z、残りの文
字は A〜Z、a〜z または 0〜9 にしなければなりませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
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ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: IMAGE キーワードに有効なイメー
ジ名を指定してください。イメージ名の長さは、1 〜 8
文字でなければなりません。最初の文字は A〜Z または
a〜z、残りの文字は A〜Z、a〜z または 0〜9 にしなけ
ればなりません。
ISPP512

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - 無効な
)PNTS ステートメント構文。イメージ名
パラメーターが欠落しているか、あるいは
IMAGEP キーワードについてブランクと
して定義されています。

解説: パネル・ステートメントの IMAGEP キーワード
のイメージ名が指定されていなかったか、あるいはブラ
ンクです。 イメージ名は必須です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: IMAGEP キーワードにイメージ名
を指定するか、IMAGEP キーワードを除去してくださ
い。
ISPP513

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - 無効なパネ
ル・ステートメント構文。
IMAGE-NAME が )PANEL ステートメン
トまたは )PNTS ステートメントの
IMAGE キーワードとして定義されていま
せん。

解説: )PANEL または )PNTS ステートメントの
IMAGE キーワードのイメージ名が指定されませんでし
た。イメージ名は必須です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: IMAGE キーワードにイメージ名を
指定してください。

ISPP514

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - 無効な
)PNTS ステートメント構文。 DEPTH キ
ーワードの深さの値が正しくありません。
有効な値は、0 〜62 またはこれらの値の
いずれかが含まれている対話変数です。

解説: DEPTH() キーワードの値が、0 〜62 またはこれ
らの値のいずれかが含まれている対話変数ではありませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: DEPTH() キーワードの値が正しく
ありません。正しい数値を指定するか、あるいは正しい
数値に設定された対話変数を指定してください。
ISPP515

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISPP516

解説:

ホストからのイメージが、ISPF のクライ
アント / サーバーが常駐する省略時パス
にダウンロードされようとしています。
ISPF の設定パネルからイメージ・パスを
設定するには、ワークステーション・アク
ション・バー選択を選択し、プルダウン選
択項目「GUI パネル設定」を選択して、
イメージ・パスを設定してください。

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - 無効な
)PNTS ステートメント構文。 PLACE キ
ーワードの場所の値が正しくありません。
有効な値は、A (より上)、B (より下)、L
(左)、R (右)、またはこれらの値のいずれ
かを含む対話変数です。

PLACE() キーワードの値が正しくありません。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: PLACE() キーワードの値が正しく
ありません。有効な値は、A (より上)、B (より下)、L
(左)、R (右)、またはこれらの値のいずれかを含む対話
変数です。
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ISPP517

イメージ・データ・セット ISPILIB です
が割り振られていません。ISPF がイメー
ジをワークステーションにダウンロードす
るためには、ISPILIB を事前に割り振って
おく必要があります。イメージがワークス
テーションに存在しない場合、パネルに表
示されません。

ISPP517C

解説: イメージ・データ・セットが事前に割り振られ
ていません。イメージ・データ・セットは、ISPILIB と
いう DD 名で事前に割り振っておく必要があります。
ISPF は、イメージをワークステーションにダウンロー
ドします。イメージがワークステーションに存在しない
場合、パネルに表示されません。
ユーザー応答: イメージ付きでパネルを表示しようと
する場合は、イメージ・データ・セットを事前に割り振
っておく必要があります。
プログラマー応答: ISPILIB データ・セットを事前に割
り振ってください。
ISPP517A

ホスト・メンバー aaaaaaaa が、連結され
た ISPILIB データ・セットのどれにも見
付かりませんでした。

解説: ホスト・メンバーが、ISPILIB という DD 名と
関連付けられたイメージ・データのどれにも見付かりま
せんでした。
プログラマー応答: 欠落しているメンバーを、DD 名
ISPILIB と関連付けられたホスト・データ・セットに入
れてください。
ISPP517B

イメージ・データ・セット (DD 名
ISPILIB) のメンバーを見付けようとして
いるときに入出力エラーが発生しました。

解説: イメージ・データ・セットのメンバーを見付け
ようとしているときに入出力エラーが発生しました。
プログラマー応答: イメージ・ライブラリー (DD 名
ISPILIB) の割り振りおよびデータ・セットの指定を検査
してください。イメージ・データ・セットは、区分デー
タ・セットでなければなりません。

ホストからのイメージのダウンロードに失
敗しました。 ISPF は『イメージのダウ
ンロード』を使用不能にしました。再起動
するには、設定パネルの『ワークステーシ
ョン』アクション・バーから 『GUI パネ
ルの設定』をプルダウン選択項目で選択し
ます。『イメージのダウンロード』チェッ
ク・ボックスを使用可能にして、『イメー
ジ・パス』が正しく指定されており、ワー
クステーションで使用可能であることを確
認してください。別のエラーの可能性があ
る場合は、メッセージのマニュアルを参照
してください。

解説: ホストからワークステーションへイメージをダ
ウンロードしようとしましたが、失敗しました。ISPF
により、「GUI 設定」パネル上の「イメージのダウンロ
ード」チェック・ボックスが使用禁止になっています。
使用不能な「イメージのダウンロード」チェック・ボッ
クスをリセットして、イメージ・パスを検査するには、
「設定」を選択し、「ワークステーション」のアクショ
ン・バー選択から「GUI パネル設定」というプルダウン
選択項目を選択してください。 ワークステーション上
に「イメージ用のパス」が存在し、GUI 設定パネルで正
しく指定されているか確認してから、「イメージのダウ
ンロード」チェック・ボックスを使用可能にします。
この他のエラーとして、ターゲット・ディスクが読み取
り専用であるか、ターゲット・ディスクが存在しない、
あるいはファイルがオープンできなかったことが考えら
れます。
ユーザー応答: 「設定」から、ワークステーション・
アクション・バー選択、プルダウン選択項目「GUI パネ
ル設定」を選択して、イメージ・パスがワークステーシ
ョン上に存在しており、GUI 設定パネルで正しく指定さ
れているか確認してください。 指定のイメージ・パス
が有効であることを確認してから、ダウンロード・イメ
ージ・チェック・ボックスを使用可能にします。 ター
ゲット・ディスクは読み取り専用であってはならず、存
在している必要があります。
ISPP517D

イメージ・パス・フィールドに入力しま
す。「イメージ用パスの作成」を選択して
ある場合には、「イメージ用のパス」フィ
ールドにワークステーション・パスを入力
する必要があります。イメージ・パスを作
成したくない場合には、「イメージ用パス
の作成」にチェックを付けないでくださ
い。

解説: ユーザーはイメージ用のワークステーション・
パスを作成するオプションを選択しましたが、「イメー
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ジ用のパス」フィールドにパスを入力することに失敗し
ました。
ユーザー応答: 「イメージ用のパス」フィールドにワ
ークステーション・パスを入力してください。パスを作
成したくない場合には、「イメージ用パスの作成」チェ
ック・ボックスを選択せず、「イメージ用のパス」フィ
ールドをブランクのままにしてください。
ISPP518

パネル aaaaaaaa エラー - TEXT キーワ
ードの後にテキストがありません。

解説: )PNTS セクションで、TEXT キーワードが使用
されていますが、テキストが指定されませんでした。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: TEXT キーワードに必要なテキス
トを指定してください。入力するテキストは、その特定
のポイント・アンド・シュート・テキスト・フィールド
に一致するものでなければなりません。複数のワードか
ら成るテキストは、単一引用符で囲む必要があります。
変数を含むテキストは、必要に応じて、拡張の余裕のあ
るものでなければなりません。
ISPP519

パネル aaaaaaaa エラー - ’)PNTS’ セク
ション・ステートメントに、DEPTH キー
ワードだけが指定されたポイント・アン
ド・シュート・テキスト・フィールドが入
っています。DEPTH キーワードを指定し
た場合には、TEXT キーワードも指定す
る必要があります。

解説: ポイント・アンド・シュート・テキスト・フィ
ールドで DEPTH キーワードを使用する場合には、
TEXT キーワードも指定する必要があります。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ’)PNTS’ ステートメントに DEPTH
と TEXT キーワードの両方が含まれるか、あるいは
DEPTH キーワードも TEXT キーワードも含まれないよ
うに、ステートメントを訂正してください。

| ISPP520
|
|
|
|

PICTCN 構文エラー - PICTCN キーワー
ド・パラメーターに VER ステートメン
ト構文エラーがあります。フィールド・マ
スク・パラメーターに、指定されたマスク
文字がありません。

| 解説: PICTCN キーワードをマスク文字で VER ステ
| ートメントに指定しましたが、マスク文字はフィール
| ド・マスク・パラメーターに検出されませんでした。
| ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
| ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
| ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
| 行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
| するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
| 場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
| のパネルに戻ることになります。
|
|
|

プログラマー応答: 妥当性検査ステートメントにマス
ク文字が指定されるように、フィールド・マスク・パラ
メーターを変更してください。

| ISPP521
|
|
|

DSN 構文エラー - キーワード
DSNAMEF の使用に妥当性検査エラーが
ありました。連続するアスタリスク (*)
は許可されていません。

|
|
|

解説: データ・セット名の修飾子に連続するアスタリ
スク (*) が検出されたので、 DSNAMEF キーワード妥
当性検査が失敗しました。

|
|

ユーザー応答: データ・セット名修飾子には、複数の
アスタリスクは含まれないことを確認してください。

| ISPP522
|
|

名前に構文エラー - NAMEF の使用に妥
当性検査エラーがありました。連続するア
スタリスク (*) は許可されていません。

| 解説: 連続するアスタリスク (*) がメンバー名に検出
| されたので、 NAMEF キーワード妥当性検査は失敗し
| ました。
| ユーザー応答: メンバー名に 1 つのアスタリスクしか
| 入らないようにしてください。
| ISPP523
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - パネルの処理
中、検査 PICTCN ストリングに無効な値
が見つかりました。

| 解説: パネル定義の )INIT、)REINIT、)PROC のいずれ
| かのセクションの VER ステートメントの PICTCN ス
| トリングが、誤っています。
| 有効な構文は、VER
| (xxx,PICTCN,mask-char,field-mask,string) となります。た
| だし、xxx は変数です。ストリング・パラメーターは、
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|
|
|
|
|
|
|

ユーザーの定義した定数と以下のいずれかを使用すると
構成できます。
C
任意の文字
A
任意の英字 (A〜Z、a〜z、#、@、$)
N
任意の数字 (0〜9)
9
任意の数字 (″N″ と同じ)
X
任意の 16 進文字 (0〜9、A〜F、a〜f)

|
|
|
|
|

たとえば、VER(xxx,
PICTCN,’*’,’V**R**M**’,’VNNRNNMNN’) と指定する
と、この変数の値は、定数 V に続く 2 つの数字で開始
し、その後に定数 R に続く 2 つの数字、さらに定数
M に続く 2 つの数字が続きます。

| プログラマー応答: 検査に使用する PICTCN ストリン
| グの無効な値を訂正してください。
| ISPP524
|
|
|
|
|

パネル ’aaaaaaaa’ エラー - パネルの処理
中、検査 PICTCN ストリングに無効な値
が見つかりました。

解説: パネル定義の )INIT、)REINIT、)PROC のいずれ
かのセクションの VER ステートメントの PICTCN ス
トリングが、誤っています。

| 有効な構文は、VER
| (xxx,PICTCN,mask-char,field-mask,string) となります。た
| だし、xxx は変数です。ストリング・パラメーターは、
| 定数と以下のいずれかで構成できます。
任意の文字
| C
任意の英字 (A〜Z、a〜z、#、@、$)
| A
任意の数字 (0〜9)
| N
任意の数字 (″N″ と同じ)
| 9
任意の 16 進文字 (0〜9、A〜F、a〜f)
| X
|
|
|
|
|

たとえば、VER(xxx,
PICTCN,’*’,’V**R**M**’,’VNNRNNMNN’) と指定する
と、この変数の値は、定数 V に続く 2 つの数字で開始
し、その後に定数 R に続く 2 つの数字、さらに定数
M に続く 2 つの数字が続きます。

| プログラマー応答: 検査に使用する PICTCN ストリン
| グの無効な値を訂正してください。
| ISPP525
|
|
|
|
|
|
|
|
|

PICTCN マスク文字エラー - PICTCN マ
スク文字パラメーターに VER ステート
メント構文エラーがあります。マスク文字
パラメーターをピクチャー・ストリング文
字 (C、A、N、X の大文字と小文字また
は 9) にすることはできません。

解説: 使用した PICTCN マスク文字は無効です。マス
ク文字を以下のピクチャー・ストリング文字
(C、A、N、X の大文字と小文字または 9) にすること
はできません。
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|
|
|
|
|
|
|

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

|
|
|

プログラマー応答: マスク文字パラメーターを変更し
て、妥当性検査 PICTCN ステートメントに有効なマス
ク文字を入れてください。

| ISPP526
|
|
|
|
|
|
|
|
|

JSTD 検査でエラー - 年の検査のとき
に、ユリウス標準日付 (JSTD) に対して
VER ステートメントが失敗しました。年
の値は数字でなければいけません。日付は
4 桁の年 (YYYY) と 3 桁の日 (DDD) で
表されます。 YYYY.DDD という形式で
す。 YYYY について有効な値は 0000 か
ら 9999 まで。 DDD について有効な値
は 001 から 365、あるいはうるう年なら
ば 001 から 366 までです。

|
|
|
|
|

解説: 入力された最初の 4 つの値のいずれかが、数字
でありませんでした。日付の最初の 4 つの値は数字で
なければなりません。日付は 4 桁の年 (YYYY) と 3
桁の日 (DDD) で表されます。 YYYY.DDD という形式
です。

|
|
|
|
|

ユーザー応答: ユリウス標準日付を正しい形式
YYYY.DDD. で入力してください。年について有効な値
は 0000 から 9999 まで。日について有効な値は 001
から 365、あるいはうるう年ならば 001 から 366 まで
です。

| ISPP527
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

JSTD 検査でエラー - 日の検査のとき
に、ユリウス標準日付 (JSTD) に対して
VER ステートメントが失敗しました。年
の値は数字でなければいけません。日付は
4 桁の年 (YYYY) と 3 桁の日 (DDD) で
表されます。 YYYY.DDD という形式で
す。 年について有効な値は 0000 から
9999 まで。日について有効な値は 001
から 365、あるいはうるう年ならば 001
から 366 までです。

解説: 日付の値のいずれかが、数字でありませんでし
た。 3 桁の日付は数字でなければいけません。日付は
4 桁の年 (YYYY) と 3 桁の日 (DDD) で表されます。
YYYY.DDD という形式です。

| ユーザー応答: ユリウス標準日付を正しい形式
| YYYY.DDD. で入力してください。年について有効な値
| は 0000 から 9999 まで。日について有効な値は 001
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| から 365、あるいはうるう年ならば 001 から 366 まで
| です。
| ISPP528
|
|
|
|

JSTD 検査 でエラー - ユリウス標準日付
(JSTD) の日について VER ステートメン
トが失敗しました。日が、000 から
365、あるいはうるう年の 001 から 366
の範囲外でした。

| 解説: 日が 001 から 365 の範囲内にないか、うるう
| 年で 001 から 366 の範囲内にありません。その範囲内
| 数を、形式 DDD で入力してください。
| ユーザー応答: その範囲内の数を、形式 DDD で日に
| 入力してください。
| ISPP529
|
|

検査エラー - 国際標準日付の区切り文字
について VER ステートメントが失敗し
ました。

| 解説: 日付区切り文字が各国語日付区切り文字に一致
| しません。米国の場合、日付区切り文字はスラッシュ
| (/) です。
| ユーザー応答: 正しい各国語日付区切り文字を入力し
| てください。
| ISPP529A
|
|
|
|
|

検査エラー - ユリウス標準日付の区切り
文字について VER ステートメントが失
敗しました。区切り文字はピリオドでなけ
ればいけません。たとえば、ユリウス日付
形式は、YY.DDD です。ユリウス標準日
付形式は YYYY.DDD です。

| 解説: 日付区切り文字がピリオド (.) ではありません。
| ユリウス日付の形式は YY.DDD です。ユリウス標準日
| 付の形式は YYYY.DDD です。
| ユーザー応答: ユリウス日付またはユリウス標準日付
| では日付区切り文字としてピリオド (.) を使用してくだ
| さい。
| ISPP530
|
|
|
|
|
|
|
|
|

IDATE 検査でエラー - IDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。
年、月、日のいずれかが数字ではありませ
ん。日付は 2 桁の年 (YY)、2 桁の月
(MM)、2 桁の日 (DD) で表されなければ
いけません。年・月・日の 2 桁の値は各
国語の日付区切り文字で区切られます。有
効な年の値は 00 から 99 まで、有効な
月の値は 01 から 12 まで、有効な日の
値は 01 から 31 までです。

| 解説: 日付が数値になっていません。 2 桁の年
| (00-99)、2 桁の月 (01-12)、および 2 桁の日 (01-31) の

| 数値データを入力してください。米国の場合の形式は、
| YY/MM/DD です。
| ユーザー応答: 2 桁の年 (00-99)、2 桁の月 (01-12)、
| および 2 桁の日 (01-31) の数値データを入力してくだ
| さい。
| ISPP531
|
|
|
|
|
|

IDATE 検査でエラー - IDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。 2
桁の月が 01 から 12 の範囲ではありま
せん。日付は 2 桁の年 (YY)、2 桁の月
(MM)、2 桁の日 (DD) で表されなければ
いけません。年・月・日の 2 桁の値は区
切り文字で区切られます。

| 解説: 月が 01 から 12 の範囲内ではありませんでし
| た。月の数値データを 01-12 の範囲内で入力してくださ
| い。
| ユーザー応答: 月を 01-12 の範囲の数値で入力してく
| ださい。
| ISPP532
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

IDATE 検査でエラー - IDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。 2
桁の年が 00 から 99 の範囲ではありま
せん。日付は 2 桁の年 (YY)、2 桁の月
(MM)、2 桁の日 (DD) で表されなければ
いけません。年・月・日の 2 桁の値は区
切り文字で区切られます。

解説: 年が 00 から 99 の範囲ではありませんでし
た。年の数値データを 00-99 の範囲内で入力してくださ
い。年 (YY)、月 (MM)、日 (DD) で日付を表わしま
す。年・月・日の 2 桁の値は区切り文字で区切りま
す。

| ユーザー応答: 月を 01-12 の範囲内で入力してくださ
| い。
| ISPP533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

IDATE 検査でエラー - IDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。
1、3、5、7、8、10、12 月なのに 2 桁
の日が 01 から 31 の範囲内でないか、
あるいは 4、6、9、11 月なのに 01 から
30 の範囲内でないかどちらかです。

解説: 入力された日がその月の有効な日ではありませ
んでした。 2 桁の日が、1、3、5、7、8、10、12 月な
のに 01 から 31 の範囲内でないか、あるいは
4、6、9、11 月なのに 01 から 30 の範囲内でないかど
ちらかです。

| ユーザー応答: 2 桁の日を、該当する月の範囲内で入
| 力してください。説明のセクションを参照してくださ
| い。
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ISPP533A

IDATE 検査でエラー - IDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。 2
月に範囲外の日数が指定されました。 2
月はうるう年の場合、01 から 29 までで
うるう年でない場合は、01 から 28 の範
囲となります。

解説: 2 月に範囲外の日数が指定されました。その範
囲は、うるう年以外では 01-28 で、うるう年では 01-29
です。
ユーザー応答: 2 月の有効な 2 桁の日を入力してくだ
さい。その範囲は、うるう年以外では 01-28 で、うるう
年では 01-29 です。

| ISPP534
|
|
|
|

JDATE 検査でエラー - ユリウス日付
(JDATE) の日に対して VER ステートメ
ントが失敗しました。日が 001 から 365
の範囲外か、うるう年で 001 から 366
の範囲外です。

| ISPP540
|
|
|

STDDATE 検査でエラー - STDDATE に
対して VER ステートメントが失敗しま
した。 2 桁の月が 01 から 12 の範囲内
ではありませんでした。

| 解説: 入力された月が 01 から 12 の範囲内ではあり
| ませんでした。有効な 2 桁の月は、01-12 の範囲内にあ
| ります。
| ユーザー応答: 01-12 の範囲内の有効な 2 桁の月を入
| 力してください。
| ISPP541
|
|
|
|
|
|

STDDATE 検査でエラー - STDDATE に
対して VER ステートメントが失敗しま
した。 1、3、5、7、8、10、12 月なの
に 2 桁の日が 01 から 31 の範囲内でな
いか、あるいは 4、6、9、11 月なのに
01 から 30 の範囲内でないかどちらかで
す。

| 解説: 日が 001 から 365 の範囲内にないか、うるう
| 年で 001 から 366 の範囲内にありません。その範囲内
| の数値を、形式 DDD で入力してください。

|
|
|
|

| ユーザー応答: 日について、うるう年以外では 001 | 365 の範囲内、うるう年では 001 - 366 の範囲内の数値
| を、形式 DDD で入力してください。

| ユーザー応答: 該当する月について日を 2 桁の範囲内
| の数値で入力してください。説明のセクションを参照し
| てください。

| ISPP535
|
|
|
|
|
|
|

| ISPP542
|
|
|
|
|

STDDATE 検査でエラー - 標準日付
(STDDATE) に対して VER ステートメン
トが失敗しました。 4 桁の年 (YYYY) か
2 桁の月 (MM)、あるいは 2 桁の日
(DD) が数字ではありません。有効な年の
値は 0000 から 9999 まで、有効な月の
値は 01 から 12 まで、有効な日の値は
01 から 31 までです。

|
|
|
|
|

解説: STDDATE 形式は日付を、4 桁の年 (YYYY)、2
桁の月 (MM)、および 2 桁の日 (DD) で表示します。
米国の場合は、その形式は YYYY/MM/DD です。年は
0000 から 9999 まで、月は 01 から 12 まで、日は 01
から 31 までが有効な値です。

|
|
|
|

ユーザー応答: 日付を、4 桁の年、2 桁の月、および
2 桁の日を数で入力してください。年は 0000 から
9999 まで、月は 01 から 12 まで、日は 01 から 31
までが有効な値です。

解説: 日に入力された月が有効ではありませんでし
た。 1、3、5、7、8、10、12 月であるのに日が 01 か
ら 31 の範囲内でないか、あるいは 4、6、9、11 月で
あるのに 01 から 30 の範囲内でないかどちらかです。

STDDATE 検査でエラー - STDDATE に
対して VER ステートメントが失敗しま
した。 2 月に範囲外の日数が指定されま
した。 2 月はうるう年の場合、01 から
29 まででうるう年でない場合は、 01 か
ら 28 の範囲となります。

| 解説: 2 月に範囲外の日数が指定されました。その範
| 囲は、うるう年以外では 01-28 で、うるう年では 01-29
| です。
| ユーザー応答: 2 月の有効な 2 桁の日を入力してくだ
| さい。範囲は、うるう年以外では 01-28 で、うるう年で
| は 01-29 です。
| ISPP543
|
|
|
|
|
|
|

JDATE エラーの検査 - JDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。年
が 2 桁で表されていませんでした。 日
付は 00 から 99 の範囲の 2 桁の年と
001 から 365 までの範囲、あるいは、う
るう年で 001 から 366 の範囲で表され
なければいけません。区切り文字にピリオ
ドを使って YY.DDD という形式です。

| 解説: JDATE の形式は YY.DDD です。 2 桁の年の数
| 値データを 00-99 の範囲内で入力してください。日付は
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| 2 桁の年 (YY) とその年の 3 桁の日 (DDD) で表わし
| てください。年とその年の日の値は、区切り文字、ピリ
| オド (.) で分離します。
| ユーザー応答: 00 から 99 の範囲の 2 桁の年と 001
| から 365 までの範囲、あるいは、うるう年で 001 から
| 366 の範囲の 3 桁の日で入力してください。
| ISPP544
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

JDATE 検査でエラー - JDATE に対して
VER ステートメントが失敗しました。そ
の年の日が 3 桁 (DDD) で表されていま
せんでした。日付は 00 から 99 の範囲
の 2 桁の年と 001 から 365 までの範
囲、あるいは、うるう年で 001 から 366
の範囲の 3 桁の日で表されなければいけ
ません。区切り文字にピリオドを使って
YY.DDD という形式です。

解説: JDATE の形式は YY.DDD です。 001 から 365
までの範囲、あるいは、うるう年で 001 から 366 の範
囲の 3 桁の日で数値データを入力してください。 日付
は 2 桁の年 (YY) およびその年の 3 桁の日 (DDD) で
表さなければなりません。年とその年の日の値は、区切
り文字、ピリオド (.) で分離されます。

| ユーザー応答: 00 から 99 の範囲の 2 桁の年と 001
| から 365 までの範囲、あるいは、うるう年で 001 から
| 366 の範囲の 3 桁の日を入力してください。
| ISPP545
|
|
|
|

ITIME エラーの検査 - 国際時間 (ITIME)
に対して VER ステートメントが失敗し
ました。各国語の時間区切り文字が無効
か、ポジション 3 が時間区切り文字を含
んでいません。

|
|

解説: 各国語の時間区切り文字が、各国語に対して無
効であるか、またはポジション 3 にありません。

|
|
|

ユーザー応答: 正しい各国語時間区切り文字を第 3 の
ポジションに入力してください。米国の場合、時間区切
り文字はコロン (:) です。

| ISPP546
|
|
|
|

ITIME エラーの検査 - 国際時間 (ITIME)
に対して VER ステートメントが失敗し
ました。時間か分の値が数字ではありませ
ん。有効な時間の値は 00 から 23 まで
で、分の値は 00 から 59 までです。

| ISPP547
|
|
|
|

ITIME エラーの検査 - 国際時間 (ITIME)
に対して VER ステートメントが失敗し
ました。入力された時間か分の値が有効な
範囲外です。時間の値の範囲は 00 から
23 までで、分は 00 から 59 までです。

| 解説: 入力された時間または分の値が、時間または分
| の有効な範囲外です。時間の値の範囲は 00 から 23 ま
| でで、分は 00 から 59 までです。
| ユーザー応答: 有効な値を入力してください。
| ISPP548
|
|
|
|

STDTIME エラーの検査 - 標準時間
(STDTIME) に対して VER ステートメン
トが失敗しました。各国語の時間区切り文
字が無効か、ポジション 3 と 6 が時間
区切り文字を含んでいません。

| 解説: 各国語の時間区切り文字が、各国語に対して無
| 効であるか、またはポジション 3 およびポジション 6
| にありません。
| ユーザー応答: 正しい各国語時間区切り文字を第 3 お
| よび第 6 のポジションに入力してください。米国の場
| 合、時間区切り文字はコロン (:) です。
| ISPP549
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

STDTIME エラーの検査 - 標準時間
(STDTIME) に対して VER ステートメン
トが失敗しました。時間、分、あるいは秒
の値が数字ではありません。有効な時間の
値は 00 から 23 まで、分は 00 から 59
まで、秒は 00 から 59 までです。アメ
リカ合衆国では、HH:MM:SS という形式
で表されます。

解説: 指定された時間、分、あるいは秒が数字ではあ
りません。時間の範囲は 00 から 23 までの有効値を入
力してください。分と秒の範囲は 00 から 59 までの有
効値を入力してください。

| ユーザー応答: 時間の範囲は 00 から 23 まで、分と
| 秒の範囲は 00 から 59 までの有効値を入力してくださ
| い。

| 解説: 指定された時間か分が数字ではありません。時
| 間の値の範囲は 00 から 23 までで、分は 00 から 59
| までです。
| ユーザー応答: 時間の範囲は 00 から 23 まで、分の
| 範囲は 00 から 59 までの有効値を入力してください。
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| ISPP549A
|
|
|
|
|
|
|

STDTIME エラーの検査 - 標準時間
(STDTIME) に対して VER ステートメン
トが失敗しました。時間、分、あるいは秒
の値が有効な範囲外です。有効な時間の範
囲は 00 から 23 まで、分は 00 から 59
まで、秒は 00 から 59 までです。アメ
リカ合衆国では、HH:MM:SS という形式
で表されます。

ISPP603

コマンドが無効です ″PRINT″、″PRINT-HI″、″PRINTL″、
″PRINTLHI″、および ″PRINTG″ は、GUI
モードでは無効なコマンドです。

解説: PRINT コマンドのうちいずれかが、GUI モード
で実行中に入力されました。 ISPF は、ワークステーシ
ョン上ではこれらのコマンドのサポートは行いません。

| 解説: 指定された時間、分、あるいは秒が有効な範囲
| 外です。有効な時間の範囲は 00 から 23 まで、分と秒
| は 00 から 59 までです。

ISPP604

| ユーザー応答: 時間の範囲は 00 から 23 まで、分と
| 秒の範囲は 00 から 59 までの有効値を入力してくださ
| い。

解説: ワークステーションへの接続が存在しません。
ユーザーは、WS コマンドを使用する前に、ISPSTART
に GUI パラメーターを指定することによって、また
は、ISPF 設定 (ISPF Settings) パネルのワークステーシ
ョン・アクション・バーの ″ワークステーション接続
(Workstation connection)″ プルダウン選択項目を選択す
ることによって、ワークステーションを識別しておく必
要があります。

ISPP600

移動できるウィンドウがありません - 活
動状態の、移動できるポップアップ・ウィ
ンドウがありません。

解説: WINDOW コマンドが入力されましたが、コマン
ドの入力元の論理画面にはポップアップ・ウィンドウは
表示されませんでした。

ISPP605

ユーザー応答: ポップアップ・ウィンドウが表示され
る場合にだけ、WINDOW コマンドを使用してくださ
い。
ISPP601

ウィンドウの移動ができません - プルダ
ウンが表示されている間は、ポップアッ
プ・ウィンドウは移動できません。

解説: プルダウン・メニューが表示されていた間に、
WINDOW コマンドが入力されました。 ISPF では、プ
ルダウン・メニューが表示されている間は、ポップアッ
プ・ウィンドウの再位置づけを行うことはできません。
ユーザー応答: プルダウン・ウィンドウをクローズし
たのち、ウィンドウの再位置づけを行ってください。
ISPP602

コマンドが無効です - ″WINDOW MOVE″
は、GUI モードでは無効なコマンドで
す。

解説: WINDOW コマンドが、GUI モードで実行中に
入力されました。 ISPF は、ワークステーション上では
このコマンドのサポートは行いません。
ユーザー応答: マウスを使用して、ウィンドウのタイ
トル・バーをクリックし、ウィンドウを新しい位置まで
ドラッグしてください。
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接続がありません - ″WS″ コマンドは、
ワークステーションとの接続が設定されて
いる場合のみ有効です。

接続がありません - SELECT WSCMD
および SELECT WSCMDV のサービス
は、ワークステーションとの接続が設定さ
れている場合のみ、有効です。

解説: ワークステーションへの接続が存在しません。
ユーザーは、SELECT WSCMD サービスを使用する前
に、ISPSTART に GUI パラメーターを指定することに
よって、または、ISPF 設定 (ISPF Settings) パネルのワ
ークステーション・アクション・バーの ″ワークステー
ション接続 (Workstation connection)″ プルダウン選択項
目を選択することによって、ワークステーションを識別
しておく必要があります。

| ISPP606
|
|
|
|
|
|
|

カーソル位置にアプリケーション名を入力
してください。 ISPF START コマンド
に有効なアプリケーション名およびパラメ
ーターはすべて、このフィールドで有効で
す。スペースがさらに必要であれば、拡張
PF キーを押すと、より長い入力フィール
ドが入っているポップアップ・ウィンドウ
が表示されます。

| 解説: ユーザーは「新規アプリケーションの開始 (Start
| a new application)」オプションを選択しましたが、アプ
| リケーション名入力フィールドはブランクです。
| ユーザー応答: カーソル位置にアプリケーション名を
| 入力してください。

ISPF メッセージ
| ISPP607
|
|

カーソルがアプリケーション名入力フィー
ルドになければ、拡張 PF キーは活動状
態になりません。

ISPP611

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クション内にはスクロール可能域は定義で
きません。

| 解説: ユーザーは拡張 PF キーを押しましたが、カー
| ソルはまずアプリケーション名入力フィールドになけれ
| ばなりません。

解説: スクロール可能域内にスクロール可能域を定義
しようとする試みが行われました。 これは許されませ
ん。

| ユーザー応答: カーソルをアプリケーション名入力フ
| ィールドに置いて、それから拡張 PF キーを押して、よ
| り長い入力フィールドを含むポップアップ・ウィンドウ
| を表示します。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがあります。 TEST モードで実行して
いる場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実行
の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択をす
るか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ場
合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初の
パネルに戻ることになります。

ISPP608

これ以上画面がありません - 使用可能な
画面はこれ以上ありません。 最大使用可
能数の画面をすでに持っています。

解説: ISPF では論理画面の最大数は 32 ですが、導入
システムがこれより少なく指定している場合はこれより
少ない数になります。 別の SPLIT コマンドを試みる前
には、画面をクローズしなければなりません。
ユーザー応答: まず画面をクローズしたのちに、SPLIT
コマンドを出す必要があります。

プログラマー応答: スクロール可能域は、その可能域
内に別のスクロール可能域を定義することはできませ
ん。 1 つを残して残りのスクロール可能域を )BODY
セクションに移動することができますが、)BODY セク
ション内に EXTEND(ON) で定義できる区域は 1 つだ
けなので注意してください。 これには、スクロール可
能域、動的区域、図形区域が含まれます。
ISPP612

ISPP609

記憶域が足りません - 正常に別の画面を
開始させるのに十分な記憶域がありませ
ん。 SPLIT コマンドは無効化されます。

解説: ISPF が SPLIT 要求を実行するためには、ユー
ザーの領域で使用可能な記憶域より多い記憶域が必要と
なります。 ユーザー領域を大きくすることで、追加の
記憶域が用意できます。
ユーザー応答: 今より大きな領域サイズで TSO へログ
オンしてください。
ISPP610

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クションの行幅が )BODY セクションの
定義で許されている幅より大きい。

解説: エラー・ボックスに示されている行が、)BODY
セクション内のスクロール可能域を示している行より長
くなっています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )AREA セクション内の行を短くす
るか、パネル定義内のスクロール可能域の定義の幅を大
きくするか、いずれかを行ってください。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クション内には図形区域は定義できませ
ん。

解説: スクロール可能域内に図形区域を定義しようと
する試みが行われました。 これは許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: スクロール可能域に図形区域を定
義することはできません。 スクロール可能域か図形区
域のいずれかを )BODY セクションへ移動してくださ
い。
ISPP613

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クション中ではアクション・バーは定義で
きません。

解説: スクロール可能域内にアクション・バーを定義
しようとする試みが行われました。これは許されませ
ん。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
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するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: スクロール可能域にアクション・
バーを定義することはできません。 アクション・バー
を )BODY セクションへ移動してください。
ISPP614

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クション中では SCROLL(ON) または
EXTEND(ON) で定義する区域は定義でき
ません。

解説: スクロール可能域内に、SCROLL(ON) または
EXTEND(ON) を持つ区域を定義しようとする試みが行
われました。 これは許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: スクロール可能域を持つパネル
に、EXTEND(ON) または SCROLL(ON) を持つ他の区
域を指定することはできません。 EXTEND または
SCROLL の値を OFF に変更してください。
ISPP615

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クションの定義の順番が違います。
)BODY セクションの後で、)INIT、
)REINIT、)PROC、)HELP セクションの
前に定義しなければいけません。

解説: スクロール可能域を定義しようとする試みが行
われましたが、パネル定義内で )AREA セクションが正
しくない順番で指定されました。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )AREA セクションを、)BODY セ
クションの後で、)INIT、)REINIT、)PROC、)HELP セク
ションの前に移動してください (これらのセクションが
パネル定義に指定されている場合)。

ISPP617

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )BODY で
定義された区域セクションに対する
)AREA セクションが定義されていない
か、空の )AREA セクションが定義され
ました。

解説: )BODY セクションにフィールドがスクロール可
能であることを示す属性を持つフィールドが含まれてい
ますが、)AREA セクションが存在しないか、)AREA セ
クション内に行が定義されていません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクション内の属性
AREA(SCRL) を持つフィールドに対して、)AREA セク
ションをコーディングしてください。その区域には、少
なくとも 1 行はなければなりません。
ISPP618

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - パネルの
)BODY セクションで定義されていないセ
クションの、)AREA セクションが定義さ
れています。

解説: )BODY セクションにフィールドがスクロール可
能であることを示す属性を持つフィールドが含まれてい
ますが、そのフィールド名を持つ )AREA セクションが
存在しません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクション内の属性
AREA(SCRL) を持つフィールドに対して、)AREA セク
ションをコーディングしてください。
ISPP620

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 他の情報が
すでに定義されている )AREA に、
)MODEL を定義することはできません。

解説: )MODEL ステートメントをスクロール可能域内
に指定することはできません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
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行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )MODEL セクションを )AREA セ
クション内に定義することはできません。 )BODY セク
ションの一部として )MODEL セクションを作成するこ
とはできます。あるいは、固有の名前を付けた変数をテ
ーブル変数の代りに使用し、その変数をスクロール可能
域に入れることもできます。
ISPP621

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域名は 1
から 8 文字でなければいけません。

解説: )AREA セクション・パネル・ステートメントに
指定した名前が、長過ぎます。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )AREA セクション上の名前は存在
しなければならず、さらに 8 文字以下の長さである必
要があります。
ISPP623

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 縦の長さ
(depth) は数字で指定しなければいけませ
ん。

解説: )AREA セクションに指定された縦の長さに、非
数値文字が含まれています。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )AREA セクション・パネル・ステ
ートメントの DEPTH() パラメーターに指定されたスク
ロール可能域の縦の長さは、数値でなければなりませ
ん。
ISPP624

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )AREA セ
クションで )MODEL は使用できません。

解説: )MODEL ステートメントをスクロール可能域内
に指定することはできません。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )MODEL セクションを )AREA セ
クション内に定義することはできません。 )BODY セク
ションの一部として )MODEL セクションを作成する
か、あるいは、固有の名前を付けた変数をテーブル変数
の代りに使用し、その変数をスクロール可能域に入れて
ください。
ISPP625

解説:
す。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - )BODY セ
クション定義でスクロール可能域は最低
20 の幅で定義しなくてはいけません。

定義されたスクロール可能域の幅が狭すぎま

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: スクロール可能域は少なくとも 20
文字以上の幅が必要です。これは、開始および終了のス
クロール可能属性文字によって定義されます。 幅に
は、属性文字も含まれます。
ISPP626

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域セクシ
ョンに定義された縦の長さは、)AREA セ
クションで定義された行数以下でなくては
いけません。

解説: スクロール可能属性に EXTEND(ON) が指定さ
れたスクロール可能域の場合、)AREA セクション・パ
ネル・ステートメントの DEPTH() パラメーターに指定
された縦の長さは、)AREA セクション内に定義された
行数以下でなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答:

DEPTH() パラメーター内の指定を
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訂正するか、)AREA セクション内の行数を変更するか
してください。
ISPP627

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 区域セクシ
ョンに定義された縦の長さは、)BODY セ
クションのスクロール可能域に定義された
行数以上でなくてはいけません。

解説: DEPTH() パラメーターに指定された縦の長さ
は、)BODY セクション内にスクロール可能域用に定義
された行数以上でなければなりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: パネル・セクション内に定義され
た行数を変更するか、)AREA セクション・パネル・ス
テートメントの DEPTH() パラメーター内に指定された
縦の長さを変更するか、いずれかを行う必要がありま
す。 後者の数値は、スクロール可能域内の最小行数を
指定します (スクロール標識は含みません)。 これ
は、)BODY セクション内の区域に対して定義された行
数以上でなければならず、また、)AREA セクション内
の行数以下でなければなりません。
ISPP628

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 縦の長さの
指定に変数は使用できません。

解説: )AREA セクション・パネル・ステートメントの
DEPTH() パラメーターに、変数が指定されました。 こ
れは許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: スクロール可能域の縦の長さに
は、数値を指定しなければなりません。 後者の数値
は、スクロール可能域内の最小行数を指定します (スク
ロール標識は含みません)。 これは、)BODY セクショ
ン内の区域に対して定義された行数以上でなければなら
ず、また、)AREA セクション内の行数以下でなければ
なりません。

ISPP629

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー EXTEND(OFF) のスクロール可能域
は、)BODY セクション定義において最低
2 行の縦の長さがなければなりません。

解説: EXTEND(OFF) がスクロール可能域に対して指
定されている場合、)BODY セクション内に定義された
スクロール可能域には、少なくとも 2 行はなければな
りません。 スクロール標識に 1 行使用するので、スク
ロールするデータの行が少なくとも 1 行は必要です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: )BODY セクション内に定義された
スクロール可能域へ行を追加するか、スクロール可能域
の属性を EXTEND(ON) へ変更するか、いずれかを行う
必要があります。
ISPP650

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 指定された
縦の長さが画面に収まりません。

解説: DEPTH() パラメーターに指定された縦の長さ
は、パネルの残りの縦の長さへ追加されましたが、大き
すぎて表示装置に収まりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
画面あたりの行が今より多い表示装置に変更してみてく
ださい。
プログラマー応答: )AREA セクション・パネル・ステ
ートメントの DEPTH() パラメーターに指定された縦の
長さを減らすか、)BODY セクション内に定義された非
スクロール可能区域の行数を変更するか、いずれかを行
ってください。
ISPP651

要求されたスクロールを実行するには、カ
ーソルがスクロール可能域内になければな
りません。

解説: 画面をスクロールするコマンドを受け取ったと
き、カーソルがスクロール可能域にありませんでした。
ユーザー応答:
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スクロール機能キーを押す前に、スク

ISPF メッセージ
ロールしたいスクロール可能域内にカーソルを置いてく
ださい。
ISPP652

ISPP657

データの終わり - この行より下には、こ
れ以上情報はありません。

解説: これは通知メッセージです。 図形区域はグルー
プ・ボックス内ではサポートされません。

解説: これは通知メッセージです。 スクロール可能情
報の終わりまでスクロールしました。
ISPP653

プログラマー応答: 3 つの選択肢があります。グルー
プ・ボックス定義をパネルから除去するか、グループ・
ボックスから図形区域を除去するか、図形区域をグルー
プ・ボックスの外側にコーディングするかの 3 つで
す。

データの先頭 - この行より上には、これ
以上情報はありません。

解説: これは通知メッセージです。 スクロール可能情
報の先頭までスクロールしました。
ISPP654

ISPP658

要求されたスクロールを実行するには、ス
クロール可能域が見えなければなりませ
ん。
解説:

解説: パネル上に定義されたスクロール可能域はあり
ますが、表示装置に収まりません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 画面あたりの行数が今
より多い表示装置を使用することによって、スクロール
可能域を見えるようにすることも可能です。
プログラマー応答: スクロール可能域の外側に定義さ
れた行が多過ぎたため、スクロール可能域がパネル上で
は見えない状態になっています。 )BODY セクション内
の非スクロール可能域の行数を減らすか、それらの一部
をスクロール可能域に移動するか、いずれかを行ってく
ださい。
ISPP655

データの終わり - この行より下には、こ
れ以上情報はありません。 ENTER キー
か RIGHT キーを再び押して、次のパネ
ルが定義されているならば、そのパネルを
表示してください。

解説: これは通知メッセージです。 スクロール可能情
報の終わりまでスクロールしました。
ISPP656

データの先頭 - この行より上には、これ
以上情報はありません。 LEFT キーを再
び押して、直前のパネルが定義されている
ならば、そのパネルを表示してください。

解説: これは通知メッセージです。 スクロール可能情
報の先頭までスクロールしました。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 図形区域
は、グループ・ボックス内には定義できま
せん。

画面名が無効です - 画面名は、複数文字
の長さが必要で、すべて英数字でなければ
なりません。さらに、LIST、PREV、
NEXT のいずれの名前にすることもでき
ません。

入力された画面名が無効でした。

ユーザー応答:

| ISPP659
|
|
|
|
|
|
|
|
|

有効な画面名を指定してください。

ISPF START コマンドに有効なアプリケ
ーション名およびパラメーターはすべて、
このフィールドで有効です。 スペースが
さらに必要であれば、拡張 PF キーを押
すと、より長い入力フィールドが入ってい
るポップアップ・ウィンドウが表示されま
す。

解説: このメッセージは、アプリケーション名入力フ
ィールドのフィールド・レベル・ヘルプ・テキストで
す。
ISPP900

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ADDSOSI
の値が無効です (ダイアログ変数ではあり
ません)。

解説: ADDSOSI 組み込み機能内に指定できるのは、ダ
イアログ変数だけです。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ADDSOSI 組み込み機能のパラメー
ターに対しては、ダイアログ変数を指定してください。
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ISPP901

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - DELSOSI
の値が無効です (リテラルでもダイアログ
変数でもありません)。

場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: TWOBYTE 組み込み機能に対して
は、リテラルまたはダイアログ変数だけを指定してくだ
さい。

解説: リテラルまたはダイアログ変数以外のものが
DELSOSI 組み込み機能のパラメーターとして指定され
ました。その場合、機能へのパラメーターは無視されま
す。

ISPP904

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。

解説: 表示しようとしていたパネルの属性文字とし
て、シフトイン文字かシフトアウト文字が使用されまし
た。 これらは、シフトインとシフトアウトの文字をサ
ポートする表示装置上では、有効な属性文字ではありま
せん。

プログラマー応答: DELSOSI 組み込み機能に対して
は、リテラルまたはダイアログ変数だけを指定してくだ
さい。
ISPP902

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - ONEBYTE
の値が無効です (ダイアログ変数ではあり
ません)。

解説: リテラルまたはダイアログ変数以外のものが
ONEBYTE 組み込み機能のパラメーターとして指定され
ました。その場合、機能へのパラメーターは無視されま
す。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: ONEBYTE 組み込み機能に対して
は、リテラルまたはダイアログ変数だけを指定してくだ
さい。
ISPP903

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - TWOBYTE
の値が無効です (ダイアログ変数ではあり
ません)。

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー- 16 進数の
’0E’ と ’0F’ は属性文字としては使えま
せん。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: X'00'、X'0E'、X'0F'、X'40' (ブラン
ク)、またはアンパーサンド (&) 以外の任意の文字を属
性文字として使用してください。
ISPP910

DBCS 以外は不可です - DBCS 文字を入
力してください。

解説: データを入力しようとしているフィールドは、
DBCS (2 バイト文字セット) 文字が必須です。
ユーザー応答: このフィールドには 2 バイト文字のみ
入力してください。
ISPP911

混合形式以外は不可です - 正しい混合形
式の文字を入力してください。

解説: データを入力しようとしているフィールドは、
DBCS (2 バイト文字セット) 文字および EBCDIC (1 バ
イト) 文字の両方を受け入れます。 したがって、DBCS
文字ストリングはシフトアウトとシフトインの文字で囲
まなければなりません。

解説: リテラルまたはダイアログ変数以外のものが
TWOBYTE 組み込み機能のパラメーターとして指定さ
れました。その場合、機能へのパラメーターは無視され
ます。

ユーザー応答: 2 バイト文字ストリングは、シフトア
ウトとシフトインの文字で周りを囲んでフィールドに入
力してください。

ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ

ISPP912
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EBCDIC 以外は不可です - EBCDIC 文字
を入力してください。

解説: データを入力しようとしているフィールドは、
EBCDIC (1 バイト) 文字のみを受け入れます。

ISPF メッセージ
ユーザー応答: このフィールドには、1 バイト文字の
み入力してください。
ISPP913

ADDSOSI のエラー - パネルの初期設定
(INIT) または処理 (PROC) 中に、無効な
ADDSOSI 値 (ダイアログ変数) がありま
した。

解説: ADDSOSI 組み込み機能内に指定された変数名
が、結果として、シフトアウトとシフトインの文字を追
加することができない )INIT セクションまたは )PROC
セクション内の値になりました。
プログラマー応答: パネルの論理を検査して、
ADDSOSI 機能に対して有効なデータが渡されるように
してください。 このエラーを引き起こすデータの例と
して、DBCS または 混合ストリング内に、シフトアウ
トまたはシフトイン文字が 1 個だけある場合や、シフ
トアウトとシフトインの文字が正しく対になっていない
場合が考えられます。
ISPP914

DELSOSI のエラー - パネルの初期設定
(INIT) または処理 (PROC) 中に、無効な
DELSOSI 値 (ダイアログ変数) がありま
した。

解説: DELSOSI 組み込み機能内に指定されたリテラル
または変数名が、結果として、シフトアウトとシフトイ
ンの文字を追加することができない )INIT セクションま
たは )PROC セクション内の値になりました。
プログラマー応答: パネルの論理を検査して、
DELSOSI 機能に対して有効なデータが渡されるように
してください。 このエラーを引き起こすデータの例と
して、対になったシフトアウト / シフトイン文字が含ま
れていないデータなどが考えられます。
ISPP915

TWOBYTE のエラー - パネルの初期設定
(INIT) または処理 (PROC) 中に、無効な
TWOBYTE 値 (ダイアログ変数) があり
ました。

解説: TWOBYTE 組み込み機能内に指定されたリテラ
ルまたは変数名が、結果として、シフトアウトとシフト
インの文字を追加することができない )INIT セクション
または )PROC セクション内の値になりました。
プログラマー応答: パネルの論理を検査して、
TWOBYTE 機能に対して有効なデータが渡されるよう
にしてください。 このエラーを引き起こすデータの例
として、DBCS または 混合ストリング内に、シフトア
ウトまたはシフトイン文字が 1 個だけある場合や、シ
フトアウトとシフトインの文字が正しく対になっていな
い場合が考えられます。

ISPP916

ONEBYTE のエラー - パネルの初期設定
(INIT) または処理 (PROC) 中に、無効な
ONEBYTE 値 (ダイアログ変数) がありま
した。

解説: ONEBYTE 組み込み機能内に指定されたリテラ
ルまたは変数名が、結果として、シフトアウトとシフト
インの文字を追加することができない )INIT セクション
または )PROC セクション内の値になりました。
プログラマー応答: パネルの論理を検査して、
ONEBYTE 機能に対して有効なデータが渡されるように
してください。 このエラーを引き起こすデータの例と
して、DBCS または 混合ストリング内に、シフトアウ
トまたはシフトイン文字が 1 個だけある場合や、シフ
トアウトとシフトインの文字が正しく対になっていない
場合が考えられます。
ISPP917

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 属性指定変
更ステートメント内の、FORMAT 属性を
変更しようとする試みは無効です。

解説: 属性指定変更が、形式を EBDCID から DBCS
へ (あるいは、その逆) 変更しようと試みました。 これ
は許されません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 属性指定変更ステートメント内の
FORMAT を変更することはできません。
ISPP918

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 許される、
属性の最大数 (127) を超えています。

解説: パネルの定義で使用できる属性は、最大 127 個
です。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: パネルで使用される予定の属性の
数を減らしてください。
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ISPP920

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 代替コマン
ド・フィールド名は DBCS 形式フィール
ドです。

解説: 代替コマンド・フィールド ()BODY セクショ
ン・パネル・ステートメント上の CMD()) は、DBCS
形式にすることはできません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 代替コマンド行フィールドを定義
するのに使用する予定の属性の FORMAT 指定を変更し
てください。 FORMAT(EBCDIC) は DBCS 文字を正し
く表示しないので、FORMAT(MIX) を指定することをお
勧めします。
ISPP921

パネル ’aaaaaaaa’ のエラー - 短メッセー
ジまたは長メッセージの代替メッセージ・
フィールド名は、DBCS 形式です。

解説: 代替短 (または、長) メッセージ・フィールド
は、DBCS 形式にすることはできません。
ユーザー応答: 表示を試みたパネルの定義にプログラ
ミング・エラーがありました。 TEST モードで実行し
ている場合は、エラーの指定変更をしてダイアログの実
行の継続を試みるか、エラーの指定変更をしない選択を
するか、どちらを行うことも可能です。 後者を選んだ
場合は、ダイアログは終了し、アプリケーションの最初
のパネルに戻ることになります。
プログラマー応答: 短 (または、長) メッセージ・フィ
ールドを定義するのに使用する予定の属性の FORMAT
指定を変更してください。 FORMAT(EBCDIC) は
DBCS 文字を正しく表示しないので、FORMAT(MIX)
を指定することをお勧めします。
ISPR000

CONTROL サービス・エラー CONTROL サービスから予期しないエラ
ーを受け取りました (戻りコード
aaaaaaaa)。

解説: CONTROL サービスは、戻りコード aaaaaaaa
で実行されました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答:
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混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR001

指定が無効です - 全メンバーが指定され
た場合には、取り出し元データ・セットお
よび受け入れ先データ・セットを同じにす
ることはできません。

解説: ISPPREP では、″*″ (アスタリスク) 表記が全メ
ンバーの処理に使用される場合には、入力用と出力用の
両方に同じデータ・セット名を指定することはできませ
ん。
ユーザー応答:
ください。
ISPR002

出力データ・セットの名前を変更して

パラメーターが欠落しています - バッチ
実行には呼び出しパラメーターが必須で
す。

解説: バッチ実行が要求されましたが、呼び出しパラ
メーターが指定されませんでした。
ユーザー応答: 呼び出し構文を訂正して、必須パラメ
ーターを指定してください。
ISPR003

変数サービスのエラー - 予期しないエラ
ーを変数サービスから受け取りました
(RC=aaaaaaaa)。

解説: 変数サービスのいずれかが、戻りコード
aaaaaaaa で実行されました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR004

表示サービスのエラー - 予期しないエラ
ーを表示サービスから受け取りました
(RC=aaaaaaaa)。

解説: DISPLAY サービスは、戻りコード aaaaaaaa で
実行されました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
ISPR006

メンバー・リストのエラー - 内部メンバ
ー・リスト・サービスのエラーです
(RC=aaaaaaaa)。

解説: メンバー・リスト機能が戻りコード aaaaaaaa
で実行されました。

ISPF メッセージ
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。

ユーザー応答: 報告された問題を訂正したのち、パネ
ルを再処理してください。

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。

ISPR012

ISPR008

LIBDEF サービスのエラー - 予期しない
エラーを LIBDEF サービスから受け取り
ました (RC=aaaaaaaa)。

パネルは未処理 - パネル ’aaaaaaaa’ は変
換されていません。 説明は ISPF ログを
見てください。

解説: パネル aaaaaaaa は変換できませんでした。 見
付かった特定の問題に関するその他のメッセージについ
ては、ISPF ログを参照してください。

解説: LIBDEF サービスは、戻りコード aaaaaaaa で
実行されました。

ユーザー応答: 報告された問題を訂正したのち、パネ
ルを再処理してください。

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。

ISPR013

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR009

FIND サービス・エラー - FIND サービス
から予期しないエラーを受け取りました
(戻りコード aaaaaaaa)。

解説: FIND 機能は、戻りコード aaaaaaaa で実行され
ました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR010

解説:
ん。

ENQUEUE サービス・エラー ENQUEUE サービスから予期しないエラ
ーを受け取りました (戻りコード
aaaaaaaa)。

解説: ISPPREP は、パネル aaaaaaaa を処理すること
ができません。すでに当ユーザーか他のユーザーがその
パネルを使用中だからです。
ユーザー応答: aaaaaaaa パネルの使用を終了したの
ち、再処理してください。
ISPR014

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR011

ユーティリティー - ISPPREP - パネル
’aaaaaaaa’ は変換されていません。前の
ログ・メッセージを見てください。

解説: パネル aaaaaaaa は変換できませんでした。 直
前のログ・メッセージには、見付かった特定の問題につ
いて述べられています。

パネルは使用中 - パネル ’aaaaaaaa’ はす
でに自分か他のユーザーが使用中です。

解説: ISPPREP は、パネル aaaaaaaa を処理すること
ができません。すでに当ユーザーか他のユーザーがその
パネルを使用中だからです。
ユーザー応答: aaaaaaaa パネルの使用を終了したの
ち、再処理してください。
ISPR015

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。

ユーティリティー - ISPPREP - パネル
’aaaaaaaa’ はすでに自分か他のユーザー
が使用中です。

解説:
ん。

DEQUEUE サービス・エラー DEQUEUE サービスから予期しないエラ
ーを受け取りました (戻りコード
aaaaaaaa)。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR016

解説:
ん。

STOW サービス・エラー - STOW サー
ビスから予期しないエラーを受け取りまし
た (戻りコード aaaaaaaa)。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR017

解説:
ん。

出力で入出力エラー - PUT サービスから
予期しないエラーを受け取りました (戻り
コード aaaaaaaa)。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR018

解説:
ん。

出力サービス・エラー - 出力サービスか
ら予期しないエラーを受け取りました (戻
りコード aaaaaaaa)。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPR019

新メンバー名を入力する - 取り出し元と
受け入れ先のデータ・セットが同じ場合に
は、メンバーの名前を付け変える必要があ
ります。

解説: ISPPREP では、出力データ・セット名と入力デ
ータ・セット名が同じである場合は、出力メンバー名を
入力メンバー名と同じにすることはできません。
ユーザー応答: 出力メンバーには異なるメンバー名を
指定してください。
ISPR020

aaaaaaaa パネルの変換を実行中です bbbbbbbb パネルを処理しました。

解説: これは通知メッセージです。 これは、単一の
ISPPREP サイクル内で 50 より多いパネルが処理され
るとき、50 パネル処理されるごとに出される状況メッ
セージです。
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ISPR021

ユーティリティー - ISPPREP - パネル
’aaaaaaaa’ はすでに出力データ・セット
に存在します。

解説: 出力パネル aaaaaaaa はすでに出力データ・セ
ットに存在しているが、メンバー置き換えは指定されま
せんでした。
ユーザー応答: メンバー置き換えを指定するか、異な
る出力パネル名を選択するかしてください。
ISPR022

パネルは処理されません - Panel
’aaaaaaaa’ はすでに出力データ・セット
に存在します。

解説: 出力パネル aaaaaaaa はすでに出力データ・セ
ットに存在しているが、メンバー置き換えは指定されま
せんでした。
ユーザー応答: メンバー置き換えを指定するか、異な
る出力パネル名を選択するかしてください。
ISPR023

aaaaaaaa パネルの変換を実行中です。

解説: これは通知メッセージです。 これは、ISPPREP
処理サイクルが開始されるときに出される状況メッセー
ジです。
ISPR024

ユーティリティー - ISPPREP - データ・
セット ″aaaaaaaa″ にはメンバーが含まれ
ていません。

解説: ISPPREP への入力として指定されたデータ・セ
ット aaaaaaaa(44) には、メンバーがありません。
ユーザー応答:
い。
ISPR025

データ・セット名を確認してくださ

メンバーがありません - データ・セット
″aaaaaaaa″ にはメンバーが含まれていま
せん。

解説: ISPPREP への入力として指定されたデータ・セ
ット aaaaaaaa(44) には、メンバーがありません。
ユーザー応答:
い。
ISPR026

データ・セット名を確認してくださ

ユーティリティー - ISPPREP - パネル
’aaaaaaaa’ は PDS のディレクトリーに
含まれていません。

解説: ISPPREP が、入力データ・セットディレクトリ
ーにメンバー aaaaaaaa を見付けることができませんで
した。

ISPF メッセージ
ISPR027

メンバーが見付からない - パネル
’aaaaaaaa’ は PDS のディレクトリーに
含まれていません。

解説: ISPPREP が、入力データ・セットディレクトリ
ーにメンバー aaaaaaaa を見付けることができませんで
した。
ISPR028

出力論理レコード長無効 - ISPPREP 出
力データ・セットに無効な論理レコード長
があります。有効な論理レコード長は FB
の場合 80 から 160、VB の場合 84 か
ら 164 の間です。

解説: この出力データ・セットのレコード長は、ISPF
ではサポートされません。

ISPR035

解説:

一部のパネルは変換できませんでした。

ユーザー応答: ISPF ログ・メッセージを参照して、変
換の失敗についての情報を入手してください。これは、
変換されなかったパネルごとに出されています。
ISPR037

ISPR030
解説:

これは通知メッセージです。

ISPR031
解説:

パネル変換完了 - ’aaaaaaaa’ パネルの変
換に成功しました。

これは通知メッセージです。

ISPR034

解説:

ユーティリティー - 前処理 - ’aaaaaaaa’
パネルの変換に成功しました。

これは通知メッセージです。

ISPR033
解説:

パネル aaaaaaaa を変換 - パネル
’aaaaaaaa’ の変換に成功しました。

これは通知メッセージです。

ISPR032
解説:

ユーティリティー - 前処理 - パネル
’aaaaaaaa’ の変換に成功しました。

ユーティリティー - 前処理 - aaaaaaaa
パネルを変換できません。 bbbbbbbb パネ
ルは変換に成功しました。

受け入れ先データ・セット aaaaaaaa

解説: これは通知メッセージです。 これは、ISPPREP
変換サイクルの終わりに書き出された ISPF ログ・メッ
セージの一部です。 このメッセージは、入力データ・
セットの全メンバーの変換が完了した場合か、あるい
は、単一のメンバーが変換されたときに出力メンバー名
が入力メンバー名と同じ名前である場合か、いずれかの
場合に出されます。
ISPR039

受け入れ先データ・セット aaaaaaaa、新
しい名前 = bbbbbbbb

解説: これは通知メッセージです。 これは、ISPPREP
変換サイクルの終わりに書き出された ISPF ログ・メッ
セージの一部です。 このメッセージは、単一のメンバ
ーが変換されたときに出力メンバー名が入力メンバー名
と異なる場合に、ISPR038 の代りに出されます。
ISPR040

解説:
ん。

入力パラメーター・エラー - 必須キーワ
ード・パラメーター INPAN がありませ
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: INPAN キーワードと入力データ・セッ
ト名を指定してください。
ISPR041

一部のパネルは変換できませんでした。

ユーザー応答: 直前の ISPF ログ・メッセージを参照
して、変換の失敗についての情報を入手してください。
これは、変換されなかったパネルごとに出されていま
す。

取り出し元データ・セット aaaaaaaa

解説: これは通知メッセージです。 これは、ISPPREP
変換サイクルの終わりに書き出された ISPF ログ・メッ
セージの一部です。
ISPR038

ユーザー応答: 固定ブロック化データ・セットの場合
は 80 から 160 の間のレコード長を持つ出力データ・
セット、可変ブロック化データ・セットの場合は 84 か
ら 164 の間のレコード長を持つ出力データ・セットを
使用してください。

パネルは未変換 - aaaaaaaa パネルを変換
できません。 bbbbbbbb パネルは変換に成
功しました。

解説:
ん。

入力パラメーター・エラー - INPAN およ
び OUTPAN データ・セット名は、固有
でなければなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 入力用と出力用に異なるデータ・セッ
ト名を指定してください。
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ISPR042

解説:
ん。

入力パラメーター・エラー - 入力ストリ
ング ″aaaaaaaa″ に構文エラーか無効なキ
ーワードが含まれています。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ください。
ISPR043

解説:
ん。

入力パラメーター・エラー - 入力ストリ
ング ″aaaaaaaa″ に重複または矛盾するキ
ーワードが含まれています。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ください。
ISPR044

解説:
ん。

構文 ″aaaaaaaa″ を訂正し、再処理して

入力パラメーター・エラー - 出力メンバ
ー名は全入力ライブラリーを選択した場合
無効です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ISPR045

解説:
ん。

構文 ″aaaaaaaa″ を訂正し、再処理して

出力メンバー名を除去してください。

入力パラメーター・エラー - 必須キーワ
ード・パラメーター OUTPAN がありま
せん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: OUTPAN キーワードと出力データ・セ
ット名を指定してください。

| ISPR050
|
|
|

システム異常終了 aaaaaaaa - パネル
bbbbbbbb の処理中にアベンド aaaaaaaa
が起こりました。 パネル出力ライブラリ
ー cccccccc がいっぱいです。

| 解説: システム異常終了 D37 が、示されたパネルの処
| 理中に発生しました。
| プログラマー応答: 出力パネル・ライブラリーのサイ
| ズを大きくし、必要ならば圧縮してください。
| 問題判別: TSO プロファイルが WTPMSG および
| MSGID に設定されているかどうか、確認してくださ
| い。こう設定することで、システム異常終了メッセージ
| をこのエラーからも見ることができるので、補足情報を
| システム資料から得ることができます。
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| ISPR051
|
|
|
|

システム異常終了 aaaaaaaa - パネル
bbbbbbbb の処理中にアベンド aaaaaaaa
が起こりました。パネル出力ライブラリー
cccccccc またはパネル出力ボリュームが
いっぱいです。

| 解説: システム異常終了 B37 または E37 が、パネル
| 出力ライブラリーの処理中に見付かりました。
|
|
|
|
|
|

プログラマー応答: これらの異常終了コードについ
て、システム資料を参照してください。 データ・セッ
トは、エクステントからである必要があり、また、今よ
り大きな割り振りを必要としています。 さらに、パッ
クが満杯である場合、追加のレコードを書くための余地
がありません。

| システム・プログラマー応答: 異なるパックを指し示
| すか、パックが現在いっぱいである場合は既存のパック
| で使用可能なスペースをつくるか、してください。
|
|
|
|
|

問題判別: TSO プロファイルが WTPMSG および
MSGID に設定されているかどうか、確認してくださ
い。こう設定することで、システム異常終了メッセージ
をこのエラーからも見ることができます。 補足情報も
システム資料から入手することができます。

| ISPR053
|
|

ESTAE のエラー - aaaaaaaa が、ESTAE
から戻りコード bbbbbbbb を受け取りまし
た。

| 解説: ESTAE マクロでエラーが起きました。
| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。
| システム・プログラマー応答: ESTAE マクロが出す戻
| りコードについて調べるには、ESTAE マクロのシステ
| ム資料を適宜参照してください。
| ISPR054
|
|

システム異常終了 aaaaaaaa - パネル
bbbbbbbb の処理中にアベンド aaaaaaaa
が起こりました。

| 解説: システム異常終了がパネルの処理中に発生しま
| した。
| ユーザー応答: 問題の原因を見付けるためにユーザー
| のシステム資料を参照するか、システム・プログラマー
| に連絡するかしてください。
|
|
|
|
|
|

システム・プログラマー応答: 異常終了コードがパネ
ル出力データ・セット内のスペース不足を示している場
合は、不要なメンバーを削除するか、データ・セットを
圧縮するか、あるいはその両方を試してみてください。
必要であれば、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。

ISPF メッセージ
ISPS001

端末出力エラー - ** ISPF 画面出力エラ
ー - コード = aaaaaaaa **

解説: 画面表示データ・ストリーム内にエラーがあり
ました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 表示画面エラーのリス
トについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参
照してください。
ISPS002

端末入力エラー - ** ISPF 画面入力エラ
ー - コード = aaaaaaaa **

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 表示画面エラーのリス
トについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参
照してください。
ISPS008
解説:

これは通知メッセージです。

ISPS009

解説: 画面表示データ・ストリーム内にエラーがあり
ました。

解説:

ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。

ISPS011

システム・プログラマー応答: 表示画面エラーのリス
トについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参
照してください。

解説:

ISPS003

解説:

これは通知メッセージです。

ISPS004
解説:

追跡 - TPUT - - Tldaaaaaaaa 長さ
=bbbbbbbb オプション=cccccccc 最後の 4
バイト=dddddddd

追跡 - TGET - - Tldaaaaaaaa 長さ
=bbbbbbbb オプション=cccccccc

これは通知メッセージです。

ISPS006

端末 TPUT エラー - ** ISPF 画面出力エ
ラー - コード = aaaaaaaa - TPUT RC =
bbbbbbbb **

解説: 画面表示データ・ストリーム内にエラーがあり
ました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 表示画面エラーのリス
トについては、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参
照してください。
端末 TGET エラー - ** ISPF 画面入力エ
ラー - コード = aaaaaaaa - TGET RC =
bbbbbbbb **

解説: 画面表示データ・ストリーム内にエラーがあり
ました。

解説テスト行 - aaaaaaaa 現行パネル =
bbbbbbbb 前パネル = cccccccc 最後の
MSG = dddddddd

これは通知メッセージです。
PMD の ATTACH 用に 32K が確保でき
ない - ** 論理画面要求は処理されません
でした - 記憶域が足りません **

記憶域の獲得が失敗しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーの領域サイズ
が ISPF の最小記憶域要件を満たしているか確認してく
ださい。
ISPS012

解説:

ISPS013

解説:

ISPS011 に対するユーザー処置 - **
SIZE パラメーターを大きくしてログオン
してください **

これは通知メッセージです。
PMD が ATTACH できない - ** 論理画
面要求は処理されませんでした ATTACH RC= aaaaaaaa **

タスクが処理できませんでした。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: ATTACH マクロが失敗しました。
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPS014

ISPS007

データ: 16 進 = aaaaaaaa、EBCDIC =
’bbbbbbbb’

解説:

ATTACH 後、即時 PMD 終了 - ** 論理
画面要求は処理されませんでした ABEND aaaaaaaa **

タスクが処理できませんでした。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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システム・プログラマー応答: 異常終了コードが ISPF
ユーザー異常終了コードである場合は、失敗がユーザー
環境によって引き起こされた可能性を検討してくださ
い。 異常終了がシステム異常終了である場合は、サブ
タスク・ダンプをとって異常終了の理由を判別してくだ
さい。
ISPS015

解説:

ISPS013、ISPS014 のユーザー処置 - **
システム・プログラマーまたはダイアログ
の開発担当者に連絡してください **

これは通知メッセージです。

ISPS016

PROC セクションの基本オプション・メ
ニューの処理が終るまで異常終了回復は行
われません - 基本オプション・メニュー
が完全に終了するまでダイアログ・エラー
回復は行われません。

解説: これは通知メッセージです。 ISPF エラー回復
は、基本オプション・メニューで押した ENTER キーの
処理が終了するまで使用不能です。
ISPS017

DM という名前の、エラーが起きていな
い基本オプション・メニューの前にエラー
が起きました - ダイアログ・マネージャ
ーが初期設定される前にダイアログ・エラ
ーが起きました。

解説: これは通知メッセージです。 ISPF エラー回復
は、基本オプション・メニューで押した ENTER キーの
処理が終了するまで使用不能です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログが失敗した理由を判別
してください。 基本オプション・メニューを指定し
て、ISPF エラー回復を使用可能にすることができま
す。
ISPS018

ZISPFRC 値 (’aaaaaaaa’) が無効。非数字
文字を検出。

解説: ZISPFRC の値には、数値が入らなければなりま
せん。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログが ZISPFRC へ数値を
戻すかどうか、確認してください。

ISPS019
解説:
す。

ZISPFRC 値 (’aaaaaaaa’) が無効。指定可
能な範囲外の値。

ZISPFRC へ戻された値が 16777215 を超えま

ユーザー応答:
い。

プログラマー応答:
ください。
ISPS100
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ZISPFRC へ戻される値を訂正して

サービス名が無効です - ’aaaaaaaa’ が許
される長さである 8 を超えています。

解説: ユーザーが ISPF サービスを呼び出しました
が、サービス名の長さが 8 文字の制限を超えていまし
た。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
い。
ISPS101

解説:
ん。

ISPF サービス名を訂正してくださ

サービス名が欠落しています - ダイアロ
グ・サービス要求名が見付かりませんでし
た。

ISPF はどのサービスを実行するのかわかりませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログを訂正して、ISPF サー
ビス名を与えるようにしてください。
ISPS102

解説:

サービス名が無効です - ’aaaaaaaa’ は認
識されているダイアログ・サービス名では
ありません。

ISPF サービス名が無効です。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログを訂正して、有効な
ISPF サービス名を与えるようにしてください。
ISPS103

パラメーターが多過ぎます - 予期しない
パラメーターがダイアログ・サービス・ス
テートメントで見付かりました。

解説: ユーザーが、多過ぎるパラメーターを指定して
ISPF サービスを呼び出しました。
ユーザー応答:
い。
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プログラマー応答: ISPF サービスを使用して渡される
パラメーターを訂正してください。
ISPS104

サブフィールドにエラーがありました ’aaaaaaaa’ キーワードのサブフィールド
で、エラーが見付かりました。

解説: ISPF サービスが呼び出されたときに、サービ
ス・キーワードの数値トークンにエラーが見付かりまし
た。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF サービス、キーワード (メッ
セージに表示されているもの)、および、対応するサブフ
ィールドの使用法を訂正してください。
ISPS105

キーワードが無効です - ’aaaaaaaa’ は、
このサービスに対して有効なキーワードで
はありません。

ISPS108

長さが無効です - パラメーター
’aaaaaaaa’ が許される長さを超えていま
す。

解説: ISPF サービスは、パラメーターがこのサービス
に対して許される長さを超えたため、実行することがで
きません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ださい。
ISPS109

解説:

パラメーターの長さを訂正してく

予期しないリストが見付かりました - 名
前のリストが、リストが予期されない場所
で見付かりました。

ISPF サービスは実行できません。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: 無効なキーワードが、ISPF サービスを呼び出す
ときに使用されました。

プログラマー応答: 実行しようとした ISPF サービス
の構文を訂正してください。

ユーザー応答:
い。

ISPS110

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: この ISPF サービスに対して有効
なキーワードを入力してください。
ISPS106

サブフィールドが欠落しています ’aaaaaaaa’ にはサブフィールドが必須で
す。サブフィールドが見付かりませんでし
た。

解説: ISPF サービス呼び出しのキーワードにはサブフ
ィールドが必須ですが、見付かりませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ださい。
ISPS107

必須サブフィールドを指定してく

必須パラメーターが欠落しています - こ
のサービスに対する必須パラメーターのう
ち、全部は見付かりませんでした。

解説: ISPF サービスは、必須パラメーターすべてが指
定されるまで、実行することができません。
ユーザー応答:
い。

リスト内の項目が多過ぎます - リスト内
の名前の数が aaaaaaaa を超えています。

解説: ISPF サービスが名前リスト・パラメーターで呼
び出されましたが、リスト内の名前の数がメッセージに
指定された値を超えています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ださい。
ISPS111

ISPF サービスの構文を訂正してく

サービス・ストリングが長過ぎます - 変
数置換の後に、最大長である 32767 バイ
トを超えてしまいます。

解説: ISPF サービスを呼び出すためのストリングが、
変数置換の後に、最大長である 32767 バイトを超えて
しまいます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ださい。

ISPF サービスの構文を訂正してく

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: このサービスの必須パラメーター
を指定してください。
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ISPS112

変数置換のエラー - ISPEXEC ステート
メントで記号変数を置換処理中に重大エラ
ーが起きました。

解説: ISPEXEC ステートメント上の変数が置換処理で
きませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログ内の ISPEXEC ステー
トメントを訂正してください。
ISPS113

名前リストが無効です - 名前リストは、
左括弧で始めなければなりません。

解説: ISPF サービスの名前リスト・パラメーターに左
括弧が欠落しています。 ISPF サービスの名前リスト・
パラメーターが複数の名前で構成されている場合は、括
弧で囲まなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラーのある ISPEXEC ステート
メントを訂正してください。
ISPS114

キーワードが矛盾しています - キーワー
ド ’aaaaaaaa’ が、前に指定したキーワー
ドと矛盾します。

解説: ISPF サービスが、キーワード指定にエラーがあ
ったため実行できませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラーのある ISPEXEC ステート
メントを訂正してください。
ISPS115

キーワードが無効です - ’aaaaaaaa’ は、
指定されたパラメーター位置では無効で
す。

ISPS116

PDF サービスが使用不能です - ISPF の
PDF 構成要素をロードするのに必要な記
憶域が足りません。

解説: ISPF の PDF 構成要素をロードしようとしてい
るときに、エラーが起きました。 このエラーは、PDF
構成要素に対して記憶域が不足していることを示してい
ます。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーの領域サイズ
が ISPF の最小要件を満たしているかどうか、確認して
ください。 問題が継続する場合は、弊社サポート部門
まで連絡してください。
ISPS117

サービス要求が無効です - ’aaaaaaaa’ サ
ービスは、ISPEXEC インターフェースで
は使用できません。

解説: ISPEXEC インターフェースを使用する場合は複
数サービスはいくつかのサービスが使用できませんが、
ISPLINK インターフェースを使用する場合はそれらのサ
ービスは使用可能です。 メッセージに示されたサービ
スは、ISPEXEC インターフェースで使用することので
きないサービスの 1 つです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログを訂正して、ISPEXEC
インターフェースに対して有効な ISPF サービスのみを
使用するようにしてください。
ISPS119

無効なサービスです - ’aaaaaaaa’ サービ
スはバッチ環境ではサポートされません。

解説: メッセージにリストされたサービスは、バッチ
環境ではサポートされません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: ISPF サービスが構文に問題があるため実行でき
ませんでした。

プログラマー応答: エラーのある ISPEXEC ステート
メントを訂正してください。

ユーザー応答:
い。

ISPS190

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラーのある ISPEXEC ステート
メントを訂正してください。

ADDPOP が指定されませんでした FRAME または BKGRND キーワード
が、SELECT ステートメント上で
ADDPOP キーワードが見付かるより前
に、指定されました。

解説: FRAME または BKGRND を指定する前に、
ADDPOP キーワードを指定してください。
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プログラマー応答: SELECT サービス・パラメーター
を訂正してください。

は、弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPS202

ISPS191

フレーム・タイプが無効です - 無効な
FRAME の値が、SELECT サービスに指
定されました。 有効な値は、STD、FIX
または DLG です。

SNAP ダンプが生成されました - SNAP
ダンプの生成が完了しました。

解説: MVS SNAP マクロが出され、中心 (incore) 端末
追跡バッファーのダンプが生成されました。

解説: FRAME キーワードが受け入れる値は、
FRAME(STD)、FRAME(FIX)、FRAME(DLG) だけで
す。

ISPS203

プログラマー応答: SELECT サービス・パラメーター
を訂正してください。

解説: SNAP マクロを正常に実行するには、DD 名を
指定する必要があります。

ISPS192

背景が無効です - 無効な BKGRND の値
が SELECT サービスに指定されました。
有効な値は、STD または DLG です。

ユーザー応答: DD 名を指定する方法については、
ISPF 対話開発者用 手引きと解説 の ENVIRON コマン
ドの項を参照してください。

解説: BKGRND キーワードが受け入れる値は、
BKGRND(STD) または BKGRND(DLG) だけです。

ISPS204

プログラマー応答: SELECT サービス・パラメーター
を訂正してください。

解説:

パラメーターが矛盾します - WSCMD が
他のキーワードと矛盾します。

解説: WSCMD キーワードと矛盾するキーワードが見
付かりました。 たとえば、WSCMD と PANEL の両方
を同じコマンド内で使用することはできません。
プログラマー応答: WSCMD キーワードがどのように
使用されているかを確認し、矛盾を取り除いてくださ
い。
SNAP マクロ・エラー - SNAP マクロ・
エラー - aaaaaaaa DD 名が割り振られて
いません。

パラメーターが矛盾します - WSCMD が
他のキーワードと矛盾します。

解説: WSCMD キーワードと矛盾するキーワードが見
付かりました。 たとえば、WSCMD と PANEL の両方
を同じコマンド内で使用することはできません。
プログラマー応答: WSCMD キーワードがどのように
使用されているかを確認し、矛盾を取り除いてくださ
い。
ISPS291

ISPS200

SNAP ダンプが進行中です - SNAP ダン
プの処理が現在進行中です。

これは通知メッセージです。

ISPS290
ISPS193

SNAP マクロ・エラー - SNAP マクロ・
エラー - SNAP マクロに対して DD 名
が指定されませんでした。

WSCMD ストリングが長過ぎます SELECT WSCMD に指定されたパラメー
ターが長過ぎます。

解説: DD 名は、SNAP マクロを実行する前に割り振
りしておく必要があります。

解説: SELECT サービスの WSCMD パラメーター内の
テキストが、許される最大長である 255 より長くなっ
ています。

ユーザー応答: SNAP マクロの実行中に使用するため
に選択された DD 名は、割り振られていなければなり
ません。

プログラマー応答: テキストは、変数に入れて
SELECT WSCMDV パラメーターを使用すれば、このテ
キストでも使用可能になります。

ISPS201

解説:

SNAP マクロ・エラー - SNAP マクロか
ら、エラーが戻りコード aaaaaaaa で返さ
れました。

SNAP マクロの実行は成功しませんでした。

ユーザー応答: 失敗が継続する場合は、システム・プ
ログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答:

失敗が継続する場合

ISPS292

WSCMDV 変数のエラー - SELECT
WSCMDV に指定された変数が、定義さ
れていないか、内容がブランクか、255
文字より長いか、いずれかの状態になって
います。

解説: ISPF が SELECT WSCMDV サービスに指定さ
れた変数を処理しようとしていたときに、エラーが見付
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かりました。 変数が定義されていない可能性がありま
す。 変数が定義されている場合は、内容がブランクで
あるか、許される最大長の 255 文字より長いか、いず
れかの可能性があります。

ーブルの復元を試してみたのち、アプリケーションを再
試行してください。 問題が解決しない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。

プログラマー応答:
してください。

ISPT004

ISPT001

変数の内容を確認したのち、訂正

内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が無効
な DTA または DTB 制御ブロックを見
付けました。

解説: ISPF が無効なテーブル制御ブロックを検出しま
した。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマー応答: 内部テーブル制御ブロ
ックが無効です。 これは、記憶オーバーレーの問題の
可能性があります。 この失敗が特定のアプリケーショ
ンで起きる場合は、そのアプリケーションに破壊移動ス
テートメントまたはその他のオーバーレー問題がないか
どうか、確認してください。 失敗が継続する場合は、
強制的にダンプをとって、弊社サポート部門まで連絡し
てください。
ISPT002

内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が無効
なサービス要求または RDA を見付けま
した。

解説: ISPF が無効なテーブル制御ブロックを検出しま
した。

解説: エラーが、内部テーブル制御ブロックを構築中
に見付かりました。
ユーザー応答:
い。

ISPT005

ISPT003

内部テーブルのエラー - 行データ域が、
更新された行を入れるだけの充分な大きさ
をもっていません。

解説: RDA 制御ブロックが、修正された行を入れるの
に十分な大きさではありません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマー応答:
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内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が正し
くない名前の値の作業域を見付けました。

解説: エラーが、内部テーブル制御ブロックで見付か
りました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマー応答: バックアップからのテ
ーブルの復元を試してみたのち、アプリケーションを再
試行してください。 問題が解決しない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマー応答: 内部テーブル制御ブロ
ックが無効です。 これは、記憶オーバーレーの問題の
可能性があります。 この失敗が特定のアプリケーショ
ンで起きる場合は、そのアプリケーションに破壊移動ス
テートメントまたはその他のオーバーレー問題がないか
どうか、確認してください。 失敗が継続する場合は、
強制的にダンプをとって、弊社サポート部門まで連絡し
てください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマー応答: バックアップからのテ
ーブルの復元を試してみたのち、アプリケーションを再
試行してください。 問題が解決しない場合は、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。

ISPT006
ユーザー応答:
い。

内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が
SAWA の作成時にエラーを検出しまし
た。

変数サービスのエラー - aaaaaaaa が、
ISPDVCGT から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

解説: テーブル行の変数を取り出そうとしたときに、
エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: このエラーは起きるべ
きでないエラーです。 これは、記憶オーバーレー状態
によって引き起こされた可能性があります。 弊社サポ
ート部門まで連絡してください。
ISPT007

ルーター・サービスのエラー - aaaaaaaa
はシステムで定義されていないテーブル・
サービスです。

解説: 無効な内部テーブル・サービス要求が出されま
した。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

ISPF メッセージ
システム・プログラマー応答: ISPF が、無効なテーブ
ル・サービス要求を内部インターフェースを通じて出し
ました。 このエラーは起きるべきでないエラーです。
エラー時点のダンプを入手して、弊社サポート部門まで
連絡してください。
ISPT008

解説:

GETMAIN のエラー - aaaaaaaa が、
GETMAIN から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

GETMAIN マクロが失敗しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 戻りコード情報につい
ては、GETMAIN マクロのシステム資料を適宜参照して
ください。
ISPT009

解説:

FREEMAIN のエラー - aaaaaaaa が、
FREEMAIN から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

FREEMAIN マクロが失敗しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 戻りコード情報につい
ては、FREEMAIN マクロのシステム資料を適宜参照し
てください。
ISPT010

内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が正し
くない名前のリストの作業域を見付けまし
た。

解説: エラーが、内部テーブル制御ブロックを構築中
に見付かりました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: バックアップからのテ
ーブルの復元を試してみたのち、アプリケーションを再
試行してください。 問題が解決しない場合は、弊社サ
ポート部門に連絡してください。
ISPT011

解説:

DEQUEUE のエラー - aaaaaaaa が、
DEQUEUE から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

DEQUEUE マクロでエラーが起きました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:

ては、DEQUEUE マクロのシステム資料を適宜参照して
ください。
ISPT012

解説:

ENQUEUE のエラー - aaaaaaaa が、
ENQUEUE から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

ENQUEUE マクロでエラーが起きました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 戻りコード情報につい
ては、ENQUEUE マクロのシステム資料を適宜参照して
ください。
ISPT013

内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が
TFD 構築から戻りコード bbbbbbbb を受
け取りました。

解説: エラーが、内部制御ブロックを構築中に見付か
りました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPT014

解説:

弊社サポート部門まで

RDJFCB のエラー - aaaaaaaa が、
RDJFCB から戻りコード bbbbbbbb を受
け取りました。

RDJFCB マクロでエラーが起きました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 戻りコード情報につい
ては、RDJFCB マクロのシステム資料を適宜参照してく
ださい。
ISPT015

解説:

BLDL/FIND のエラー - aaaaaaaa が、
BLDL/FIND から戻りコード bbbbbbbb を
受け取りました。

BLDL/FIND マクロでエラーが起きました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 戻りコード情報につい
ては、BLDL/FIND マクロのシステム資料を適宜参照し
てください。

戻りコード情報につい

第1章 ISPF メッセージ

205

ISPF メッセージ
ISPT016

PUT の I/O エラー - aaaaaaaa が共通の
PUT から I/O エラーの通知を受け取りま
した。

解説: テーブル・メンバーの書き込みの過程で、入出
力エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

v テーブル出力ライブラリーがライブラリーを連結する
ことはできません。
v 実入出力エラーが起きた可能性があります。 PDF 表
示 (Browse) でテーブル出力ライブラリーを表示し
て、入出力エラーがテーブル・サービスの外側で起き
たのかどうか見てください。
v テーブル・ライブラリー割り振りに適切でない DCB
パラメーターがある可能性があります。テーブル・ラ
イブラリーは、80 バイト・レコードの区分データ・
セット (固定ブロック) である必要があります。
GET で入出力エラーが起きました aaaaaaaa が、共通 GET から入出力エラ
ー指示を受け取りました。

解説: テーブル・メンバーを読み取ろうとしていたと
きに、入出力エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 以下に、考えられる原
因をあげました。ISPTLIB (または、該当するテーブル
入力ライブラリー) に、それらがあてはまらないかどう
か確認してください。
v テーブル入力ライブラリーは、連結データ・セットに
対して矛盾する DCB 情報をもっている可能性があり
ます。
v 実入出力エラーが起きた可能性があります。 PDF 表
示 (Browse) でテーブル入力ライブラリーを表示し
て、入出力エラーがテーブル・サービスの外側で起き
たのかどうか見てください。
ISPT018

解説:

STOW のエラー - aaaaaaaa が、STOW
から戻りコード bbbbbbbb を受け取りまし
た。

STOW マクロでエラーが起きました。

ユーザー応答:
ださい。
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ISPT019

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 以下の考えられる原因
がないかどうか、ISPTABL、ISPPROF、およびその他の
該当するテーブル出力ライブラリーを検査してくださ
い。

ISPT017

システム・プログラマー応答: 戻りコード情報につい
ては、STOW マクロのシステム資料を適宜参照してくだ
さい。

システム・プログラマーに連絡してく
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内部テーブルのエラー - aaaaaaaa がテー
ブル削除から戻りコード bbbbbbbb を受け
取りました。

解説: 活動状態のチェーンから DTB 制御ブロックを
除去しようとしているときに、エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 記憶オーバーレーが起
きた可能性があります。 記憶オーバーレー問題の可能
性はないかユーザー・プログラムすべてを調べたのち、
ダイアログを再実行してください。 問題が解決しない
場合は、弊社サポート部門に連絡してください。
ISPT021

パラメーターが矛盾しています - TBSKIP
サービス要求が行番号および行 ID を指定
しています。

解説: TBSKIP サービスの相互に排他的なパラメーター
が、出されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: エラーを起こしたパラ
メーターは、外部パラメーターではありません。 この
エラー・メッセージは、エラーのある内部呼び出しの結
果としてのみ、生成されるものです。 失敗を再現する
のに必要な手順を判別したのち、弊社サポート部門まで
連絡してください。
ISPT022

予期しない EOF です - テーブル・メン
バーの読み取り中、予期しないファイル終
わり (end-of-file) を受け取りました。

解説: テーブル・メンバーの読み取り中に、予期しな
いときにファイルの終わりに到達してしまいました。
テーブル内にはまだレコードが存在しているはずです。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: テーブルが使用不能な
ので、バックアップから復元する必要があります。

ISPF メッセージ
ISPT023

WRITE/NOWRITE が矛盾しています テーブル aaaaaaaa に対する TBOPEN
が、矛盾している WRITE/NOWRITE オ
プションを指定しています。

解説: テーブルを SHARE パラメーターでオープンし
ようとしましたが、WRITE/NOWRITE オプションが、
他の画面ですでに使用しているオプションと矛盾しまし
た。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: SHARE パラメーターを TBOPEN
と一緒に使用する場合は、テーブルを共用する各画面で
使用されているのと同じ WRITE/NOWRITE オプション
を使用しなければなりません。 分割画面間でテーブル
を共用しようとしているダイアログでは、同じ共用テー
ブルに対しては、すべて WRITE を使用するか、または
すべて NOWRITE を使用するか、いずれかにするよう
にしてください。
ISPT024

入出力でエラーが起きました - 予期しな
い戻りコード aaaaaaaa が CDG/CDP か
ら返されました。 RC=13 はディスクが
満杯であることを示しています。

解説: テーブル・メンバーへの入出力中に、予期しな
いエラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: テーブル・メンバーは
使用不能です。 バックアップ・コピーからテーブル・
メンバーを復元してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ESTAE マクロが出す戻
りコードについて調べるには、ESTAE マクロのシステ
ム資料を適宜参照してください。
ISPT027

システム異常終了 aaaaaaaa - テーブル
bbbbbbbb の処理中に異常終了 aaaaaaaa
が発生しました。

解説: システム異常終了がテーブルの処理中に発生し
ました。
ユーザー応答: 問題の原因を見付けるためにユーザー
のシステム資料を参照するか、システム・プログラマー
に連絡するかしてください。
システム・プログラマー応答: 異常終了コードがテー
ブル出力データ・セット内のスペース不足を示している
場合は、不要なメンバーを削除するか、データ・セット
を圧縮するか、あるいはその両方を試してみてくださ
い。 必要であれば、弊社サポート部門まで連絡してく
ださい。

弊社サポート部門まで

解説: 読み取りされるテーブルに、必須である見出し
がありません。

ESTAE のエラー - aaaaaaaa が、ESTAE
から戻りコード bbbbbbbb を受け取りまし
た。

ESTAE マクロでエラーが起きました。

ISPT028

ライブラリー形式のエラー - 最初のテー
ブル・レコード読み取りで、 ID TIR: が
ありませんでした。

ユーザー応答:
ださい。

解説:

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPT025

ISPT026

内部テーブルのエラー - aaaaaaaa が正し
くない走査引き数の作業域を見付けまし
た。

解説: TBSAVE、TBEND、TBCLOSE、または
TBCREATE (REPLACE 付き) サービスの処理中に、内
部 ISPF 制御ブロックを消去しようとしていて、エラー
が起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: これは、ユーザー・プ
ログラムによって起きた記憶オーバーレーの問題か、内
部 ISPF の問題かのいずれかです。 必要であれば、弊
社サポート部門まで連絡してください。
ISPT029

テーブルは書き込みモードではありません
- TBSAVE が、書き込みモードでないテ
ーブル aaaaaaaa に対して出されました。

解説: TBSAVE が出されましたが、そのテーブルをオ
ープンした TBOPEN または TBCREATE に対して
NOWRITE パラメーターが使用されていました。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: テーブルが書き込みモードでオー
プンしたのではない場合は、TBSAVE を出さないよう
にしてください。
ISPT030

aaaaaaaa のオープン・エラー - 入力テー
ブル・ライブラリーのオープンを試みたと
きにエラーが起きました。

解説: 入力テーブル・ライブラリーをオープン中に、
エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: テーブル入力ライブラ
リーの割り振りに、何か割り振りに関した問題がないか
どうか調べてください。 TBOPEN または TBCREATE
の LIBRARY パラメーターによって (または LIBDEF
サービスによって) 示されるライブラリーに対して、
DCB がそれ独自の DCB マクロ を指定している場合、
有効な DCB が使用されているかどうか確認してくださ
い。
ISPT031

aaaaaaaa のオープン・エラー - 出力テー
ブル・ライブラリーのオープンを試みたと
きにエラーが起きました。

れているか、または ARGLIST パラメーターが
TBSCAN サービスで使用されているかを確認してくだ
さい。 TBSCAN サービスの ARGLIST パラメーターは
任意選択ですが、省略する場合には、前の TBSARG サ
ービスによって引き数が設定されていなければなりませ
ん。
ISPT033

テーブルがオープン済み - すでにオープ
ン済みのテーブル bbbbbbbb に対して
aaaaaaaa を出しました。

解説: すでにオープンされているテーブルのオープン
が試みられました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラー状態にあるテーブルをクロ
ーズする論理手順が欠落していた可能性があります。
オープン・エラーが予想される場合は、CONTROL
ERRORS RETURN を使用してユーザーからエラーをマ
スクしてください。
ISPT034

テーブルのオープン未了 - オープンされ
ていないテーブル bbbbbbbb に対して
aaaaaaaa を出しました。

解説: オープンされていないテーブルに対して、テー
ブル・サービスが要求されました。

解説: テーブル出力ライブラリーをオープン中に、エ
ラーが起きました。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
ださい。

プログラマー応答: どのテーブル・サービスを要求す
る場合も、その前に、テーブルがオープンされているか
どうか、確認してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: テーブル出力ライブラ
リーの割り振りに、何か割り振りに関した問題がないか
どうか調べてください。 ISPTABL 割り振りに有効な
DCB が使用されているかどうか、確認してください。
LIBDEF が使用されている場合は、LIBDEF に関連して
いる DCB を調べてください。 また、TBCREATE また
は TBOPEN 上の LIBRARY パラメーターが異なる
DDNAME を指し示すのに使用されたことも考えられま
す。 その場合は、割り振りを調べてください。
ISPT032

走査引き数がありません - テーブル
aaaaaaaa の TBSCAN に対して引き数が
設定されていません。

解説: TBSCAN サービスに対して、走査引き数が設定
されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
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ISPT035

担当のプログラマーに連絡してくださ

ライブラリーが未割り振り - ライブラリ
ー aaaaaaaa が割り振られていません。

解説: LIBRARY パラメーターが TBOPEN などのテー
ブル・サービスに対して指定されましたが、参照される
DD 名が割り振られていませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: テーブル・サービスの LIBRARY
パラメーターによって参照される DD 名すべてについ
て、割り振られているかどうか確認してください。

ISPF メッセージ
ISPT036

テーブルが使用中です - 使用中のテーブ
ル bbbbbbbb に対し aaaaaaaa を要求。
ENQUEUE は失敗。

解説: テーブルには、すでに待機 (enqueue) が存在し
ます。 他のユーザーが同時にテーブルの更新を行って
いる可能性があります。
ユーザー応答: あとで再度試行するか、システム・プ
ログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 待機 (enqueue) に対し
て使用される RNAME は、ISPTLIB 連結順序の先頭の
データ・セット名で、44 文字に足りない分がブランク
で埋められたものです。その後に、テーブル名が続きま
す。これは、8 文字になるように残りをブランクで埋め
たものです。 待機 (enqueue) が入力ライブラリー上で
オープン時に行われた場合、テーブル出力ライブラリー
(通常は、ISPTABL) によって指し示されるデータ・セッ
トを、ISPTLIB 連結順序内に先頭のデータ・セットとし
て入れることが望ましいと考えられます。
ISPT037

ライブラリー形式のエラー - レコードが
無効: テーブル=aaaaaaaa
TTRN=bbbbbbbb オフセット=cccccccc。

解説: テーブルの読み取り中に、無効なレコードが検
出されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: テーブルが使用不能で
す。 バックアップからのテーブル・メンバーの復元を
試行してください。 必要であれば、弊社サポート部門
まで連絡してください。
ISPT038

テーブル構造が無効 - テーブル bbbbbbbb
に対する aaaaaaaa が無効な内部テーブル
構造を検出しました。

解説: 無効なテーブル構造が ISPF によって検出され
ました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TBCREATE が同じフィールドを
KEY と NAMES の両方のパラメーター内に指定した場
合、このエラーが引き起こされます。 変数名すべてに
ついて、KEY と NAMES のいずれか一方のパラメータ
ーに対して指定されているかどうかを、確認してくださ
い。両方に指定することはできません。 これでは問題
が解決しなかった場合は、テーブルは使用不能であり、
バックアップ・コピーから復元する必要があります。
システム・プログラマー応答:

アップ・コピーからテーブル・メンバーを復元してくだ
さい。 (上記のプログラマーの応答を参照してくださ
い。)
ISPT039
解説:
す。

PAD の値が無効です - aaaaaaaa コマン
ドで指定した PAD の値が無効です。

PAD ステートメントに指定された値が無効で

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: このエラーは、TBCLOSE パラメー
ターによって指し示された記憶域内の不適切な値によっ
て引き起こされた可能性があります。 プログラム呼び
出し上の PAD パラメーターは、フルワードの固定 2
進整数にする必要があります。
ISPT050

テーブル・パネル使用不可 - 再呼び出し
の処理ができません。 HELP と入力する
と解説が表示されます。

解説: TBDISPL サービスがパネル名なしで呼び出され
たので、要求は処理できませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TBDISPL 要求は、以下の理由のい
ずれかのため、処理できませんでした。
v TBDISPL は、このアプリケーションのセッション
中、パネル名を指定して呼び出されたことが 1 度も
ありませんでした。 これを訂正するには、アプリケ
ーション内の TBDISPL への最初の呼び出しがパネル
名を使用していることを確認してください。
v 最後に表示されたパネルは TBDISPL 以外のサービス
によって表示されたもので、CONTROL サービスはパ
ネル環境の保管および復元には使用されませんでし
た。 TBDISPL コマンドの下に表示要求がネストされ
ている場合には、CONTROL サービスをパネル環境を
保管および復元するのに使用する必要があります。
ポップアップ・ウィンドウを作成する前であれば、
ADDPOP サービスも CONTROL DISPLAY SAVE と
同等の機能をはたします。 現行のポップアップ・ウ
ィンドウを除去した後であれば、REMPOP サービス
も CONTROL DISPLAY RESTORE と同等の機能を
はたします。 ダイアログは、ADDPOP/REMPOP を
使用する場合には、独自の CONTROL DISPLAY
SAVE/RESTORE を出すことはしないでください。

必要であれば、バック
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ISPT051

パネル ″aaaaaaaa″ のエラー - TBDISPL
パネルの BODY にはコマンド・フィール
ドが必要です。

解説: TBDISPL パネル上にはコマンド・フィールドが
指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TBDISPL パネルが、パネルの
)BODY セクション内にコマンド・フィールドを指定し
ているかどうか、確認してください。
ISPT052

パネル ″aaaaaaaa″ のエラー - モデル行
には少なくとも 1 つの入出力フィールド
が必要です。

解説: 入力または出力フィールドが、)MODEL セクシ
ョン内に定義されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラーのある TBDISPL パネルを
訂正し、モデル行内に少なくとも 1 つは入力 / 出力フ
ィールドを定義するようにしてください。
ISPT053

VARS の値が無効です VARS=″aaaaaaaa″ が無効かまたは指定さ
れていません。

ISPT054

VARS の値が無効です - ″Z″ 変数置き換
え名に重複したフィールド名があります。

解説: VARS 変数値に対する名前リスト内に、重複し
た名前があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TBDISPL パネルを訂正して、
VARS 変数値に対する名前リスト内に重複した名前を指
定しないようにしてください。 可能であれば、VARS
変数の代りに .ZVARS 制御変数を使用してください。
ISPT056

VARS の値が無効です - フィールド名の
数がモデル行の ″Z″ 入出力フィールドの
数と一致しません。

解説: VARS 変数値に対する名前リスト内の名前の数
が、Z 変数の数と一致していません。 VARS 変数値内
のフィールド名と Z 変数 (Z variable placeholder) との
間には、1 対 1 対応がなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TBDISPL パネルを訂正して、
VARS 変数値と Z 変数が一致するようにしてくださ
い。 可能であれば、VARS 変数の代りに .ZVARS 制御
変数を使用してください。
ISPT058

パネル ″aaaaaaaa″ のエラー - テーブル
表示パネルには ″)MODEL″ と 1〜8 行の
モデル行が必要です。

解説: TBDISPL パネルに、無効または欠落した VARS
変数があります。 Z 変数が名前変数 (name placeholder)
としてモデル行内で使用されている場合、.ZVARS また
は VARS 変数は、実変数名と名前変数とを関連づける
ことができるように定義しなければなりません。 どち
らかの変数が定義されていない場合、このエラーが起こ
ります。また、VARS 変数がヌルであったり名前リスト
内に名前を持たなかったりした場合にも、このエラーは
起こります。

解説: TBDISPL パネルは、モデル行がないか、8 行以
上のモデル行が指定されているかのいずれかになってい
ます。

ユーザー応答:
い。

プログラマー応答: TBDISPL パネルを訂正して、最低
1 行で最大でも 8 行のモデル行を持つようにしてくだ
さい。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TBDISPL パネルを訂正してくださ
い。その際、.ZVARS を使用して、定義済みの Z 変数
と関連する名前リストを定義するようにしてください。
VARS は、ISPF の旧リリースとの互換性が必要な場合
使用することができますが、可能ならば .ZVARS の使
用をお勧めします。

ユーザー応答:
い。

ISPT060

担当のプログラマーに連絡してくださ

テーブル表示のループ - 処理すべき選択
項目がありません (End キーが押された
かパネルがありません)。

解説: TBDISPL サービスがパネル名なしに要求されま
したが、処理すべき選択項目が残っていませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: このエラーはループに対する保護
なので、通常は起こるべきでないエラーです。
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CONTROL ERRORS RETURN が活動状態かどうか、ダ
イアログを調べてください。 活動状態ならば、このル
ープを引き起こす可能性のあるエラー条件をすべて調べ
てください。

プログラマー応答: 変数 ZTDSCRP 内にあるのが数値
かどうか確認してください。 長さがゼロまたは値がす
べてブランクの場合は、無効です。

問題判別: ダイアログ・テストは、TBDISPL ループ内
の任意のサービスと同様に、TBDISPL 上にブレークポ
イントを設定するのに使用することができます。 その
場合、戻りコードをブレークポイント・パネルから調べ
ることが可能になります。 さらに、変数 (Variables) 選
択がブレークポイント・パネルから選択できるので、エ
ラー条件が戻りコード 12 以上かどうか調べることがで
きます。 変数 ZERRMSG、ZERRSM、および ZERRLM
が、エラー情報を調べる際に主となる変数であると思わ
れます。

ISPT066

ISPT061

テーブル ″aaaaaaaa″ のエラー - すでに
存在しないテーブル行を処理しようとして
います。

解説: TBDISPL パネル内で処理用に選択された行が、
すでに存在していません。 これは、複数行を選択して
テーブル表示を処理中に、起こったと考えられます。
選択された行すべての処理が完了する前に、選択された
行の 1 つがテーブル表示パネルを再表示してしまった
場合、エラーが起こる可能性があります。 表示には、
更新前の状態のテーブルが反映されています。 ユーザ
ーが削除された行を再選択すると、このエラーが起こり
ます。
ユーザー応答: 削除された行の再処理はしないように
してください。
ISPT062

テーブル表示エラー - 機能プールにスク
ロール戻り変数 ZTDSCRP が存在しませ
ん。

解説: スクロールが試行されましたが、変数 ZTDSCRP
が機能プールに存在しません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログが動的テーブル表示処
理を使用する場合は、変数 ZTDSCRP が機能プールに
定義されているようにしてください。
ISPT063

テーブル表示エラー - 画面移動戻り変数
ZTDSCRP の値 ’aaaaaaaa’ が無効です。

解説: 変数 ZTDSCRP の値は無効です。 この変数は数
値でなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

パラメーターが無効です - AUTOSEL パ
ラメーターが YES、NO またはブランク
以外の ″aaaaaaaa″ でした。

解説: 無効な AUTOSEL の値が、TBDISPL サービス
に指定されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: AUTOSEL パラメーターの値が
YES、NO、またはブランクであるかどうか、確認してく
ださい。 さらに、YES や NO の値の後には、後書きブ
ランクが少なくとも 1 つはなければなりません。
ISPT070

システム異常終了 aaaaaaaa - テーブル
bbbbbbbb の処理中に異常終了 aaaaaaaa
が発生しました。 テーブル出力ライブラ
リー cccccccc がいっぱいです。

解説: システム異常終了 D37 が、示されたテーブルの
処理中に発生しました。
プログラマー応答: 出力テーブル・ライブラリーのサ
イズを大きくし、必要ならば圧縮してください。 異常
終了が継続して起こる場合は、テーブル出力ライブラリ
ーに書き出ししているループなどのユーザー・エラーに
ついて調べてください。
問題判別: ユーザー・エラー (ループなど) の可能性が
ある場合は、ダイアログ・テストを使用して
TBADD、TBOPEN、TBCLOSE などのテーブル・サービ
スを追跡してください。 ダイアログは、これらのサー
ビス上にあるループ内にある可能性があります。ループ
は、出力ライブラリーがどんどん大きくなり最後にはス
ペースの異常終了でループが終了してしまう、といった
事態を引き起こすようなループであることが考えられま
す。 さらに、TSO プロファイルが WTPMSG および
MSGID に設定されているかどうか、確認してくださ
い。こう設定することで、システム異常終了メッセージ
をこのエラーからも見ることができるので、補足情報を
システム資料から得ることができます。
ISPT071

システム異常終了 aaaaaaaa - テーブル
bbbbbbbb の処理中に異常終了 aaaaaaaa
が発生しました。 テーブル出力ライブラ
リー cccccccc またはテーブル出力ボリュ
ームがいっぱいです。

解説: システム異常終了 B37 または E37 が、テーブ
ル出力ライブラリーの処理中に見付かりました。
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プログラマー応答: これらの異常終了コードについ
て、システム資料を参照してください。 ダイアログ
は、スペース不足条件を引き起こすようなループ内には
ないようにしてください。 データ・セットは、エクス
テントからである必要があり、また、今より大きな割り
振りを必要としています。 さらに、パックが満杯であ
る場合、追加のレコードを書くための余地がありませ
ん。
システム・プログラマー応答: 異なるパックを指し示
すか、パックが現在いっぱいである場合は既存のパック
で使用可能なスペースをつくるか、してください。
問題判別: ユーザー・エラー (ループなど) の可能性が
ある場合は、ダイアログ・テストを使用して
TBADD、TBOPEN、TBCLOSE などのテーブル・サービ
スを追跡してください。 ダイアログは、これらのサー
ビス上にあるループ内にある可能性があります。ループ
は、出力ライブラリーがどんどん大きくなり最後にはス
ペースの異常終了でループが終了してしまう、といった
事態を引き起こすようなループであることが考えられま
す。 さらに、TSO プロファイルが WTPMSG および
MSGID に設定されているかどうか、確認してくださ
い。こう設定することで、システム異常終了メッセージ
をこのエラーからも見ることができます。 補足情報も
システム資料から入手することができます。
ISPT072

ディレクトリーがいっぱいです aaaaaaaa は STOW から戻りコード
bbbbbbbb を受け取りました。 テーブル出
力ライブラリー cccccccc ディレクトリー
はいっぱいです。

解説: テーブル出力ライブラリー cccccccc ディレクト
リーはいっぱいです。
プログラマー応答: テーブル出力ライブラリーに対す
るディレクトリー・ブロックの数を増やしてください。
問題判別: ディレクトリー・ブロックの数を増やした
後も問題が継続して起こる場合には、ダイアログ・テス
トを使用して TBOPEN、TBCREATE、TBSAVE、
TBCLOSE の追跡を行ってください。 これらのサービ
ス上で、ディレクトリーをいっぱいの状態にするような
ループが発生している可能性があります。
ISPT101

記憶域の解放エラー - TBSORT サービス
が記憶域を解放するときにエラーが起きま
した。

解説: TBSORT によって獲得された記憶域を解放しよ
うとしているときに、FREEMAIN マクロでエラーが起
きました。
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システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPT102

弊社サポート部門まで

記憶域を確保できません - TBSORT サー
ビスの実行に必要なだけの記憶域を確保で
きません。

解説: GETMAIN マクロが TBSORT を実行するのに必
要な記憶域を獲得することができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーの領域サイズ
が、失敗したダイアログを実行するのに十分だったかど
うか、確認してください。 エラーが継続する場合は、
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPT103

分類キーが無効です - 名前 ’aaaaaaaa’
は、このテーブルのカラム名ではありませ
ん。

解説: 指定された名前が、分類しようとしていたテー
ブル内のカラム名ではありませんでした。
プログラマー応答: テーブル内の NAME または KEY
フィールドのいずれかを、フィールド名として指定して
ください。
ISPT104

分類指示コードが無効 - 指定する分類指
示コード ’aaaaaaaa’ は A か D でなけれ
ばなりません。

解説: 分類指示コードは、A (昇順) か D (降順) でな
ければなりません。
プログラマー応答: 分類指示コードに対して、A か D
を指定してください。
ISPT105

分類タイプ ’aaaaaaaa’ が無効 - 指定でき
るテーブル分類タイプは B、C、N、また
は Y です。

解説: 2 進の場合は B のみ、文字の場合は C のみ、
数値の場合は N のみ、指定してください。これらが有
効な分類タイプのすべてです。
プログラマー応答: 分類タイプに対して、B、C、N の
いずれかを入力してください。
ISPT106

値が大きすぎます - 分類フィールド
’aaaaaaaa’ が大きすぎるため 2 進数に変
換できません。

解説: 分類フィールドが、数値タイプの分類としては
大きすぎました。 数値タイプで分類することができる
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値の最大値は、正と負の 2 147 483 647 です。
プログラマー応答: 数値タイプで分類しようとしてい
る変数値のうち、正と負の 2 147 483 647 を超えるもの
がないかどうか、確認してください。
ISPT107

分類数字が無効です - 分類フィールドに
見付かった数字 ’aaaaaaaa’ が変換できま
せん。

解説: 数値タイプの分類が指定されましたが、数値で
ない値が見付かりました。
プログラマー応答: 数値タイプの分類が指定されてい
る場合は、分類しようとしているフィールドに対する変
数値すべてが、有効な数値 (0〜9) の値であるかどう
か、確認してください。
ISPT108

分類値が大きすぎます - 16 文字を超える
文字列は変換するには大きすぎます。

ISPT201

演算子が多過ぎます - 引き数の数よりも
多くの演算子が指定されています。

解説: CONDLIST パラメーターに対する条件値リスト
に、ARGLIST パラメーターの名前リスト内にある名前
より多い数の演算子があります。
プログラマー応答: ARGLIST パラメーター内の名前
と、CONDLIST パラメーター内の演算子を比較してく
ださい。 CONDLIST 演算子は、ARGLIST パラメータ
ー内の名前とは 1 対 1 に対応しています。 余分な演
算子があるとエラーが起きます。 CONDLIST 内の値が
名前よりも少なかった場合は、ARGLIST 内の残りの名
前に対しては、EQ が省略時値として使用されます。
ISPT202

行数が無効 - 行数は 32768 より小さい
正の数値でなければなりません。

解説: TBADD サービスの MULT パラメーター内に指
定された行の数が、32 768 以上になっています。

解説: 分類しようとしている数値は、全体で 16 文字
を超えることはできません。 この長さには、正符号、
負符号、ブランク、小数点も含まれます。

プログラマー応答: MULT パラメーターに対しては、
32 768 より小さい数を指定してください。

プログラマー応答: 数値タイプの分類が指定されてい
る場合は、分類しようとしているフィールドの変数値の
うち合計で 16 文字を超えるものがないかどうか、確認
してください。

ISPT203

ISPT109

走査演算子が無効です - 指定した演算子
’aaaaaaaa’ は、走査演算子として有効で
はありません。

解説: 無効な演算子が、TBSCAN サービスの
CONDLIST パラメーターに対する条件値リスト内に指
定されました。
プログラマー応答: 有効な演算子が条件値リスト内で
使用されているかどうか、確認してください。 有効な
演算子は、EQ、NE、LE、LT、GE、および GT です。
ISPT200

名前と演算子の対が無効 - 指定した名前
’aaaaaaaa’ は、探索引き数として有効で
はありません。

解説: 指定された名前が、テーブルに対する、キー・
フィールドの名前、名前フィールドの名前、拡張変数の
名前のいずれとも一致しません。
プログラマー応答: TBSARG NAMECOND パラメータ
ー内に有効な名前を指定してください。

テーブル行が長過ぎる - aaaaaaaa に対し
て bbbbbbbb バイトの行を要求しました。
最大長は 65536 です。

解説: 要求されたテーブル・サービス要求が、テーブ
ル行を 65 536 バイトを超える大きさにしました。
プログラマー応答:
ください。

テーブル行のサイズを小さくして

問題判別: テーブル行の長さは、以下のように計算す
ることができます。
行サイズ = 22 + 4a + b + 9c
ここで、
a
行内の変数の合計数。拡張も含む。
b
行内の変数データの合計長。
c
行内の拡張変数の合計数。
ISPT204

LIBDEF の使用が無効 - ISPTABL の
LIBDEF 定義はテーブル入力処理には使
用できません。

解説: ISPTABL の LIBDEF 定義を使用する、TBOPEN
または TBCREATE が出されました。 ISPTABL は出力
でのみ使用されます。
プログラマー応答: TBOPEN または TBCREATE に
は、ISPTABL LIBDEF 定義を使用しないでください。
代りに ISPTLIB の LIBDEF を使用してください。
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ISPT205

LIBDEF の使用が無効 - ISPTLIB の
LIBDEF 定義はテーブル出力処理には使
用できません。

解説: ISPTLIB の LIBDEF 定義を使用する、
TBSAVE、TBERASE、または TBCLOSE が出されまし
た。 ISPTLIB は入力でのみ使用されます。
プログラマー応答: テーブル出力処理には、ISPTLIB
LIBDEF 定義を使用しないでください。 代りに
ISPTABL の LIBDEF を使用してください。
ISPT206

ファイル再呼び出し失敗 - ファイル
’aaaaaaaa’ が移行され、暗黙の再呼び出
しが失敗しました。

解説: VM 内のテーブル・メンバーに対して FSREAD
が出されましたが、戻りコード 50 または 51 が返され
ました。 これらの戻りコードは、ファイルが移行済み
なので再呼び出しが失敗したことを示しています。
ISPT207

’無効な年オフセット - 年オフセットの値
は 1 から 7 でなければなりません。

ISPU331
解説:

入力コマンドのエラー - 入力したコマン
ドがシステムに定義されていません。

無効なコマンドが入力されました。

ユーザー応答: 有効なコマンドを入力するか、コマン
ド行から無効なコマンドを消去するかしてください。
ISPU333

アプリケーション ID が長過ぎます - ア
プリケーション ID の最大長は 4 文字で
す。

解説: アプリケーション ID フィールドには、ユーザ
ーは 4 文字を超える文字を入力することはできませ
ん。
ユーザー応答: アプリケーション ID には、4 文字を
超えない文字を入力してください。
システム・プログラマー応答: このエラーは、ユーザ
ーが提供パネル ISPUCMA を修正することを要求して
います。 提供されたパネルは、物理的に 4 桁のみが使
用可能です。 ISPUCMA のパネル・ソースを調べて、
ユーザーが 4 文字より多い文字を入力できるようにす
る方法を確認してください。

解説: 最大 8 文字の値しか、年の可変値としては受け
入れられません。そして、この値の 1 部は 2 桁で年を
表すものです。したがって、年の初めの部分までのオフ
セットは、1 から 7 までの値でなければ、なりませ
ん。

解説:

プログラマー応答: 年のパラメーターに有効なオフセ
ットを指定してください。

ユーザー応答: 無効な行コマンドを訂正するか、消去
するかしてください。

ISPU330

コマンド・テーブルが無効です - コマン
ド・テーブルにキーがあるので、処理する
ことができません。

解説: コマンド・テーブル・ユーティリティーが読み
取ろうとしているコマンド・テーブルに、キーとして定
義されている変数が入っています。
システム・プログラマー応答: 読み取ろうとしている
テーブルの ISPTLIB 連結を調べてください。 テーブル
名は xxxxCMDS です。ただし、xxxx はユーザーが入
力したアプリケーション ID です。
ISPF コマンド・テーブルにはキーを持つことはできま
せん。 ユーザーが独自のコマンド・テーブルを
TBCREATE サービスを使用して作成した場合に、この
エラーが起こる可能性があります。 ダイアログ・テス
トの「テーブルの選択状況の表示 (the Display Status
selection of Tables)」は、テーブルの情報を入手するの
に使用することができます。この情報は、無効なテーブ
ルが作成された方法を判別するのに役立ちます。
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ISPU334

行コマンドが無効です - 指定できる行コ
マンドは D、I、R および E だけです。

無効な行コマンドが入力されました。

ISPU335

スターター (Starter) 行が置換されました
- テーブルを削除するには、行すべてを削
除したのち、END コマンドを入力してく
ださい。

解説: このメッセージは、コマンド・テーブル内の行
すべてが削除された場合に、出されます。 続けてコマ
ンドを入力する場合は、入力ができるようにダミー行が
追加されます。
ユーザー応答: テーブルを削除するには END を入力
してください。あるいは、必要に応じて新しい項目を追
加してください。
ISPU336

動詞が短すぎます - コマンド・テーブル
の動詞は少なくとも 2 文字以上の長さが
必要です。

解説: コマンド動詞は 2〜8 文字の長さでなければな
らず、さらに、文字で始めなければなりません。
ユーザー応答:
さい。

動詞として有効な名前を入力してくだ

ISPF メッセージ
ISPU337

動詞が正しくありません - コマンド・テ
ーブルの動詞は英字で始める必要がありま
す。

解説: コマンド動詞は 2〜8 文字の長さでなければな
らず、さらに、文字で始めなければなりません。
ユーザー応答:
さい。
ISPU338

動詞として有効な名前を入力してくだ

T または Trunc の値が無効です - コマ
ンド・テーブルの切り捨て値は、動詞の長
さの範囲内でなければなりません。

ISPU341

テーブルは使用中です - 指定されたコマ
ンド・テーブルはすでにオープンされてい
るので、再びオープンすることはできませ
ん。

解説: コマンド・テーブル・ユーティリティーに対し
てすでに指定されているコマンド・テーブルが指定され
ました。当ユーザーは、まだユーティリティーから抜け
ていない状態にあります。 他の画面からコマンド・テ
ーブルを指定したか、あるいは、アクション・バーを使
用して他の機能に進んだのでユーティリティーが見えな
くなっているといった可能性があります。

解説: コマンド動詞の長さより大きい切り捨て値が指
定されました。

ユーザー応答: このコマンド・テーブルに対するもう
一方のコマンド・テーブル・ユーティリティーの呼び出
しをクローズしてください。

ユーザー応答:
てください。

ISPU342

ISPU339

動詞の長さ以下の切り捨て値を使用し

アクション・フィールドが正しくありませ
ん - アクション・フィールドに誤ったデ
ータが入力されました。

解説: 無効な ACTION の値が、コマンド動詞に指定さ
れました。
ユーザー応答: 有効な ACTION の値を入力してくださ
い。許可されている有効アクションについては、ISPF
対話開発者用 手引きと解説 を参照してください。
ISPU339A

重大エラー - コマンド・テーブルに対す
る TBOPEN で重大エラーが起きまし
た。

解説: コマンド・テーブルに対する TBOPEN の処理中
に、重大なエラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 割り振りエラーがない
かどうか、ISPTLIB を確認してください。
ISPU340

アプリケーション ID が無効です - 4 文
字までの英数字を入力してください。 最
初の文字は英字でなければなりません。

解説: 無効な値が、アプリケーション ID フィールド
に対して指定されました。 入力することができるのは
1〜4 文字です。先頭文字は英字で、残りの文字は英数
字にしてください。
ユーザー応答:

有効な値を入力してください。

行コマンドが無効です - 指定できる行コ
マンドは V だけです。

解説: 無効な行コマンドが入力されました。 更新可能
なテーブルでは D、I、E、R のみが有効です。
ユーザー応答: 無効な行コマンドを訂正するか、消去
するかしてください。
ISPU343

項目が更新されました - コマンドの変更
が行われましたが、コマンド・テーブル内
にはまだ保管されていません。 コマン
ド・テーブル・ユーティリティーから抜け
て (保管を行って)、変更を永続的なもの
にしてください。

解説: コマンド・テーブル内の項目が変更されまし
た。 ユーザーがコマンド・テーブル・ユーティリティ
ーから抜けた場合は、この変更は永続的なものになりま
す。また、コマンド・テーブル・ユーティリティーを取
り消した場合は、変更は無視されます。
ISPU344

項目が変更されませんでした - コマンド
の変更は無視されました。

解説: コマンド・テーブル内に項目が作成されました
が、取り消されました。
ISPV000

解説:

変数名が無効です - リスト ’bbbbbbbb’ の
中の変数 ’aaaaaaaa’ に構文上の誤りがあ
ります。

ダイアログが無効な変数名を指定しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変数名が正しい ISPF 命名規則に
従っているか、確認してください。 ダイアログ変数名
第1章 ISPF メッセージ
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は 1〜8 文字で構成されます (FORTRAN の場合は、6
文字です)。 英数字 A〜Z、0〜9、#、$、@ はいずれも
名前で使用することができますが、最初の文字は数値に
することはできません。 APL 変数名には、#、$、@ は
含めることができません。
ISPV001
解説:

変更不能な変数です - 変数 ’aaaaaaaa’ は
システム用に予約されています。

非修正変数を更新しようとしました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログを訂正して、ISPF 予約
変数の更新をしないようにしてください。

ISPV005

解説: 変数を更新すると、破壊移動が引き起こされま
す。 移動先のデータが移動元のデータにオーバーラッ
プしています。
ユーザー応答:
い。

記憶域が足りません - 要求を満たすため
に必要な記憶域が足りません。

解説: 変数サービスには変数要求を処理するためにさ
らに記憶域が必要でしたが、システムがさらに記憶域を
獲得することはできませんでした。
ユーザー応答:
てください。

今より大きな領域サイズでログオンし

プログラマー応答: すべてのユーザー・プログラムが
記憶域を正しく管理しているかどうか、確認してくださ
い。 VDEFINE 要求に正しくない長さの値がないかどう
か、調べてください。 さらに、対応する VDELETE が
ないと VDEFINE 要求上のループは、記憶域をどんどん
大きくしてしまう可能性があります。
ISPV004

記述子は定義済みです - リスト
’bbbbbbbb’ の中の変数 ’aaaaaaaa’ はすで
に定義されています。

解説: 無効な変数制御ブロックが見付かりました。 変
数制御ブロック・チェーンに、ループを起こす可能性の
ある重複項目がありました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラーのある VDEFINE にコーデ
ィング上の問題がないか、調べてください。 さらに、
CONTROL ERRORS RETURN の使用で前に起きたエラ
ー状態が誤って処理されたり検出されなかったりという
ことが許されていなかったことを確認してください。
ダイアログ・テストを使用して、ISPF サービスの追跡
をしたのち、VDEFINE または CONTROL などのサー
ビスに適宜ブレークポイントを設定してください。 援
助が必要な場合は、弊社サポート部門まで連絡してくだ
さい。
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担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: VDEFINE に正しくない長さまたは
正しくない変数記憶域のポインターがないかどうか、調
べてください。 ダイアログ・テストを使用して、
VDEFINE サービスの追跡をしてください。
ISPV006

ISPV002

移動できません - 移動元と移動先が大き
く重なっています。データは移動しませ
ん。

データが打ち切られた - aaaaaaaa 形式の
変数 ″bbbbbbbb″ のデータが長過ぎます。

解説: 更新しようとしている変数が、この変数に対す
る VDEFINE に指定された長さより長くなっています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 正しい長さが VDEFINE サービス
に指定されたかどうか、確認してください。 長さは、
フルワードの 2 進値で指定されていなければなりませ
ん。 この変数をパネルから更新しようとする場合は、
パネルのフィールド長が VDEFINE サービスに指定され
た長さより長くはならないようにしてください。 ダイ
アログ・テストを使用すると、変数および VDEFINE サ
ービスの追跡をすることができます。
ISPV007

データ文字が無効です - aaaaaaaa 形式の
変数 ″bbbbbbbb″ のデータが aaaaaaaa 文
字ではありません。

解説: 無効なデータが、更新しようとしている変数に
対して指定されました。 データは、その変数に対する
VDEFINE に指定された形式に対して、有効ではありま
せんでした。 たとえば、VDEFINE サービスで BIT 形
式が指定された変数に対して、0 または 1 以外の値が
指定された場合などが考えられます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変数の更新に使用しようとしてい
るデータが、その変数に対して VDEFINE に指定された
形式に対して有効であるかどうか、確認してください。
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ISPV008

データ長が無効です - ″aaaaaaaa″ の長さ
が bbbbbbbb です。有効な長さは 0 から
32767 までです。
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解説: 無効な長さが、VREPLACE または VCOPY サ
ービスで見付かりました。 長さは、0 から 32 767 でな
ければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ
ISPV011

プログラマー応答: 有効な長さが、VCOPY または
VREPLACE サービスに指定されているかどうか、確認
してください。 ダイアログ・テストを使用して追跡す
るか、VCOPY および VREPLACE サービスにブレーク
ポイントを設定するかしてください。
ISPV009
解説:

変数名が無効です - 変数 ’aaaaaaaa’ に構
文の誤りがあります。

ダイアログが無効な変数名を指定しました。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変数名が正しい ISPF 命名規則に
従っているか、確認してください。 ダイアログ変数名
は 1〜8 文字で構成されます (FORTRAN の場合は、6
文字です)。 英数字 A〜Z、0〜9、#、$、@ はいずれも
名前で使用することができますが、最初の文字は数値に
することはできません。 APL 変数名には、#、$、@ は
含めることができません。
ISPV010

プロファイルがロードされませんでした プロファイル・テーブル ’aaaaaaaa’ の読
み取りができませんでした。 テーブル・
サービスの RC=bbbbbbbb。

解説: 新しいアプリケーション用にプロファイル・テ
ーブルをオープンしようとしているときに、エラーが起
きました。
ユーザー応答:
ださい。

ISPPROF および ISPTLIB 割り振りに競合の問
題がないかどうか、調べてください。
重大エラーが見付かりました。 ユーザーが、
不当なプロファイル・テーブルを持っている可
能性があります。 テーブルを復元するか、問
題のあるプロファイルを削除するかしたのち、
再試行してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPTLIB 割り振りに何
か問題がないかどうか、調べてください。 可能な戻り
コードは次のとおりです。
8
プロファイル・テーブルが見付かりませんでし
た。 ISPTLIB 連結に割り振りエラーがないか
どうか、調べてください。 プロファイル・テ
ーブルが ISPPROF に見付からなかった場合
は、ISPTLIB は省略時プロファイル・テーブル
に対して使用されます。
12
待機 (enqueue) エラーが起きました。

プロファイル・テーブルが見付かりません
でした - 変数 bbbbbbbb に対する
aaaaaaaa テーブルにアクセスすることが
できません。

解説: プロファイル・テーブルが見付からないため、
変数にアクセスできません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 活動状態のプロファイ
ル・テーブルを見付けることができません。 プロファ
イル・テーブルの不完全なクローズを引き起こしたエラ
ーが前になかったかどうか、調べてください。 その他
のメッセージが必要な場合は、ISPF ログを調べてくだ
さい。 ダイアログ・テストを使用して ISPF サービス
すべての追跡をすることで、問題の所在はどこかを考え
る参考にしてください。
ISPV012

VDEFINE キーワードが無効です ’aaaaaaaa’ は有効ではありません。
COPY、NOBSCAN、LIST のいずれかを
使用してください。

解説: COPY、NOBSCAN、または LIST 以外のオプシ
ョン・リスト (option-list) パラメーターが指定されまし
た。
プログラマー応答: 有効なオプション・リスト
(options-list) パラメーターを指定してください。
ISPV013

変数出口のエラー - aaaaaaaa にある出口
ルーチンが、dddddddd の cccccccc に対
して、エラー・コード bbbbbbbb を出しま
した。

解説: 変数サービス出口が、予期しない戻りコードを
見付けました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザー定義出口が
VDEFINE サービスに対して活動状態であるかどうか、
調べてください。 活動状態であるならば、補足情報を
得るために出口の所有者に連絡してください。 ダイア
ログ・テストを使用すると、VDEFINE サービスの追跡
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をしたりブレークポイントを設定したりすることで、
VDEFINE 出口が指定されていたかどうかを確認するこ
とができます。 変数出口が ISPF 出口である場合は、
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPV014

必須パラメーターが欠落しています - ユ
ーザー・データ (user-data) ブロックは
USER の VDEFINE 形式で必須です。

解説: USER の VDEFINE 形式が指定されましたが、
ユーザー・データ (user-data) の値が与えられませんでし
た。
プログラマー応答: エラーのある VDEFINE サービス
を訂正してください。
ISPV015

プロファイルが満杯です - プロファイル
変数 ’aaaaaaaa’ を保管できません。テー
ブル bbbbbbbb’ が満杯です。

解説: プロファイル変数を追加するとプロファイル・
テーブル行が 64K を超えてしまうため、プロファイル
変数を追加することができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 追加しようとする変数
に長さの定義の問題がないかどうか、確認してくださ
い。 テーブルは問題ないが、追加しようとする変数が
長過ぎる場合もあります。 また、テーブルがすでにい
っぱいな場合は、VERASE サービスを使用して、不要
な変数を削除することで、プロファイルを整理してくだ
さい。 ダイアログ追跡を使用して、追加しようとする
変数の追跡をしてください。 VDEFINE に正しくない長
さがあったり、VPUT でループがあると、このエラーが
起こる可能性があります。
ISPV016

読み取り専用プロファイルがロードされま
せんでした - R/O プロファイル・テーブ
ル ’aaaaaaaa’ が読み取られませんでし
た。 テーブル・サービスの
RC=bbbbbbbb。

解説: 変数 ZPROFAPP が、存在している読み取り専
用拡張プロファイルを指定しました。しかし、読み取り
専用テーブルを読むことができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPTLIB 割り振りを調
べてください。以下の戻りコードが適用される可能性が
あります。
8
テーブルが見付かりませんでした。変数
ZPROFAPP に不当な値があったか、あるい
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ISPV017

は、ISPTLIB 割り振りがこのプロファイル・テ
ーブルを含むデータ・セットを指し示していな
かったか、いずれかです。
重大エラーが起きました。 テーブルをバック
アップ・コピーから復元する必要がある可能性
があります。
形式が無効です - 無効な VDEFINE 形式
’aaaaaaaa’ が変数 ’bbbbbbbb’ に対して見
付かりました。

解説: VDEFINE サービスに与えられた形式パラメータ
ーが、有効な値ではありませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
用してください。
ISPV020

VDEFINE サービスに有効な値を使

変数のアクセスが無効 - 有効な CLIST
環境ではありません。

解説: ISPF が TSO を介して変数にアクセスしようと
しましたが、CLIST 環境が存在しませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: このエラーは、ECT 内の
ECTIOWA にゼロの値が入っていたため、起こりまし
た。 ダイアログに、ECT 制御ブロックに影響を与える
可能性があるコードがないか調べてください。 必要で
あれば、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ECT 制御ブロックに影
響を与える可能性があるコードがないか調べてくださ
い。 必要であれば、弊社サポート部門に連絡してくだ
さい。
ISPV021

aaaaaaaa 要求が無効 - 変数名 ’bbbbbbbb’
は有効な REXX 変数名ではありません。

解説: REXX 環境にいるときに、ISPF サービス要求の
結果として、無効な変数名を IKJCT441 に渡して処理さ
せようとしました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 問題の変数が有効な構文になって
いるか、調べてください。 REXX 追跡コマンドまたは
ダイアログ・テストを使用して、ISPF サービスの追跡
をしてください。
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ISPV023

データが打ち切られた - CLIST 変数デー
タの最大長は 32767 桁です。

ISPV027

GET 要求が無効です - CLIST 変数
’aaaaaaaa’ はラベル・エレメントですか
ら取り出すことはできません。

解説: ISPF が、IKJCT441 を使用して CLIST 変数を
取り出そうとしましたが、変数の長さが 32 767 を超え
ていました。

解説: 変数が CLIST ラベルなので、取り出されません
でした。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: CLIST および REXX 変数の長さ
が 32 767 バイトを超えないように確認してください。
ISPV024

SET 要求が無効です - CLIST 変数
’aaaaaaaa’ はシステム変数です。 変更で
きません。

プログラマー応答: ISPF 変数と同様、ラベルとして定
義されている CLIST 変数を使用しないでください。
ISPV028

解説: ISPF が、TSO システム変数を修正しようとして
使用されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF サービスを使用して TSO シ
ステム変数を修正することはやめてください。
ISPV025

SET 要求が無効です - CLIST 変数
’aaaaaaaa’ はラベル・エレメントですか
ら更新できません。

解説: ISPF が、ラベル・エレメントである変数の更新
を試みました。 IKJCT441 インターフェースを介してこ
れを行うことは許されません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ラベル・エレメントである変数
は、ISPF で更新される可能性のある変数としてコーデ
ィングしないようにしてください。 たとえば、CLIST
ラベル・エレメントである変数を ISPF パネル内の入力
フィールドとして使用することはやめてください。
ISPV026

GET 要求が無効です - CLIST 変数
’aaaaaaaa’ は計算が必要です。 これはサ
ポートされていません。

解説: 変数は、&STR など、計算を必要とする CLIST
組み込み関数です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: CLIST 組み込み機能変数を、VGET
などの ISPF サービス呼び出し内では使用しないでくだ
さい。

担当のプログラマーに連絡してくださ

IKJCT441 インターフェース・エラー CLIST または REXX 環境に呼び出し元
が存在しません。 戻りコード = 40。 実
行されるコマンド用の ISPTCM テーブル
に機能プール・フラグ・セットを持ってい
ない結果と考えられます。

解説: ISPF は CLIST/REXX 変数を処理するために
IKJCT441 を呼び出しましたが、戻りコード 40 を受け
取りました。 これは通常、無効な環境があったことを
意味します。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: このエラーの原因とし
て、コマンドが SELECT サービスを使用して呼び出さ
れたが、そのコマンドは、X'42' ではなく X'02' のフラ
グ・バイトを持った ISPTCM テーブル内にあった、と
いうことが考えられます。 ISPF サービスを使用する
ISPTCM テーブル内にあるコマンド・プロセッサーは、
機能プール・フラグ・セットを持っている必要がありま
す。
ISPV029

IKJCT441 インターフェース・エラー CLIST 変数のアクセスで重大エラーが起
きました。 戻りコード = ’aaaaaaaa’。

解説: CLIST 変数の処理中に、重大エラーが起きまし
た。 IKJCT441 エラー・コードの説明については、該当
する TSO 資料を参照してください。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、弊社サ
ポート部門に連絡してください。
ISPV040
解説:
ん。

無効な PACK(N) - PACK(N) の N は 0
から 18 の間でなくてはいけません。

値 N は、0 以上 18 以下でなければなりませ

プログラマー応答: PACK キーワードで有効な値を指
定しているか、確認してください。

第1章 ISPF メッセージ

219

ISPF メッセージ
ISPV041

パックの長さが互換性なし - 指定された
PACK(N) のフォーマットには、指定され
たよりも大きな長さが必要です。

解説: VDEFINE サービスに指定された長さは、N の
値によって指定された小数点の右側の桁数を含むには、
大きさが十分ではありませんでした。
プログラマー応答: VDEFINE サービスに指定された長
さが、パック数字を含むのに大きさが十分であるかどう
か、確認してください。 値 N は、長さ x 2 - 1 より
大きくすることはできません。
ISPV042

VDEFINE の構文が無効 - ″*″ の形式で
は、VDEFINE パラメーター中の対応する
名前の位置に ″*″ が必要です。

解説: LIST オプションを使用していたときに、″*″ (ア
スタリスク) が、形式フィールド配列内で見付かりまし
たが、変数名配列内の対応する項目は ″*″ (アスタリス
ク) ではありませんでした。
プログラマー応答: 形式フィールド配列と名前リスト
配列が正しく対になるようにしてください。
ISPV043

VDEFINE の構文が無効 - ″*″ の形式は
LIST オプションと、少なくとも 1 つの
正しい形式とともに指定されなくてはいけ
ません。

解説: 値 ″*″ (アスタリスク) は、LIST オプションで
のみ有効です。 また、形式配列内には、″*″ (アスタリ
スク) 以外に少なくとも 1 つは有効な形式がなければな
りません。
プログラマー応答: 形式配列内の値すべてを ″*″ (アス
タリスク) として指定することはやめてください。
ISPV044

データの形式が無効 - データに、パック
形式には無効な 16 進文字が含まれてい
ます。

解説: PACK 形式のデータは、数値 (0〜9) でなければ
なりません。
プログラマー応答: PACK 形式の変数に対して有効な
数値データが与えられているか、確認してください。
ISPV045

データ長が無効 - ″aaaaaaaa″ の長さが
bbbbbbbb です - 正しい長さは 4 か 8 で
す。

解説: FLOAT 形式の変数は、4 バイトか 8 バイトの
いずれかの長さでなければなりません。
プログラマー応答:
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は、VDEFINE サービスに与えられた長さが 4 か 8 の
いずれかの値であるようにしてください。
ISPV046

データ長が無効 - ″aaaaaaaa″ の長さが
bbbbbbbb です - 正しい長さは 1 から
10 です。

解説: PACK 形式の変数は、1〜10 バイトの長さでな
ければなりません。
プログラマー応答: 形式の値が PACK である場合は、
VDEFINE サービスに与えられた長さが 1〜10 の値であ
るようにしてください。
ISPV047

データ長が無効 - ″aaaaaaaa″ の長さが
bbbbbbbb です - 正しい長さは 2 から
32767 です。

解説: BINSTR 形式の変数は、1 より大きくて、32 768
より小さい長さでなければなりません。
プログラマー応答: BINSTR 形式の変数に対して
VDEFINE サービスに指定された長さは、1 より大きく
て、32 768 より小さくなるようにしてください。
ISPV048

データ文字列が無効 - 変数 ″aaaaaaaa″
はヌル終止符を含まなくてはいけません。

解説: BINSTR 形式の変数の最後のバイトは、ヌル終
止符 (X'00') でなければなりません。
プログラマー応答: BINSTR 形式の変数に対して
VDEFINE サービスに与えられた長さが、ヌル終止符 (2
進の 0) が変数値の最後の桁に入ることを許すものにな
っていることを確認してください。 ISPF は、意味のあ
るデータを ″長さ - 1″ と考えるので、ヌル終止符を最
後の桁に入れます。
ISPV050

マスク形式が無効 - 形式 ″aaaaaaaa″ は
正しいマスク形式ではありません。

解説: 無効なマスク形式が VMASK サービスに指定さ
れました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: VMASK サービスのマスク形式が
有効かどうか、調べてください。
ISPV051

マスク長が無効 - VMASK サービスに無
効な長さ ″aaaaaaaa″ が指定されました。

解説: 無効な長さが、VMASK サービス上の USER 形
式に対して指定されました。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: マスクの長さは、0 より大きくて
20 以下であるフルワードの 2 進整数でなければなりま
せん。
ISPV052

変数マスクが無効 - 指定されたマスクに
無効な形式の文字があります。

解説: 無効なマスク記号が、USER タイプのマスクと
ともに、VMASK サービスのマスク・パラメーター内で
使用されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: マスクを訂正して、ISPF サービス
の手引き の VMASK サービスの項で説明されている有
効なマスク記号を含むようにしてください。
ISPV053

変数データが無効 - 指定された変数に、
指定された変数マスクに対して無効なデー
タが含まれています。

解説: 変数の値に、マスク・パターンと一致しないデ
ータが含まれています。 たとえば、マスク・パターン
が AAA だったときに数値データが与えられたとした
ら、このエラーが起こります。
ユーザー応答: 変数の値をマスク・パターンに適合す
るように訂正してください。
ISPV054

変数の長さが無効 - 指定された変数値が
無効な長さです。

解説: 変数の長さがマスク・パターンの長さと一致し
ません。
ユーザー応答: 変数の値をマスク・パターンに一致す
るように訂正してください。
ISPV055

変数がマスクされていません - VEDIT 中
の指定された変数はマスクされた変数では
ありません。

解説: VEDIT が、自らに関連づけられた VMASK を
持たない変数に対して指定されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 定義済みの VEDIT を持つ変数は
すべて、同時に自らに関連づけられている VMASK も
持っているようにしてください。

ISPV056

変数の形式が無効 - 指定された変数の
VDEFINE 形式が VMASK サービスには
無効です。

解説: 無効な VDEFINE 形式が、VMASK に関連づけ
られている変数に対して指定されました。 VMASK サ
ービスがサポートする形式は、CHAR、FIXED、または
PACK です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: コーディングを訂正して、VMASK
サービスがサポートしている形式の 1 つを指定して
VDEFINE サービスを使用するか、あるいは、VMASK
を使用しないかのいずれかにするようにしてください。
ISPV057

ユーザー・マスクが無効 - マスクには次
の文字の少なくとも 1 つが含まれなくて
はいけません (A、9、H、N、X)。

解説: 指定されたマスクには、少なくとも 記号
A、9、H、N、X のうち 1 つが含まれていなければな
りません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 有効なユーザー・マスクを与える
ように、コーディングを訂正してください。
ISPV058

変数が未定義 - 指定された変数が
VDEFINE されていません。

解説: VDEFINE が、VMASK に関連づけられている変
数に対して出されていませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 自らに関連づけられている
VMASK を持つ変数すべてに対して、VDEFINE が完了
しているかどうか、確認してください。
ISPV059

変数マスクが無効 - ″B″ は組み込みのみ
可能です。 ブランクは変数マスクの開始
または終了には使用できません。

解説: VMASK が、マスク・パターンの先頭または終
わりに ″B″ を入れて出されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: コーディングを訂正して、マスク
の先頭桁または最後の桁に ″B″ を入れたマスク・パタ
ーンを指定しないようにしてください。
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ISPWS000

WSCON サービスに無効な CODEPAGE
および CHARSET の値が指定されまし
た。使用するには両方のパラメーターを指
定する必要があります。

ISPWS004

WSCON IP または LU パラメーターに
指定された変数が見つからないか、または
値がブランクです。ワークステーションと
接続するには値が必要です。

解説: WSCON サービスに無効な CODEPAGE および
CHARSET の値が指定されました。使用するには両方の
パラメーターを指定する必要があります。

解説: WSCON IP または LU パラメーターに指定され
た変数が見つからないか、または値がブランクです。ワ
ークステーションと接続するには値が必要です。

ユーザー応答: PANEL(YES) または
PANEL(ONERROR) を指定する場合は、該当のパネル・
フィールドにコード・ページと文字セットを入力する必
要があります。

ユーザー応答: PANEL(YES) または
PANEL(ONERROR) を指定する場合は、該当のパネル・
フィールドにワークステーション・アドレスを入力する
必要があります。

プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しで指定
したパラメーターを訂正してください。

プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しの IP
または LU パラメーターで指定した変数名を訂正する
か、変数および値を使用できるように、確認してくださ
い。

ISPWS001

WSCON サービスに矛盾するパラメータ
ーが指定されました。パラメーターの 1
つだけが指定できます。 IP、LU、または
FI。

ISPWS005

解説: WSCON サービスに矛盾するなんらかのタイプ
のパラメーターが指定されました。たとえば、IP およ
び LU アドレスの両方を指定した可能性があります。
プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しに指定
したパラメーターを訂正してください。
ISPWS002

接続されていません - ワークステーショ
ンと切断する要求がなされましたが、現在
接続はありません。

解説: ワークステーションとの切断が要求されました
が、現在対象となる接続はありません。
ユーザー応答: ワークステーションと接続している場
合は、WSDISCON だけを出してください。
ISPWS003

切断できません - GUI セッションが
GUISCRD または GUISCRW、あるいは
その両方で呼び出されましたが、サイズが
実際の 3270 画面サイズとは異なりま
す。そのため、切断して 3270 モードで
画面の表示を開始することができません。

解説: 切断できません - GUI セッションが GUISCRD
または GUISCRW、あるいはその両方で呼び出されまし
たが、サイズが実際の 3270 画面サイズとは異なりま
す。そのため、切断して 3270 モードで画面の表示を開
始することができません。
ユーザー応答: ISPF 3270 セッションと同じ画面サイ
ズの ISPF GUI セッションを実行している場合は、
WSDISCON だけを発行してください。
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WSCON サービスに矛盾するパラメータ
ーが指定されました。パラメーターの 1
つだけが指定できます。IP、LU、または
FI。適切なネットワーク・プロトコルを選
択して必要なところにマシン・アドレスを
指定してください。

解説: WSCON サービスに矛盾するなんらかのタイプ
のパラメーターが指定されました。たとえば、IP およ
び LU アドレスの両方が指定された可能性があります。
ユーザー応答: 適切なネットワーク・プロトコルを選
択して必要なところにマシン・アドレスを指定してくだ
さい。
プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しで指定
したパラメーターを訂正してください。
ISPWS006

WSCON TITLE パラメーターに指定され
た変数が見つかりません。

解説: GUI ウィンドウの表題を入れるための変数が見
つかりませんでした。
ユーザー応答: PANEL(YES) または
PANEL(ONERROR) を指定する場合は、該当のパネル・
フィールドに表題を入力する必要があります。これは、
GUI ウィンドウに対して、ZWINTTL と ZAPPTTL が
定義されていない場合に使用されます。
プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しの
TITLE パラメーターで指定した変数名を訂正するか、変
数を使用できるようにしてください。
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ISPWS007

接続なし - 接続する前に、「ワークステ
ーション接続の開始」パネルから終了、
EXIT、または CANCEL が押されまし
た。

ユーザー応答:
ます。
ISPWS011

解説: GIU ウィンドウの表題を入れるために指定され
た変数。
ISPWS008

WSCON サービスの aaaaaaaa パラメー
ターに無効な値が指定されました。

解説: STD、FIX、または DLG 以外の値が FRAME
パラメーターに指定されたか、STD または DLG 以外
の値が WSCON サービスの BKGRND パラメーターに
指定されました。
ユーザー応答: PANEL(YES) または
PANEL(ONERROR) を指定する場合、システム・プロフ
ァイルの省略時値が望みの値でないときは、適切な GUI
ウィンドウ・フレーム値または省略時ウィンドウ背景色
を選択する必要があります。

WSCON サービスの aaaaaaaa パラメー
ターに無効な値が指定されました。パネ
ル・フィールドはシステム・プロファイル
からの値で初期化されました。この省略時
値が好ましくない場合には適切な値を選択
してください。

パラメーター IP、LU、または FI の 1
つを指定するか、システム・ プロファイ
ルに保管された有効なネットワーク・プロ
トコル値があることを確認する必要があり
ます。

解説: ワークステーションとの接続が要求されました
が、システム・プロファイルに、機械アドレスが指定さ
れなかったか、見つかりませんでした。あるいは、シス
テム・プロファイルに有効なネットワーク・プロトコル
が見つかりませんでした。
ユーザー応答: ワークステーションとの接続を要求す
る際に、機械アドレスを指定し、適切なネットワーク・
プロトコルを選択したことを確認してください。
ISPWS012

プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しの
FRAME パラメーターに指定した値を訂正してくださ
い。
ISPWS009

GUI モードで実行を続ける必要があり

IP、LU、または FI パラメーターが
WSCON サービスに指定されておらず、
システム・プロファイルに保管された有効
なネットワーク・プロトコルがありません
でした。ネットワーク・プロトコルを選択
して、適切なところに有効なマシン・アド
レスを指定してください。

解説: ワークステーションとの接続が要求されました
が、システム・プロファイルに、機械アドレスが指定さ
れなかったか、見つかりませんでした。あるいは、シス
テム・プロファイルに有効なネットワーク・プロトコル
が見つかりませんでした。

解説: STD、FIX、または DLG 以外の値が FRAME
パラメーターに指定されたか、STD または DLG 以外
の値が WSCON サービスの BKGRND パラメーターに
指定されました。

ユーザー応答: ワークステーションとの接続を要求す
る際に、機械アドレスを指定し、適切なネットワーク・
プロトコルを選択したことを確認してください。

ユーザー応答: PANEL(YES) または
PANEL(ONERROR) を指定する場合、システム・プロフ
ァイルの省略時値が望みの値でないときは、適切な GUI
ウィンドウ・フレーム値または省略時ウィンドウ背景色
を選択する必要があります。

ISPWS013

プログラマー応答: WSCON サービス呼び出しの
FRAME または BKGRND パラメーターに指定した値を
訂正してください。

解説: ワークステーションとの切断が、要求されまし
たが、ワークステーション・ツール統合構成プログラム
が実行中です。まずこのツールを出てから、WSDISCON
を呼び出して、ワークステーションを切断してくださ
い。

ISPWS010

切断できません - バッチ GUI モードで
実行中にはワークステーションと切断でき
ません。

解説: ワークステーションとの接続を切断する要求が
されましたが、バッチ・モードで実行されています。戻
るべき 3270 セッションがありません。

切断できません - ワークステーション・
ツール統合構成プログラムを実行中にはワ
ークステーションと切断できません。まず
ツールを終了し、それから WSDISCON
を呼び出してください。

ユーザー応答: ワークステーション・ツール統合構成
プログラムを出てから、WSDISCON を呼び出してくだ
さい。
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ISPWS014

切断されていません - この時点ではワー
クステーションと切断しないことを選択し
ました。

解説: この時点で、ワークステーションと切断しない
ことを選択しました。
ISPWS015

切断されました - 正常にワークステーシ
ョンから切断されました。

解説: GUI モードで実行していた場合は、ワークステ
ーションを切断し、ISPF セッションは 3270 モードで
続行されます。3270 モードで実行していた場合は、ワ
ークステーションから切断されました。

| ISPWS022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

必須パラメーターなし - いくつかの必須
パラメーターが TSOGUI に見つかりませ
んでした。 TSO 行モード・サポートで
GUI モードを実行中、TSOGUI OFF は
ISPF/TSO ウィンドウを中断するよう指
定し、すべてのフルスクリーンおよび行モ
ード・データは 3270 ウィンドウに表示
されます。TSOGUI ON は ISPF/TSO ウ
ィンドウを再開するよう指定し、すべての
TSO 行モード出力および入力は
ISPF/TSO ウィンドウに送られます。

| 解説: TSOGUI コマンドは、パラメーターを使わない
| か、または有効な ON および OFF 値以外のパラメータ
| ーを使用して入力されました。
| ユーザー応答: ON または OFF を指定して TSOGUI
| コマンドを入力してください。
ISPW001

ADDPOP サービスのエラー - 最初のパ
ネルが表示される前に ADDPOP サービ
スが出されました。

ISPW002

解説: 2 つの連続した ADDPOP サービスが、間に表
示が入らないで出されました。
プログラマー応答: ADDPOP 要求の間にパネル表示が
行われるようにしてください。
ISPW003

REMPOP サービスのエラー - 現在の選
択レベルでは活動中のポップアップ・ウィ
ンドウがありません。

解説: REMPOP サービスが出されましたが、活動状態
のポップアップ・ウィンドウがありませんでした。
プログラマー応答: POPUP と REMPOP のサービスす
べてが正しく対になるように確認してください。 ダイ
アログ・テストを使用して、ADDPOP と REMPOP サ
ービスの追跡をしてください。
問題判別: ダイアログ・テストを使用して、ADDPOP
と REMPOP サービスの追跡をしてください。
ISPW005

ウィンドウ・エラー - 前のパネルの表示
エラーで ADDPOP できません。

解説: ADDPOP 要求が、前の表示要求のエラーのため
失敗しました。 表示要求エラーは、パネルが見付から
なかったかパネル論理にエラーがあったなどの内容と考
えられます。 ユーザーが個人的にエラーを見て処理を
行うために CONTROL ERRORS RETURN を使用して
いないかぎり、このエラーは通常は見られません。
プログラマー応答: 表示要求のエラーを訂正して、
ADDPOP 要求が実行できるようにしてください。
ISPW008

解説: ADDPOP が出される前には、画面が少なくとも
1 つ表示されていなければなりません。
プログラマー応答: ISPF は通常、前にパネルが存在し
なかった場合は、ADDPOP の前にパネル ISPBLANK
をダミー・パネルとして表示します。 このパネルは
ISPPLIB 連結順序内に入れるようにしてください。そう
しておけば、ISPF によって表示される最初のパネルが
ポップアップ・ウィンドウ内にある場合、ADDPOP が
作動します。

ADDPOP サービスのエラー - パネルの
表示なしに連続した ADDPOP サービス
が出されました。

ウィンドウ・エラー - パネルに
MSGLOC フィールド ″aaaaaaaa″ が定義
されていません。

解説: MSGLOC フィールド名が指定されましたが、フ
ィールドがパネルに定義されていません。
プログラマー応答: パネルに存在するフィールド名を
指定してください。
ISPW009

内部エラー - モジュール ISPWIN に指定
されたサービス要求名が無効です。

解説: これは内部サービス呼び出しであり、失敗すべ
きではありません。
ユーザー応答:
ださい。
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システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPX001

弊社サポート部門まで

内部エラー - モジュール ISPXFR に指定
されたサービス要求名が無効です。

解説: これは内部サービス呼び出しであり、失敗すべ
きではありません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISPX002

解説:

転送完了 - ワークステーションへのホス
ト・データ・セットの転送が正常に完了し
ました。

転送のエラー - ″HOST″ または ″WS″ 変
数が、正しく FILEXFER サービス内に指
定されていません。

解説: ″HOST″ または ″WS″ 変数は、FILEXFER サー
ビスに対して指定する必要があります。 変数は定義し
なければならず、また、変数の値は 255 文字より長く
することはできません。

解説: ファイル FILEXFER サービスを機能する前に、
ワークステーションと接続しておく必要があります。
ユーザー応答: ISPF 設定値パネルの GUI プルダウン
から、または、ISPSTART コマンドの GUI パラメータ
ーを指定して、ワークステーションへの接続を行ってく
ださい。
ISPX011

転送のエラー - FILEXFER サービスの
″TO″ 指示は、無効です。 値は ″HOST ″
か ″WS″ にしなければなりません。

解説: ″TO″ パラメーターで有効な値は、″HOST″ と
″WS″ だけです。
プログラマー応答: FILEXFER サービスのファイル指
定を訂正してください。
ISPX009

転送のエラー - ホスト・データ・セット
名が 56 文字より長くなっています。

解説: FILEXFER サービスに指定されたホスト・デー
タ・セット名が、最大長の 56 文字より長くなっていま
す。
プログラマー応答: FILEXFER サービスのホスト・デ
ータ・セットの指定を訂正してください。

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ファイルは転送されませんでし
た。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ホスト・データ・セット属性は、ヌル・オブジェ
クト・ハンドルを持っていました。
プログラマー応答: ファイル名が正しく変数内に指定
されているかどうか、確認してください。
ISPX012

プログラマー応答: FILEXFER サービスの ″HOST″ ま
たは ″WS″ 変数の指定を訂正してください。
ISPX008

転送のエラー - FILEXFER サービスが、
ワークステーションへの接続がないため失
敗しました。

弊社サポート部門まで

通知メッセージです。

ISPX007

ISPX010

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ファイルは転送されませんでし
た。このユーザーは、ファイル転送が不許
可である可能性があります。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 このユーザーは、ファイル転送が不許可である可
能性があります。
プログラマー応答: ファイル名が正しく変数内に指定
されているかどうか、確認してください。
ISPX013

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ホスト・データ・セットまたはメ
ンバーが、オープンできなかったか見付か
りませんでした。ファイルは転送されませ
んでした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ホスト・データ・セットまたはメンバーが、オー
プンできなかったか見付かりませんでした。
プログラマー応答: ホスト・データ・セットまたはメ
ンバーが存在しているか、確認してください。
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ISPX014

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ワークステーション・ファイルが
オープンできなかったか見付かりませんで
した。ファイルの指定が間違っているか、
経路が存在しないか、転送先のディスクが
読み取り専用か、あるいは、転送先のドラ
イブが存在しないといった可能性がありま
す。ファイルは転送されませんでした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ワークステーション・ファイルがオープンできな
かったか見付かりませんでした。ファイルの指定が間違
っているか、転送先のディスクが読み取り専用か、ある
いは、転送先のドライブが存在しないかといった可能性
があります。
プログラマー応答: ワークステーション・ファイルが
存在しているか確認してください。
ISPX015

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ホスト・データ・セットまたはメ
ンバーの読み取り中にエラーが起きまし
た。ファイルは転送されませんでした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ホスト・データ・セットまたはメンバーの読み取
り中にエラーが起きました。
プログラマー応答: ユーザーが、データ・セットまた
はメンバーに対して読み取りアクセスを持っているか確
認してください。
ISPX016

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ワークステーション・ファイルの
読み取り中にエラーが起きました。ファイ
ルは転送されませんでした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ワークステーション・ファイルの読み取り中にエ
ラーが起きました。
ユーザー応答: ワークステーション・ディスクが読み
取り可能かどうか確認してください。
プログラマー応答: 転送先ワークステーション・ディ
スクが読み取り可能かどうか確認してください。

ISPX017

転送に失敗しました - FILEXFER サービ
スでファイルの転送中にエラーが発生しま
した。 ホスト・データ・セットまたはメ
ンバーの書き込み中に、エラーが起きまし
た。データ・セットまたはメンバーを書き
込むスペースが不足している可能性があり
ます。 ファイルは転送されませんでし
た。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ホスト・データ・セットまたはメンバーの書き込
み中に、エラーが起きました。
ユーザー応答: データを転送しようとしているデー
タ・セットへの書き込みアクセスを持っているか、およ
び、データ・セットまたはメンバーを書き込むスペース
が十分かどうか、確認してください。
プログラマー応答: ユーザーがデータ・セットへの書
き込みアクセスを持っているか、および、データ・セッ
トまたはメンバーを書き込むスペースが十分かどうか、
確認してください。
ISPX018

転送のエラー - FILEXFER サービスを使
用してファイルを転送中に、エラーが起き
ました。ワークステーション・ファイルの
書き込み中に、エラーが起きました。ディ
スクがいっぱいである可能性があります。
ファイルは転送されませんでした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし
た。 ワークステーション・ファイルの書き込み中に、
エラーが起きました。
ユーザー応答: データを転送しようとしているディス
クへの書き込みアクセスを持っているか、および、ディ
スクにファイルを書き込むスペースが十分にあるかどう
か、確認してください。
プログラマー応答: ユーザーがディスクへの書き込み
アクセスを持っているか、および、ディスク上にファイ
ルを書き込むスペースが十分かどうか、確認してくださ
い。
ISPX019

転送のエラー - ホスト・データ・セット
をクローズ中に、エラーが起きました。デ
ィレクトリーがいっぱいである可能性があ
ります。 ファイルは転送されませんでし
た。

解説: ファイル転送は失敗しました。 ISPF はデー
タ・セットをクローズすることができませんでした。
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考えられる原因の 1 つは、ディレクトリーがいっぱい
であるということです。

た。 ホスト・データ・セットまたはメンバーが、オー
プンできなかったか見付かりませんでした。

ユーザー応答: データ・セットを今より大きなディレ
クトリー・ブロックで再割り振りしてください。

プログラマー応答: ホスト・データ・セットまたはメ
ンバーが存在しているか、確認してください。

ISPX020

LMMSTATS が失敗しました - ファイル
が正常に転送されましたが、ISPF がファ
イルの統計を作成することができませんで
した。

解説: 統計を作成するためのディレクトリー・スペー
スが十分ではありませんでした。
ユーザー応答: ディレクトリー・ブロックを追加して
データ・セットを再割り振りしてください。
ISPX021

転送のエラー - ワークステーション・フ
ァイルのクローズ中に、エラーが起きまし
た。ファイルは転送されませんでした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 ISPF がワーク
ステーション・ファイルをクローズすることができませ
んでした。 ファイルは他の処理によってロックされて
いる可能性があります。
ユーザー応答: 転送しようとしているファイルを現在
使用している処理が他にはないことを確認してくださ
い。
ISPX022

転送が受け入れられませんでした - ワー
クステーション接続を受け入れるときに、
ユーザーはファイル・アクセスを拒否しま
した。

解説: ユーザーは、ワークステーション接続の受け入
れか拒否かの選択の際、ファイルへのアクセスを承認す
るか、しないかを決めることができます。この場合、ユ
ーザーは接続を受け入れましたが、ファイル・アクセス
を拒否しました。
ユーザー応答: ISPF セッションを終らせ、ファイル・
アクセスの許可を指定してそのセッションを再始動しま
す。
ISPX023

DD ISPILIB に割り振られているデータ・
セットからホスト・イメージ・ファイルを
転送中に、ファイル転送エラーが発生しま
した。ホスト・データ・セットまたはメン
バーが、オープンできなかったか見付かり
ませんでした。ファイルは転送されません
でした。

解説: ファイル転送は失敗しました。 FILEXFER サー
ビスは構文的には正しいが、転送は完了しませんでし

ISPX024

ファイル転送エラー - ワークステーショ
ン・ファイルのホストへの転送を試みてい
る最中に、ファイル転送エラーが発生しま
した。受け入れ側ホストのファイルが、使
用中かオープンされています。

解説: ファイル転送サービスは、ホストへのファイル
転送を完了することができませんでした。受け入れ側ホ
ストのファイルが、使用中かオープンされています。
ユーザー応答: ホスト・ファイルが使用可能になるま
で待機してください。
プログラマー応答: ホスト・ファイルは待ち行列に入
れられます。ホスト・ファイルが使用可能になるまで待
機し、その後 filexfer サービスを試みてください。
問題判別: 待ち行列に入れられたデータ・セット / メ
ンバーを持っているのはどのユーザーか、検査します。
ISPX100

FILESTAT が失敗しました - FILESTAT
サービスが、ワークステーションへの接続
がないため、失敗しました。

解説: ファイル FILESTAT サービスが機能する前に、
ワークステーションへの接続を行う必要があります。
ユーザー応答: ISPF 設定値パネルの GUI プルダウン
から、または、ISPSTART コマンドの GUI パラメータ
ーを指定して、ワークステーションへの接続を行ってく
ださい。
ISPX101

FILESTAT のエラー - ″file″ 変数が、
FILESTAT サービス内に正しく指定され
ませんでした。

解説: ″file″ 変数名を FILESTAT サービスに対して指
定する必要があります。 変数の値は、255 文字より長
くならないようにしなければなりません。
プログラマー応答: FILESTAT サービスの ″file″ 変数
の指定を訂正してください。
ISPX102

FILESTAT のエラー - LRECL、DATE、
または LRECL と DATE の両方を、
FILESTAT サービスに指定しなければな
りません。

解説: FILESTAT サービスには、LRECL または DATE
のパラメーターの少なくとも 1 つを指定する必要があ
ります。
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プログラマー応答: FILESTAT サービスのファイル指
定を訂正してください。
ISPX103

内部エラー - モジュール ISPWFS への
サービス要求で無効な名前が指定されまし
た。

ユーザー応答: 有効なプログラム名またはコマンド名
を入力してください。
ISPYB015

活動状況が無効です - 活動状況のタイプ
が認識できません。YES か NO を指定
してください。

解説: これは内部サービス呼び出しであり、失敗すべ
きではありません。

解説: 活動状況タイプ・フィールドは、ブレークポイ
ントが活動状態か否かを指定するものです。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答: ブレークポイントを活動化するには、
YES を指定してください。 ブレークポイントを非活動
化するには、NO を指定してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

ISPYB017
ISPYB011

コマンドが正しくない - 有効な行コマン
ドは I (挿入)、D (削除)、R (反復) で
す。

コマンドが無効です - ’aaaaaaaa’ は有効
なブレークポイント・コマンドです。

解説: 有効なコマンドは、CANCEL、RESUME、
QUAL、および LOCATE です。

解説: 次の行コマンドが有効です。すなわち、Inn は
nn 行の挿入、Dnn は nn 行の削除、Rnn は nn 行の反
復を行います。

ユーザー応答: 有効なブレークポイント・コマンドを
入力してください。

ユーザー応答: 有効な行コマンド I (挿入)、D (削除)、
R (反復) のいずれかを入力してください。

ISPYB018

ISPYB012

サービス名が無効です - ’aaaaaaaa’ は有
効な ISPF サービスではありません。

’aaaaaaaa’ が見付かりません - サービス
名がブレークポイント・リスト内に存在し
ません。

解説: LOCATE コマンドは、要求されたサービスを見
付けることができませんでした。

解説: ブレークポイントは ISPF サービスの前後に設
定されています。 有効な ISPF サービスには、ブレー
クポイントの設定が必須です。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答: ISPF サービスの手引き の定義を参照
して、有効な ISPF サービスを入力してください。

ISPYB019

ISPYB013

WHEN 条件が無効です - WHEN が認識
できません。BEFORE、AFTER、Rnn の
いずれかを指定してください。

解説: WHEN 条件は、どの点でダイアログの実行に介
入するのかをダイアログ・テストに知らせるものです。
有効な条件は次のとおりです。すなわち、BEFORE は
サービスが制御を受け取る前の停止、AFTER はサービ
スが完了した後の停止、Rnn は戻りコードが整数 nn で
あった場合のサービスの完了後の停止、(ブランク) はサ
ービスの前後の停止を、それぞれ指示します。
ISPYB014

機能名が無効です - 指定した機能名は、
ISPF の命名規則に従っていません。

解説: 機能名は、ISPF 命名規則に従わなければなりま
せん。
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解説:

’aaaaaaaa’ が見付かりました - サービス
名がロードされました。先頭行に表示され
ています。

これは通知メッセージです。

ISPYB021

解説:
た。

有効なサービス名を入力してくださ

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb 要求は、
aaaaaaaa サービス・ルーチンに対しては
無効です。

ブレークポイント・ルーチンで障害が起きまし

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
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ISPYB022

解説:
た。

aaaaaaaa のエラー - 区切り点が未設定。
bbbbbbbb はダイアログ管理サービス名と
して無効です。

ブレークポイント・ルーチンで障害が起きまし

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYB023

解説:
た。

ISPYB025

ISPYBI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はセットアップ時に失敗しまし
た。

ブレークポイント・ルーチンで障害が起きまし

ISPYBI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はテーブル初期設定時に失敗し
ました。

解説: ブレークポイント・ルーチンが、テーブルの初
期設定中に失敗しました。
プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYB026

ISPYBI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) は編集制御時に失敗しました。

解説: ブレークポイント・ルーチンが、テーブルを編
集のために初期設定していたときに失敗しました。

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。

ISPYB024

ISPYBI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はテーブル作成時に失敗しまし
た。

ISPYB027

ISPYBI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はチェーン作成時に失敗しまし
た。

解説: ブレークポイント・テーブルの作成中にエラー
が起きました。

解説: ブレークポイント・チェーンを構築中に障害が
起きました。

プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

システム・プログラマー応答: 内部 TBCREATE が失
敗しました。 失敗が継続する場合は、弊社サポート部
門まで連絡してください。

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
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ISPYB028

解説:
た。

aaaaaaaa のエラー - 区切り点が設定され
ていません。bbbbbbbb は有効な機能名で
はありません。

ブレークポイント・ルーチンで障害が起きまし

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYB029

解説:
た。

aaaaaaaa のエラー - 区切り点が設定され
ていません。bbbbbbbb’ は WHEN 条件と
して正しくありません。

ブレークポイント・ルーチンで障害が起きまし

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYB031

サービス名が入力されていません - ブレ
ークポイントを設定するには、サービス名
が必要です。

解説: ISPF ブレークポイントは、ISPF サービス呼び
出しまたは出口で発生します。 ブレークポイントの設
定には、サービス名が必要です。
プログラマー応答:
てください。

有効な ISPF サービス名を入力し

ISPYB033

パラメーターが多過ぎる - このコマンド
にはパラメーターが定義されていません。

解説: このコマンドではパラメーターは許されていま
せん。
プログラマー応答: コマンドの後に続くデータは、コ
マンド行から除去する必要があります。
ISPYB034

サービス名を入力してください - 見付け
たいサービスの名前を入力してください。

解説: LOCATE コマンドには、見付けたい ISPF サー
ビス名を指定する必要があります。
プログラマー応答: LOCATE コマンドに ISPF サービ
スを入力してください。
ISPYB035

パラメーターが多過ぎます - LOCATE コ
マンドでは、サービス名だけが有効なパラ
メーターです。

解説: LOCATE コマンドを入力した場合は、ISPF サー
ビス名の後には何もデータを続けることはできません。
プログラマー応答: コマンド行にあるデータ、すなわ
ち LOCATE コマンドと ISPF サービス名の後に続くデ
ータを消去してください。
ISPYB036

サービス名が無効 - サービス名は 8 文字
以内でなければなりません。

解説: LOCATE コマンドの後に続く ISPF サービス名
が、許されているより長くなっています。
プログラマー応答: LOCATE コマンドと一緒に使用す
る ISPF サービス名を訂正してください。
ISPYB037

テスト・モードが活動状態ではありません
- アプリケーションはダイアログ・テスト
から実行しなければなりませんが、ダイア
ログ・テスト内ではないところで DTEST
コマンドが出されました。

コマンドが矛盾します - ’aaaaaaaa’ が D
コマンドの対象範囲内にあります。 どち
らかを訂正してください。

解説: ダイアログ・テストのもとでないとき、または
ダイアログ・テスト中ではあったがアプリケーションを
実行 (ダイアログ・テスト・オプション 1) していない
ときに、DTEST コマンドが出されました。

解説: 2 番目の行コマンドが D (DELETE) コマンドの
範囲内にあるため、このままでは削除されてしまいま
す。

ユーザー応答: DTEST コマンドは、ダイアログ・テス
ト (機能) 内のオプション 1 から呼び出されたアプリケ
ーションを実行している間のみ、有効になります。

ISPYB032

プログラマー応答:
さい。
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ISPYB038

パラメーターが無効です - DTEST コマ
ンドに無効なパラメーターが指定されまし
た。 有効なパラメーターは、1〜8 だけ
です。

いずれかの機能を入力してください。
ISPYF012

解説: ユーザーが DTEST コマンドに無効なパラメー
ターを入力しました。 有効なパラメーターは 1〜8
で、ダイアログ・テスト・オプションに対応していま
す。

解説:

ユーザー応答: ユーザーは有効なパラメーターを指定
する必要があります。

解説:

これは通知メッセージです。

ISPYF013

テストへの切り替えが失敗しました ISPF は、ユーザー環境からダイアログ・
テスト環境への切り替えができませんでし
た。

解説: DTEST コマンドを実行する場合、ISPF はユー
ザー環境からダイアログ・テスト環境へ切り替えを行う
必要があります。 この切り替えが失敗したため、ISPF
は DTEST コマンドの処理を続けることができません。
プログラマー応答: テスト環境の設定を再び試行した
のち DTEST コマンドを再び出してください。あるい
は、大きな領域サイズの TSO へのログオンを試行して
からテスト環境の設定を再び試行したのち、DTEST コ
マンドを再び出してください。 問題が解決しない場合
は、弊社サービスに連絡してください。
ISPYF010

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb が戻りコ
ード cccccccc を返しました。要求
(dddddddd)。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF 内部エラーのいずれかです。 エラーが継続する場
合は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: コードのレベルが混在
していない場合は、弊社サポート部門まで連絡してくだ
さい。
ISPYF011

解説:
ん。

機能名を入力してください - パネル、コ
マンド、プログラムのいずれかの名前を入
力しなければなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答:

値が無効です - カーソル位置に YES か
NO を入力してください。

解説: NEWAPPL を選択した場合は、PASSLIB フィー
ルドに項目がなければなりません。
プログラマー応答: カーソルがあるフィールドに YES
か NO を入力してください。
ISPYF015

名前を 1 つ入力してください - パネル、
コマンド、プログラム、要求のいずれかに
対して、複数の名前が入力されました。

解説: このパネルでは、パネル、コマンド、プログラ
ム、要求を実行することができます。 処理を行う際に
は、名前は 1 つしか入力できません。
プログラマー応答: 処理を行う際には、パネル、コマ
ンド、プログラム、要求のいずれかの名前を入力してく
ださい。
ISPYF016

解説: ダイアログが失敗しました。メッセージに失敗
時の状況が記載されています。
ユーザー応答:
い。

機能 RC = aaaaaaaa - 指定された機能が
戻りコード aaaaaaaa で完了しました。

これは通知メッセージです。

ISPYF014
ISPYB039

パネルの選択が完了しました - 要求され
たパネルの選択が完了しました。

言語が無効です - 言語は APL、CREX、
ブランクのいずれかにしなければなりませ
ん。

解説: 処理したいコマンドを入力する場合は、LANG
フィールドを APL、CREX、ブランクのいずれかに設定
してください。
プログラマー応答:
さい。
ISPYF018

LANG フィールドを訂正してくだ

MODE が無効です - MODE は、
LINE、FSCR、ブランクのいずれかにしな
ければなりません。

解説: 行モードの場合は LINE を、全画面モードの場
合は FSCR を、または、ブランクを入力してくださ
い。
プログラマー応答: MODE フィールドに対して項目を
訂正してください。

パネル、コマンド、プログラムの
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ISPYF019

解説:
ん。

値が矛盾しています - PASSLIB の選択
は、NEWAPPL が同時に指定されている
場合にだけ有効になります。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答: PASSLIB および NEWAPPL フィ
ールドに対して、正しい値を入力してください。
ISPYL011

解説:

ISPYLI のエラー - ISPYXEM が
RC(aaaaaaaa) を返しました。要求 (入力
エラー)。

内部 ISPF 呼び出しにエラーが起きました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。

システム・プログラマー応答: これは DASD の問題で
ある可能性があります。 ログ・データ・セットの削除
を試行したのち、ログ項目の再作成を試みてください。
エラーが継続する場合は、弊社サポート部門まで連絡し
てください。
ISPYL015

解説: ログ・データ・セットの表示をしようとしてい
るときに、エラーが起きました。
ユーザー応答: ISPF を再び実行する前に、ISPF を終
了させ今より大きい領域の記憶域を割り振ってくださ
い。 エラーが継続する場合は、システム・プログラマ
ーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 領域サイズが ISPF の
要件を満たしている場合は、弊社サポート部門まで連絡
してください。
ISPYL016

ISPYL012

解説:

ISPYLI のエラー - ISPYLS が
RC(aaaaaaaa) を返しました。詳細はログ
の中のこのメッセージの前にあります。

ログ・ルーチンの表示で障害が起きました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ログ・データ・セット
を事前割り振りしていた場合は、割り振りが正しく行わ
れているかどうか確認してください。 後処置が NEW
または OLD に指定されている事前割り振りログ・デー
タ・セットは、表示することはできません。 後処置が
正しい場合は、このエラーは ISPF のコードのレベルの
混在によって引き起こされた可能性があります。 ISPF
コードのレベルが混在していない場合は、弊社サポート
部門まで連絡してください。
ISPYL013

ログ・データ・セットが空 - ログ・デー
タが空です。 表示が実行できません。

解説: これは通知メッセージです。ログに項目があり
ません。
ISPYL014

I/O エラー - 要求された最初のレコード
を読み取り中に I/O エラーが起きまし
た。

解説: ログ・データ・セットの読み取り中にエラーが
起きました。
ユーザー応答: エラーが継続する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
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記憶域が足りません - 表示の続行に必要
な記憶域が足りません。

表示するパネルが無効 - パネル ISPYLP1
が無効です。 システム・プログラマーに
連絡してください。

解説: 参照しようとしている ISPYLP1 パネルが、
BROWSE サービスから使用することができません。 シ
ステム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPYLP1 の問題を訂正
してください。 パネルの問題が判別できない場合は、
弊社サポート部門まで連絡してください。
ISPYL017

再帰的使用のエラー - ISPF 機能 (この場
合は表示) の再帰的使用はできません。

解説: BROWSE はすでに活動状態なので、再度
BROWSE を活動化することはできません。
ユーザー応答:
てください。
ISPYL018

BROWSE セッションの 1 つを終了し

表示の重大なエラー - モジュール
ISRCBR で重大なエラーが起きました。

解説: 表示 (BROWSE) が RC=20 を返してきました。
システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: BROWSE 機能が正しく
BROWSE オプションを使用している場合は、弊社サポ
ート部門まで連絡してください。

ISPF メッセージ
ISPYP011

パラメーターがない - パネル名またはメ
ッセージを入力してください。

解説: このパネルには、パネル名またはメッセージ ID
のいずれかが必要です。
プログラマー応答: パネル名またはメッセージ ID を
入力してください。

ISPYR012

コマンドが矛盾します - ’aaaaaaaa’ が D
コマンドの対象範囲内にあります。 どち
らかを訂正してください。

解説: D コマンドの範囲内に行コマンドがあります。
このままでは、削除ルーチンは DELETE の完了時にそ
の行を削除してしまいます。
プログラマー応答:

ISPYP012

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb は戻りコ
ード cccccccc を返しました。要求
(dddddddd)。

解説: ISPF の内部エラーが起きました。 システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYP013

.RESP=ENTER リセット - パネルには
.RESP=ENTER ステートメントが含まれ
ています。 この表示要求については、こ
の値は無視されます。

解説: これは通知メッセージです。 ダイアログ・テス
トのオプション 2 からパネルを表示する場合は、
.RESP=ENTER ステートメントが無限ループを起こす可
能性があります。 このループ状態を回避するために、
ISPF はこのオプションからの表示に対する
.RESP=ENTER は無視します。
ISPYP014

.RESP=ENTER 変更済み - パネルには
.RESP=ENTER ステートメントが含まれ
ています。 この表示要求を終了するため
に、この値が上書きされます。

解説: これは通知メッセージです。 ダイアログ・テス
トのオプション 2 からパネルを表示する場合は、
.RESP=ENTER ステートメントが無限ループを起こす可
能性があります。 このループ状態を回避するために、
ISPF は、)PROC または )REINIT セクションにある
.RESP=ENTER を .RESP=END に変更して、表示要求を
抜けます。
ISPYR011

解説:

コマンドが正しくない - 有効な行コマン
ドは I (挿入)、D (削除)、R (反復) で
す。

ISPYR013

正しい行コマンドのいずれかを入

活動状況が無効です - 活動状況のタイプ
が正しくありません。YES か NO を指
定してください。

解説: 活動状態 (Active) フィールドは YES か NO に
しなければなりません。
プログラマー応答: 活動 (Active) フィールド状況を
YES か NO に訂正してください。
ISPYR014

パラメーターが多過ぎる - このコマンド
にはパラメーターが定義されていません。

解説: このコマンドはパラメーターを使用することが
できます。
プログラマー応答: コマンドを訂正してください。 パ
ラメーターは、LOCATE コマンドでのみ許されていま
す。
ISPYR015

コマンドが無効です - ’aaaaaaaa’ は追跡
コマンドとして有効ではありません。

解説: 使用されたコマンドは、追跡機能に対しては有
効ではありません。
プログラマー応答: 追跡機能に対してどのコマンドが
有効か確認したい場合は、HELP コマンドを使用してく
ださい。
ISPYR016
解説:

機能名が無効です - 指定した機能名は、
ISPF の命名規則に従っていません。

入力された機能名は無効です。

プログラマー応答:
い。
ISPYR022

無効な行コマンドが入力されました。

プログラマー応答:
力してください。

行コマンドを訂正してください。

解説:

正しい機能名を入力してくださ

ISPYRFI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はセットアップ時に失敗しまし
た。

機能が正しく初期設定できませんでした。

プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF 内部エラーのいずれかです。 エラーが継続する場
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ISPYR026

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYR023

ISPYRFI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はテーブル作成時に失敗しまし
た。

解説: 追跡に使用されるテーブルを作成することがで
きませんでした。
プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: TBCREATE がダイアロ
グ・テスト・オプションの外側で作動しているかどう
か、確認してください。 TBCREATE がダイアログ・テ
スト内でのみ失敗し、さらに、ISPF のコードのレベル
が混在していない場合は、弊社サポート部門に連絡して
ください。
ISPYR024

解説:

ISPYRFI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はテーブル初期設定時に失敗し
ました。

追跡機能は初期設定されませんでした。

プログラマー応答: 問題が継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは ISPF 内部エラーいずれかの可能性がありま
す。 ISPF コードのレベルが混在していない場合は、弊
社サポート部門まで連絡してください。

解説: ブレークポイント・チェーンを構築中に障害が
起きました。
プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYR031

解説:

ISPYRFI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) は編集制御時に失敗しました。

解説: 追跡ルーチンが、編集のためにテーブルを初期
設定しているときに失敗しました。
プログラマー応答: これは、システム・エラーまたは
ISPF コードのレベルの混在のいずれかによって引き起
こされた、内部エラーの可能性があります。 エラーが
継続する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
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機能名が必要です - 機能名を入れるか、
すべての機能の場合は ALL を入れてくだ
さい。

機能名が必要です。

プログラマー応答: 機能名を入力するか、HELP を入
力して補足情報を表示するか、いずれかを行ってくださ
い。
ISPYR032

解説:

サービス名が無効 - ’aaaaaaaa’ は、有効
なダイアログ管理サービス名ではありませ
ん。

入力されたサービス名が無効です。

プログラマー応答:
てください。
ISPYR033

ISPYR025

ISPYRFI のエラー - aaaaaaaa が
RC(bbbbbbbb) を返しました。要求
(cccccccc) はチェーン作成時に失敗しまし
た。

解説:

有効な ISPF サービス名を入力し

サービス名が無効 - サービス名は 8 文字
以内でなければなりません。

サービス名が 8 文字を超えています。

プログラマー応答:
てください。
ISPYR034

有効な ISPF サービス名を入力し

’aaaaaaaa’ がない - この機能名が追跡リ
ストにありません。

解説: LOCATE コマンドに入力された機能名が、存在
しません。
プログラマー応答: LOCATE コマンドに別の機能名を
入力してください。

ISPF メッセージ
ISPYR035

解説:

’aaaaaaaa’ が見付かった - この機能名が
見付かりました。最初の行に表示されてい
ます。

これは通知メッセージです。

ISPYR037

機能名を入力 - 見付ける機能名を入力し
てください。

ISPYR043

パラメーターが多過ぎる - LOCATE コマ
ンドで指定できるパラメーターは変数名だ
けです。

解説: LOCATE コマンドでは、変数名の後にデータを
入れることはできません。
プログラマー応答:
てください。

解説: LOCATE コマンドには、機能名を入力しなけれ
ばなりません。

ISPYR044

プログラマー応答: LOCATE コマンドで使用する機能
名を入力してください。

解説:

変数名が無効 - 変数名は 8 文字以内でな
ければなりません。

変数名が 8 文字を超えています。

プログラマー応答:
ISPYR038

パラメーターが多過ぎる - LOCATE コマ
ンドで指定できるパラメーターは機能名だ
けです。

解説: LOCATE コマンドが入力されたときに、機能名
の後にデータが入力されました。
プログラマー応答: 機能名の後に続くデータはすべて
除去してください。
ISPYR039
解説:

機能名が無効です - 機能名は 8 文字以内
でなければなりません。

ISPYR045

ISPYR041

変数名が必要です - 変数名を入れるか、
すべての変数の場合は ALL を入れてくだ
さい。

解説: TRACE パネルには、追跡を行うために変数名ま
たは ALL が必要です。
プログラマー応答: ALL または変数名を変数フィール
ドに入力してください。
ISPYR042

変数名を入力 - 見付けたい変数の名前を
入れてください。

解説: LOCATE コマンドに変数名が入力されませんで
した。
プログラマー応答:
してください。

変数名を訂正してください。

操作が無効 - 有効な操作は、
GET、PUT、 CHG、または ALL です。

解説: 操作 (Operation) フィールドに対して有効な項目
は、GET、PUT、CHG、ALL のいずれかです。
プログラマー応答: 操作 (Operation) フィールドの項目
を訂正してください。
ISPYR046

機能名が 8 文字を超えています。

プログラマー応答: LOCATE コマンドに有効な機能名
を入力してください。

変数名の後に続くデータは除去し

プールの指定が無効 - F (機能)、S (共
用)、P (プロファイル) を入れてくださ
い。

解説: プール・フィールドの項目は、F、S、P のいず
れかにしなければなりません。
プログラマー応答:
してください。
ISPYR047
解説:

プール・フィールドの項目を訂正

’aaaaaaaa’ がない - この変数名が追跡リ
ストにありません。

追跡リスト内に変数が見付かりませんでした。

プログラマー応答: LOCATE コマンドに別の変数名を
入力してください。
ISPYR048

解説:

’aaaaaaaa’ が見付かった - 変数名が見付
かりました。最初の行に表示されていま
す。

これは通知メッセージです。

LOCATE コマンドに変数名を入力
ISPYR049

解説:

変数の構文が無効です - 変数名は英数字
でなければなりません。最初の文字に数字
は使用できません。

変数名に構文違反がありました。

プログラマー応答:

変数名を訂正してください。
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ISPYS011

ダイアログ・サービスを入力 - 必要とす
るダイアログ・サービスおよびそのパラメ
ーターを入力してください。

解説: ISPF サービスおよび必須パラメーターをすべて
入力しなければなりません。
プログラマー応答: ISPF サービスおよび必須パラメー
ターをすべて入力してください。

をオープンしておかなければなりません。
ユーザー応答:
い。

プログラマー応答: ダイアログ・テスト・オプション
6 および TBOPEN サービスを使用して、テーブルをオ
ープンしてください。
ISPYT011

ISPYS012

解説:

これは通知メッセージです。

ISPYS013

解説:
ん。

サービス RC = aaaaaaaa - 指定したダイ
アログ・サービスは戻りコード aaaaaaaa
を返して終了しました。

CONTROL サービスは使えない - ダイア
ログ CONTROL サービスはこのパネルか
らは呼び出せません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答: このパネルから ISPF CONTROL
サービスを呼び出そうとすることはやめてください。
ISPYS014

解説:

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb が戻りコ
ード cccccccc を返しました。要求
(dddddddd)。

テーブルが見付からない - 指定されたテ
ーブルが見付かりません。

解説: ISPTLIB 割り振り内でテーブルを見付けること
ができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPTLIB への割り振りを訂正する
か、テーブルを作成するかしてください。
ISPYT012

解説:

コマンドが無効 - ’aaaaaaaa’ はこのテー
ブル操作に対して有効なコマンドではあり
ません。

このパネルに入力されたコマンドが無効です。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LOCATE などの、有効なコマンド
を入力してください。

要求された機能が重大エラーで失敗しました。

プログラマー応答: 弊社サポート部門に連絡する前
に、要求された機能がダイアログ・テストの外側で正し
く作動するかどうか確認してください。

ISPYT013

解説:
ISPYS015

データは保管されます - この画面で入力
したデータは、終了時に保管されます。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーがこのパ
ネルで入力したデータは、ユーザーがパネルを抜けると
きに保管されます。
ISPYS016

データは消去されます - この画面で入力
したデータは、終了時に保管されません。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーがこのパ
ネルで入力したデータは、ユーザーがパネルを抜けると
きに保管されません。
ISPYT010

テーブルのオープン未了 - テーブルがオ
ープンされている必要があります。オプシ
ョン 6 を使ってオープンしてください。

解説: 要求された機能をテーブルに実行する前に、ダ
イアログ・テスト・オプション 6 を使用してテーブル
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これは通知メッセージです。

ISPYT014

解説:

’aaaaaaaa’ が見付からない - キーまたは
名前 ’bbbbbbbb’ がテーブルにありませ
ん。

’aaaaaaaa’ が見付かりました - キーまた
は名前 ’bbbbbbbb’ がテーブルに見付かり
ました。

これは通知メッセージです。

ISPYT015

テーブルは使用中です - 指定したテーブ
ルは別のユーザーが使用中です。これはオ
ープンできません。

解説: このテーブルは他のユーザーが使用中なので、
当ユーザーが現在使用することはできなくなっていま
す。
プログラマー応答: 当ユーザーが使用するには、その
前に他のユーザーがテーブルをクローズする必要があり
ます。

ISPF メッセージ
ISPYT016

ライブラリー割り振り未了 - 入力テーブ
ル・ライブラリーが割り振られていませ
ん。

解説: テーブルを含むライブラリーが割り振られてい
ません。
ユーザー応答:
い。

ISPYT022

解説: 16 進文字は 2 の倍数で入力しなければなりま
せん。
プログラマー応答:
ISPYT024

解説:

解説:

テーブル名を入れる - テーブル名は必須
です。

ISPYT025

担当のプログラマーに連絡してくださ
解説:

プログラマー応答: 処理を継続する場合は、テーブル
名を入力してください。

テーブル aaaaaaaa がオープン - テーブ
ル aaaaaaaa はダイアログ・テストにより
bbbbbbbb モードでオープンしました。

これは通知メッセージです。

テーブル名を入力する必要があります。

ユーザー応答:
い。

16 進の項目を訂正してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: テーブルが必要な場合は、ライブ
ラリーを割り振る必要があります。
ISPYT017

16 進データが無効です - 2 の倍数で有
効な 16 進文字を入力してください。

テーブル aaaaaaaa がクローズ - テーブ
ル aaaaaaaa はダイアログ・テストにより
クローズされました。

これは通知メッセージです。

ISPYT031

引き数の指定がありません - LOCATE コ
マンドの探索引き数が必要です。

オプションを入力 - 有効なオプションを
入力してください。

解説: LOCATE コマンドを実行する前に、探索したい
値を入力する必要があります。

解説: リストされたオプションのいずれかを入力する
必要があります。

プログラマー応答: LOCATE コマンドの後に続けて値
を入力してください。

プログラマー応答: リストされた数字オプションのい
ずれかを入力してください。

ISPYT032

ISPYT018

ISPYT019

オプションが無効です - 選択が正しくあ
りません。

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: リストされた数字オプションのいずれかを入力
する必要があります。

ISPYT033

プログラマー応答: リストされた数字オプションのい
ずれかを入力してください。

解説:

ISPYT020
解説:

名前が長過ぎる - 変数名は最大 8 文字ま
でです。

変数名が長過ぎます。

プログラマー応答:

’aaaaaaaa’ がありません - 変数
’aaaaaaaa’ が行の中にありません。

これは通知メッセージです。

変数名を訂正してください。
ISPYT035

ISPYT021

’aaaaaaaa’ が見付かった - 変数
’aaaaaaaa’ が行の中にありました。

これは通知メッセージです。

ISPYT034
解説:

行番号が無効です - 行番号はゼロより大
きい数字にしてください。

行は未追加 - ブランク行は追加されませ
んでした。操作は取り消されました。

解説: これは通知メッセージです。 操作は取り消され
ました。ブランク行は追加されませんでした。

コマンドが矛盾します - D コマンドの対
象範囲内に行コマンドがあります。 どち
らかを訂正してください。

解説: このままでは処理されない行コマンドがありま
す。その行が、DELETE 行コマンドが完了する時に削除
されてしまうからです。
プログラマー応答:
さい。

行コマンドの矛盾を訂正してくだ
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ISPYT036
解説:

名前が無効です - 変数名に含まれる文字
または変数名の構文が無効です。

変数名の構文にエラーがあります。

プログラマー応答:
ISPYT037

変数名を訂正してください。

パラメーターが多過ぎる - ’CANCEL’ コ
マンドにはパラメーターはありません。

解説: CANCEL コマンドにはパラメーターを指定する
ことができません。
プログラマー応答: CANCEL コマンドの後に続くデー
タは除去してください。
ISPYT038

パラメーターが多過ぎる - LOCATE コマ
ンドでは 1 つの引き数しか指定できませ
ん。

解説: LOCATE コマンドでは、名前は 1 つしか使用す
ることができません。
プログラマー応答:
さい。
ISPYT039

LOCATE コマンドを訂正してくだ

TOP を使ってください - 1 行目の追加に
は、TOP を使ってください。

解説: TOP と入力して、1 行目として新しい行を追加
してください。
プログラマー応答:
い。
ISPYT040

行番号に TOP と入力してくださ

キー / 名前は保護対象 - キーおよび名前
変数は削除できません。

解説: DELETE コマンドは、キーおよび名前変数に対
して使用することはできません。
プログラマー応答: 保護変数を削除しようとすること
はやめてください。
ISPYT041

行> テーブル・サイズ - 指定した行番号
はテーブル・サイズを超えています。

解説: 入力された行番号がテーブルの行数を超えてい
ます。
プログラマー応答: 構造を表示して行数を確認する
か、正しい行番号を入力するかしてください。

ISPYT042
解説:
ん。

行の指定が無効です - テーブル行は、番
号で指定しなければなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPYT043

行の指定がありません - 探索引き数か行
番号を入れてください。

解説: このオプションには、行番号または探索引き数
が必要です。
プログラマー応答:
てください。
ISPYT044
解説:

行番号または探索引き数を入力し

機能コードが無効です - 機能コードが無
効です。

機能コードが無効です。

プログラマー応答: 有効なオプションが入力されてい
た場合は、内部エラーの可能性があります。 システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYT045
解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPYT046
解説:

行が見付かりません - 探索引き数に該当
する行がありません。

行が見付かりました - 探索引き数に該当
する行がありました。

これは通知メッセージです。

ISPYT047

行は削除されていません - 指定した行
は、テーブルから削除されませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 END が入力され
たので、DELETE コマンドは無視されました。
ISPYT048
解説:

行 aaaaaaaa は削除済み - 行 aaaaaaaa
がテーブルから削除されました。

これは通知メッセージです。

ISPYT049

行は削除されていません - キー付きテー
ブルの探索で該当行がなかったか、または
最初に CRP がありました。

解説: 一致する行が見付からなかったため、行は削除
できませんでした。

238

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

ISPF メッセージ
プログラマー応答: DELETE コマンドに対して、別の
探索引き数を入力してください。
ISPYT050
解説:

キーや名前は修正不可 - キーおよび名前
変数は変更できません。

キーおよび名前変数名は変更できません。

プログラマー応答: キーまたは名前変数名を変更しよ
うとすることはやめてください。
ISPYT051
解説:
ん。

キーが固有でない - テーブルの別の行
に、同じ値のキーがあります。

行が修正されました - 指定した行が修正
されました。

行が追加されました - 現在の行のあとに
新しい行が追加されました。

操作が取り消されました - 行の追加また
は修正は行われませんでした。

これは通知メッセージです。

ISPYT055

行は追加されていません - 行は、テーブ
ルに追加されませんでした。

これは通知メッセージです。

ISPYT056

解説:
ん。

ISPYT058
解説:
ん。

有効な行コマンドだけを使用して

TOP は使えません - TOP は、行を追加
する場合しか使えません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説:
ん。

テーブルの最初の位置 - テーブルの最初
の位置では表示、変更、および取り消しは
できません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答: テーブルが最初の位置にあるとき
には、行番号を使用してください。

WRITE/NOWRITE を指定 - 保管オプシ
ョンは、WRITE か NOWRITE で指定し
てください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
ください。
ISPYT070

これは通知メッセージです。

ISPYT054

解説:

プログラマー応答:
ください。

キー変数に別の値を指定してくだ

これは通知メッセージです。

ISPYT053

解説:

無効な行コマンドが使用されました。

ISPYT060

ISPYT052

解説:

解説:

行コマンドが無効です - 有効なテーブ
ル・コマンドは I (挿入)、R (反復) およ
び D (削除) です。

同じ値のキー変数を 2 つ持つことはできませ

プログラマー応答:
さい。

解説:

ISPYT057

WRITE または NOWRITE を入力して

ウィンドウ形式パネル - 選択オプション
に対するパネル (1 つまたは複数) はポッ
プアップ・ウィンドウで表示されます。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーが、全画
面表示からウィンドウ形式表示まで表示のオプションを
変更することができる、プルダウン・メニューを選択し
ました。
ISPYT071

全画面パネル - 選択オプションに対する
パネル (1 つまたは複数) は全画面表示で
表示されます。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーが、ウィ
ンドウ形式表示から全画面表示まで表示のオプションを
変更することができる、プルダウン・メニューを選択し
ました。
ISPYT072

検索されました - コマンドが検索されま
した。

解説: これは通知メッセージです。 パネルの検索区域
にあるコマンドがコマンド域に取り出されました。
ISPYV001
解説:

プールの指定が無効です - F、I、S、P
のいずれかを入力してください。

誤った変数プールが入力されました。

プログラマー応答:
力してください。

正しい変数プールのいずれかを入

第1章 ISPF メッセージ

239

ISPF メッセージ
ISPYV002

解説:

コマンドが認識されていません - 有効な
行コマンドは、I (挿入) および D (削除)
です。

誤った行コマンドが入力されました。

プログラマー応答:
力してください。
ISPYV003

正しい行コマンドのいずれかを入

ISPYV009

変数名が必要です - データがプールまた
は値に対して入力された場合は、変数名が
必要です。

解説: 変数プール情報または変数値が入力されました
が、変数名は入力されませんでした。
プログラマー応答:

変数が重複しています - 各プール内の変
数は、固有名を持たなければなりません。

ISPYV011

変数名を入力してください。

16 進データが無効です - 2 の倍数で有
効な 16 進文字を入力してください。

解説: 変数名はすでにプール内に存在します。 変数名
は固有でなければなりません。

解説: 16 進文字は 2 の倍数で入力しなければなりま
せん。

プログラマー応答:
い。

プログラマー応答:
い。

ISPYV004
解説:

固有の変数名を入力してくださ

コマンドが無効です - 入力されたコマン
ドが有効な変数コマンドではありません。

無効なコマンドが入力されました。

プログラマー応答: 有効なコマンドを入力するか、
HELP と入力して有効なコマンドのリストを表示するか
してください。
ISPYV005

引き数の指定がありません - LOCATE コ
マンドの探索引き数が必要です。

解説: LOCATE コマンドには、探索に使用するデータ
を入力する必要があります。
プログラマー応答: LOCATE コマンドに探索引き数を
入力してください。
ISPYV006
解説:

ISPYV012

変数名が見付かりました - 指定された変
数が表示の先頭に示されています。

これは通知メッセージです。

ISPYV007

変数名が見付かりませんでした - 指定さ
れた変数が変数リストで見付かりませんで
した。

16 進文字項目を訂正してくださ

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb が戻りコ
ード cccccccc を返しました。要求
(dddddddd)。

解説: 上記のサービスと要求は処理を完了しませんで
した。
プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: これは、内部エラーま
たはシステム・エラーの可能性があります。 ISPF コー
ドのレベルが混在していない場合は、弊社サポート部門
まで連絡してください。
ISPYV013

解説:

変数の構文が無効です - 変数名は英数字
でなければなりません。最初の文字に数字
は使用できません。

変数名が変数名構文に違反しています。

プログラマー応答:
い。
ISPYV014

有効な変数名を入力してくださ

削除できません - 示された行は削除でき
ません。

指定された変数が変数リストに存在していませ

解説: DELETE コマンドはこの行では有効ではありま
せん。

プログラマー応答: 別の変数を入力するか、HELP と
入力して補足情報を表示するかしてください。

プログラマー応答: 修正可能でない変数を削除しよう
とするのはやめてください。

解説:
ん。

ISPYV008

修正できない変数です - これはシステム
変数のため、ユーザーが更新や削除をする
ことはできません。

解説: これは通知メッセージです。 タイプ Z のシス
テム変数は、更新したり削除したりできません。
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ISPYV015

削除できません - 重複した DELETE 行
コマンドは許可されません。

解説: DELETE 行コマンドは、各 D につき 1 行に制
限されています。

ISPF メッセージ
プログラマー応答:
力してください。
ISPYV301

削除したい行ごとに D を 1 つ入

内部テストのエラー - 変数 bbbbbbbb に
対して記憶域を aaaaaaaa することはでき
ません。

解説: 記憶域の問題のため、機能が終了するのに障害
がありました。
プログラマー応答: 問題が継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。

ISPYV307
解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPYX001

解説:

解説:

プログラマー応答: このエラーの補足情報について
は、ISPF ログを調べてみてください。

変数名が無効です - 変数名 ’aaaaaaaa’ の
構文に誤りがあります。

変数名が、ISPF 構文チェックで失敗しました。

プログラマー応答:
ISPYV304

変数名を訂正してください。

機能要求が無効です - 要求 aaaaaaaa は
定義されていません。

解説: 要求が ISPF で有効でないため、処理は完了し
ませんでした。
プログラマー応答: 問題が継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: これは、システムまた
は内部のエラーです。 ISPF コードのレベルが混在して
いない場合は、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
ISPYV305
解説:

プール名が無効です - 変数プール
aaaaaaaa は定義されていません。

入力された変数プールは無効です。

プログラマー応答: 有効な変数プールを入力するか、
HELP と入力して補足情報を表示するかしてください。

解説:

16 進データが無効です - 変数
(aaaaaaaa) 値 (bbbbbbbb)。

16 進データが変換できませんでした。

プログラマー応答: 16 進データを訂正してください。
エラーが継続する場合は、弊社サポート部門まで連絡し
てください。

ダイアログ・テストの反復呼び出し - ダ
イアログ・テストは、各画面で 1 度だけ
入力できます。

解説: 1 つの画面上で、ダイアログ・テストの 2 度め
の入力を試みました。 ダイアログ・テストは、1 画面
につき 1 回しか入力することができません。
ユーザー応答: 画面を分割して新しい画面からダイア
ログ・テストを入力するか、あるいは、ダイアログ・テ
ストに再び到達するまで現行画面に表示しようとしてい
るパネルは使用しないか、いずれかを行ってください。
ISPYX200

解説:

ISPYX201
解説:

解説:

aaaaaaaa

これは通知メッセージです。
..戻りコード (aaaaaaaa.) - bbbbbbbb

これは通知メッセージです。

ISPYX211
解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb ... cccccccc dddddddd

これは通知メッセージです。

ISPYX202
解説:

ダイアログ追跡 ----------- - アプリケーシ
ョン (aaaaaaaa.)機能 (bbbbbbbb.) 画面
(cccccccc.)

これは通知メッセージです。

ISPYX203
ISPYV306

テストの重大なエラー - 詳細は、ISPF
ログの中のこのメッセージの前にありま
す。

機能が失敗したので完了できませんでした。

ISPYX002
ISPYV303

終了引用符がない - 変数 (aaaaaaaa) 値
(bbbbbbbb)。

aaaaaaaa プール (bbbbbbbb.) cccccccc dddddddd

これは通知メッセージです。
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ISPYX212
解説:

..aaaaaaaa by bbbbbbbb - cccccccc

の外側では、テスト・サブオプションの選択をしようと
しないでください。

これは通知メッセージです。
ISPYX323

ISPYX213
解説:

これは通知メッセージです。

ISPYX301
解説:

..aaaaaaaa - bbbbbbbb

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb からの戻
りコード cccccccc。 要求 (dddddddd)。

機能は完了しませんでした。

プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは内部エラーです。 ユーザー領域が ISPF の
最小要件に対して十分な大きさかどうか、確認してくだ
さい。 エラーが継続する場合は、弊社サポート部門ま
で連絡してください。
ISPYX302

aaaaaaaa のエラー - bbbbbbbb からの戻
りコード cccccccc。 要求 (テスト共用区
域の取得)。

解説: 記憶域管理にエラーがあります。 機能は完了し
ませんでした。
プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。

解説: ダイアログ・テスト・サブオプションが、ユー
ザー・モードのときに選択されました。 ブレークポイ
ントが制御をユーザーに返すとき、ユーザー・モードに
入ります。
プログラマー応答: ユーザー・モードにいる間は、ダ
イアログ・テスト・モードの入力、またはテスト・サブ
オプションの選択を行おうとしないでください。
ISPYX351

ISPYX321

解説:
ん。

ダイアログ・テストの反復呼び出し - ダ
イアログ・テスト・オプション使用中には
同じオプションを起動できません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: システムまたは内部の
エラーが発生しました。 弊社サポート部門まで連絡し
てください。

ダイアログ・テストではない - テスト・
サブオプションは、ダイアログ・テスト・
オプション中で選択しなければなりませ
ん。

解説: ダイアログ・テストのサブオプションを直接呼
び出すことはできません。 テスト・サブオプションが
選択される前に、ダイアログ・テスト・オプションは入
力されていなければなりません。
プログラマー応答:
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内部テストのエラー - テスト連鎖
aaaaaaaa を解放することができません。

解説: テスト・チェーン管理機能が一部のイベント区
域を解放しようとしていたときに、エラーが起きまし
た。
プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: システムまたは内部の
エラーが発生しました。 弊社サポート部門まで連絡し
てください。
ISPYX353

ISPYX322

内部テストのエラー - テスト連鎖管理機
能 aaaaaaaa は無効です。要求
bbbbbbbb。

解説: テスト・チェーン管理機能が処理中にエラーが
起きました。

ISPYX352
システム・プログラマー応答: これは、システム・エ
ラーまたは内部エラーです。 ユーザー領域のサイズが
ISPF の最小要件に対して十分な大きさかどうか、確認
してください。 エラーが継続する場合は、弊社サポー
ト部門まで連絡してください。

テスト・モードでない - ダイアログ・テ
スト・サブオプションは、ユーザー・モー
ドでは選択できません。

内部テストのエラー - テスト連鎖
aaaaaaaa のブロックを確保することがで
きません。

解説: テスト・チェーン管理機能用に記憶域を獲得し
ようとしていたときに、エラーが起きました。
プログラマー応答: エラーが継続する場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 領域サイズが ISPF の
最小要件を満たしている場合は、弊社サポート部門まで
連絡してください。

ISPF メッセージ
ISPYX361

内部テストのエラー - aaaaaaaa で呼び出
されたテスト追跡ルーチンが無効です。

解説: ISPF 内部エラーのため、機能が完了しませんで
した。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYX371

内部テストのエラー - aaaaaaaa で呼び出
されたテスト主ルーチンが無効です。

解説: ISPF 内部エラーのため、機能が完了しませんで
した。
プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに連絡し

システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。

ISPZZ102

解説: これは通知メッセージです。 これは、パネル・
モデル・セクションで ON に設定された CUA モード
と ALL に設定された ROWS を持つテーブル表示パネ
ル上の、先頭行表示標識用に使用されるテキストです。
ISPZZ103

解説:

内部テストのエラー - テスト環境管理機
能は無効です。要求 aaaaaaaa。

ISPZ000
解説:

aaaaaaaa - bbbbbbbb

これは通知メッセージです。

ISPZ001

コマンドが無効です - aaaaaaaa は定義さ
れていません。

無効なコマンドがパネルに入力されました。

ユーザー応答: 対応するパネルに対して有効なコマン
ドを入力してください。

機能は完了できませんでした。

プログラマー応答: これは、ISPF 内部エラーの可能性
もあります。 システム・プログラマーに連絡してくだ
さい。
システム・プログラマー応答: ISPF コードのレベルが
混在していない場合は、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISPYX401

解説:
ん。

bbbbbbbb からの行 aaaaaaaa。

解説: これは通知メッセージです。 これは、パネル・
モデル・セクションで ON に設定された CUA モード
と SCAN に設定された ROWS を持つテーブル表示パ
ネル上の、先頭行表示標識用に使用されるテキストで
す。

解説:
ISPYX381

cccccccc 中の行 (aaaaaaaa から bbbbbbbb
まで)。

aaaaaaaa は無効です - オプションを選択
して ENTER キーを押し、このパネルを
抜けてください。

ISPZ002
解説:

コマンドが無効です - aaaaaaaa bbbbbbbb
は定義されていません。

入力されたコマンドは、定義されていません。

ユーザー応答: 対応するパネルに対して有効なコマン
ドを入力してください。
プログラマー応答: 正規のコマンドが、正しいアプリ
ケーション ID のコマンド・テーブル内にあるかどう
か、確認してください。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISPZZ100

bbbbbbbb 中の行 aaaaaaaa。

解説: これは通知メッセージです。 これは、CUA モ
ードが OFF に設定されたテーブル表示パネル上の、先
頭行表示標識用に使用されるテキストです。
ISPZZ101

aaaaaaaa

解説: これは通知メッセージです。 これは、行が何も
表示されていないとき、テーブル表示パネル上の先頭行
表示標識用に使用されるヌル・メッセージです。
第1章 ISPF メッセージ
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ISRB000

パラメーターがない - BROWSE サービ
スには DATASET または DATAID パラ
メーターが必要です。

解説: BROWSE サービスには DATASET または
DATAID パラメーターが必要です。
プログラマー応答: DATASET または DATAID パラメ
ーターのいずれかを BROWSE サービスで指定してくだ
さい。
ISRB001

データ ID がない - ブラウズのために引
き渡すデータ ID パラメーターが定義され
ていません。 LMINIT を使用してくださ
い。

解説: BROWSE サービスで指定されている DATAID
が、LMINIT を使用して初期設定されていません。
プログラマー応答: LMINIT を使用してデータ ID を
初期設定した後に BROWSE サービスを出してくださ
い。
ISRB002

パラメーターが無効 - BROWSE サービ
ス・パラメーターが正しい組み合わせで指
定されていません。

解説: 無効な組み合わせのパラメーターを BROWSE
サービスに対して指定しました。 メンバーまたは
DATAID は、DATASET と一緒には使用できません。
VOLUME または PASSWORD は、DATAID と一緒に
は使用できません。

ISRB004

解説: 区分データ・セット・ディレクトリーを読み取
ろうとした時に、I/O エラーが発生しました。
ユーザー応答: 操作の再試行。 エラーが再発する場合
は、システム・プログラマーに連絡して援助を求めてく
ださい。
システム・プログラマー応答: 区分データ・セットが
I/O エラーを起こす理由を判別して問題点を訂正してく
ださい。
ISRB005

ユーザー応答: 引用符付きストリングの最後に引用符
を使用します。
ISRB006

解説:

ユーザー応答: 操作の再試行。 エラーが再発生するな
らば、システム・プログラマーに連絡して援助を求めて
ください。
システム・プログラマー応答: 入力データ・セットが
オープンできない理由を判別して、問題点を訂正してく
ださい。

© Copyright IBM Corp. 1980, 2000

メンバーが見付からない - 要求されたメ
ンバーが PDS のディレクトリーにあり
ませんでした。

これは通知メッセージです。

ISRB008
解説: 区分データ・セットを入力データ・セットとし
てオープンしようとしたときにエラーが発生しました。

記憶域が足らない - 使用できる限りの表
示画面を使用して BROWSE が続行され
ます。

解説: データ・セット全体を記憶域に読み取るだけの
仮想記憶域がありません。ブラウズを継続し、仮想記憶
域に入るだけのデータを表示します。
ISRB007

オープン・エラー - PDS をオープンしよ
うとしてエラーが発生しました。

ストリングが不完全 - ストリングの終わ
りを示すために引用符を付けてください。

解説: 引用符付きストリングの始まりを示す引用符が
見付かったが、それと対になるはずの、そのストリング
の終わりを示す引用符が見付かりません。

プログラマー応答: BROWSE サービス・パラメーター
を訂正してください。
ISRB003

I/O エラー - メンバー・リストの作成中
に I/O エラーが起きました。

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

解説: 入出力エラー、BLDL を処理するための仮想記
憶域の不足、あるいは他の問題が、BLDL を処理する際
に起こりました。
ユーザー応答: 操作の再試行。 エラーが再発する場合
は、システム・プログラマーに連絡して援助を求めてく
ださい。
システム・プログラマー応答: データ・セットの誤り
を判別し、問題を訂正してください。
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ISRB009
解説:

ISRB014

これは通知メッセージです。

ISRB010

解説:

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

コマンドが無効 - 入力されたコマンドは
BROWSE のコマンドとしては有効ではあ
りません。

BROWSE では無効なコマンドを入力しました。

ユーザー応答: 有効なコマンドを入力してください。
BROWSE での有効な基本コマンドは次のとおりです。
BROWSE、COLUMNS、DISPLAY、FIND、HEX、
LOCATE、RESET、SUBMIT、EDIT、および VIEW
ISRB011

重大なエラー - ISRCBR から予期しない
戻りコードが返されました。

解説: モジュール ISRCBR から予期しない戻りコード
を受け取りました。
ユーザー応答: 操作を再試行します。エラーが再発す
る場合は、システム・プログラマーに連絡して援助を求
めてください。
システム・プログラマー応答: エラーが発生した時に
ユーザーがした操作を記録してください。 別のユーザ
ー ID とデータ・セットを使用して、エラーを再現して
ください。 エラーが継続する場合は、弊社サポート部
門まで連絡してください。
ISRB012

不正なディレクトリー - ディレクトリー
のブロック・サイズが最大の 256 を超え
ています。

解説: LOCATE コマンドが、無効なパラメーターを指
定して入力されました。 有効なパラメーターは、前も
って定義済みのラベルか相対行番号のいずれかです。
パラメーターの最大長さは 8 文字です。
ユーザー応答: 有効なパラメーターを指定して
LOCATE コマンドを入力してください。
ISRB015

ユーザー応答: 前もって定義済みのラベル、または相
対行番号を LOCATE コマンドのパラメーターとして使
用してください。
ISRB016

ラベルが無効 - ラベルは、先頭のピリオ
ドも含め、1 〜 8 文字の長さでなければ
なりません。

解説: ラベルの長さが 8 文字より長い LOCATE コマ
ンドが入力されました。
ユーザー応答: パラメーターとして、有効なラベルま
たは相対行番号を指定して、LOCATE コマンドを入力
してください。
ISRB017

解説:

ユーザー応答:
ださい。

ISRB018

ラベル ’aaaaaaaa’ が探し出された - ラベ
ル ’aaaaaaaa’ (行 bbbbbbbb) が見付かり
ました。

これは通知メッセージです。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 区分データ・セット
を、ディレクトリーのブロック・サイズを 256 にして
再作成してください。
ラベルまたは番号を入力する必要 - 表示
する行の行番号またはラベルを入力してく
ださい。

解説: LOCATE コマンドがパラメーターなしに入力さ
れました。
ユーザー応答: LOCATE コマンドの後に相対行番号
か、前もって定義済みのラベルのいずれかを入力してく
ださい。
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ラベルが未定義 - 指定されたラベルはま
だ定義されていません。

解説: LOCATE コマンドが入力されましたが、指定さ
れたラベルは定義されていません。

解説: 区分データ・セット・ディレクトリーのブロッ
ク・サイズが正しくありません。

ISRB013

パラメーターが無効 - 有効なパラメータ
ーは、行番号かラベル (.xxxx) に限られ
ます。
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解説:

これは通知メッセージです。

ISRB019

解説:

ラベル ’aaaaaaaa’ 割り当て済み - ラベル
’aaaaaaaa’ が行 bbbbbbbb に割り当てら
れました。

ラベル ’aaaaaaaa’ が再割り当て済み - ラ
ベル ’aaaaaaaa’ が行 bbbbbbbb に再割り
当てされました。

これは通知メッセージです。
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ISRB100

パネル・エラー - 使用するデータ表示パ
ネルが存在しないか、あるいは使用不可能
です。

ISRB105

解説: データ表示を指定したパネルが存在しないか、
あるいは使用できない状態です。

解説:

プログラマー応答: BROWSE または BRIF サービスを
訂正し、有効なデータ表示パネルを使用してください。

ISRB106

ISRB101

文字ストリングの入力 - 表示すべき文字
列を入力してください。

解説: 探そうとする文字ストリングを指定せずに FIND
コマンドを入力しました。
ユーザー応答: FIND コマンドの後ろに探したい文字ス
トリングを指定してコマンドを入力してください。
ISRB102

キーワードが無効 - FIND コマンドで使
われているキーワードのつづりを検査して
ください。

解説: FIND コマンドに認識できないキーワード・パラ
メーターがあります。 FIND コマンドで引用符を指定し
ているが、それが見付けたいストリングを正しく区切っ
ていない可能性があります。したがって BROWSE はス
トリングの残りの部分をキーワードとして解釈しようと
しています。
ユーザー応答: FIND キーワードのつづりを訂正する
か、ストリングを区切っている引用符の使い方を訂正し
てください。

解説:

これは通知メッセージです。

解説:

FIND コマンドの入力 - RFIND キーは、
文字ストリング FIND が入れられたあと
でのみ働きます。

これは通知メッセージです。

ISRB104

ストリングを引用符で囲む - 表示する文
字ストリングを引用符 (’ ’) で囲んでくだ
さい。

解説: 複数のワード (ブランクで区切られた複数の文字
ストリング) を指定して FIND コマンドが入力された
が、それらは FIND のキーワードとして認識されていま
せん。 これらのワードを検索するには、単一引用符で
囲んで、それらが単一のストリングであることを示す必
要があります。
ユーザー応答: FIND のそのストリングを単一引用符で
囲んでください。

データ・セットまたはメンバーが空 - 空
の PDS メンバーまたは順次データ・セ
ットが要求されました。

これは通知メッセージです。

ISRB108

I/O エラー - 要求された最初のレコード
を読み取り中に I/O エラーが起きまし
た。

解説: データ・セットの最初のレコードを読み取り中
に、I/O エラーが発生しました。
ユーザー応答: 操作を再試行します。エラーが再発す
る場合は、システム・プログラマーに連絡して援助を求
めてください。
システム・プログラマー応答: データ・セットが入出
力エラーになる理由を判別し、問題を訂正してくださ
い。
ISRB109

ISRB103

aaaaaaaa bbbbbbbb が検出された aaaaaaaa cccccccc の桁 dddddddd から
eeeeeeee 間での探索が完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRB107

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc - bbbbbbbb
dddddddd が桁 eeeeeeee から ffffffff 間で
aaaaaaaa 回見付かりました。

記憶域が不足 - BROWSE を続けるため
に必要な記憶域が足りません。

解説: 仮想記憶域が不足しているため、BROWSE 処理
を続行できません。
ユーザー応答: 使用していないパネルを終了して仮想
記憶域の使用を減らしてください。たとえば再帰的な
BROWSE または EDIT セッション、あるいはプルダウ
ンで使用中の他の ISPF パネルなどです。 操作を再試
行します。
ISRB110

データ・セットが無効 - SUBMIT コマン
ド用のデータ・セットは 80 に修正しな
ければなりません。

解説: 表示しているデータ・セットのレコード形式、
すなわち LRECL が 80 の固定長になっていません。
固定長 80 のデータ・セットだけが SUBMIT コマンド
で処理可能です。
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ISRB111

解説:

SUBMIT はサポートされない - SUBMIT
コマンドは BRIF サービスではサポート
されません。

これは通知メッセージです。

ISRB112

パック・データのエラー - パック・デー
タの形式が無効。 データ・セットが壊れ
ている可能性があります。

解説: BROWSE または EDIT しようとしたデータ・セ
ットはパックされたデータに見えますが、ISPF パッ
ク・データとして有効な形式ではありません。 そのデ
ータ・セットは破壊されている可能性があります。
システム・プログラマー応答: データ・セットが ISPF
パック・データかどうか判別してください。 データ・
セットが破壊されているか確認してください。

| ISRB113
|
|
|
解説:

ユーザー応答: そのメンバーに対するブラウズ・セッ
ションを終了し、再度セッションに入ってください。
そうすれば、現在存在するメンバーをブラウズし、それ
が実行依頼できるかどうかを判別できます。
ISRB118

データの一部表示 - これは複数ボリュー
ム・データ・セットです。 ボリュームを
指定しなかった場合、すべてのボリューム
のデータが表示されます。 指定していれ
ば、指定したボリュームのデータのみが表
示されます。

データ・セットが無効 - SUBMIT コマン
ドのデータ・セットはパック・データを含
むことはできません。

ISRB150

FIND ストリングが長過ぎる - ブラウズ
の場合、FIND ストリングは 40 桁を超え
てはなりません。

解説: FIND ストリングの長さは、40 文字以下でなけ
ればなりません。
ユーザー応答: 40 文字以下の FIND ストリングを入力
してください。
ISRB151

文字ストリングが無効 - FIND ストリン
グはヌル (’’) ストリングであってはなり
ません。

解説: FIND ストリングはヌル・ストリングであっては
なりません。
ユーザー応答:
ださい。

有効な FIND ストリングを入力してく

これは通知メッセージです。
ISRB152

ISRB116

SUBMIT は許可されない - 導入システム
ではブラウズから SUBMIT コマンドを出
せません。

解説: 導入システムでは、構成テーブルでブラウズか
ら SUBMIT コマンドが出せないように指定されていま
す。
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SUBMIT は許可されない - 導入システム
ではビューから SUBMIT コマンドを出せ
ません。

解説: 導入システムでは、構成テーブルでビューから
SUBMIT コマンドが出せないように指定されています。

これは通知メッセージです。

ISRB115

解説:

ボリュームは許可されない - オプション
1 ブラウズでは、複数ボリューム GDG
データ・セットの単一ボリュームのブラウ
ズをサポートしません。

SUBMIT は実行されない - ブラウズ中の
メンバーが変更されています。 ブラウズ
を終了して再入すると、行われた変更がわ
かります。

解説: ブラウズ・セッション開始後に、他のユーザー
がブラウズ中のメンバーを変更した場合、ブラウズの
SUBMIT コマンドは、実行できません。

これは通知メッセージです。

ISRB114

解説:

ISRB117
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文字が無効 - ピクチャー (P’xxx’) ストリ
ングに指定した特殊文字が無効です。

解説: 入力された値は P’xxx’ として無効であり、ピク
チャー・ストリングとして無効です。
ユーザー応答:
ださい。

有効な FIND ストリングを入力してく

PDF メッセージ
ISRB153

ストリングを引用符で囲む - 表示する文
字ストリングを引用符 (’ ’) で囲んでくだ
さい。

解説: 入力された文字列が検索するストリングである
ことを示すためには、単一引用符でそのストリングを囲
まなければなりません。
ユーザー応答:
ください。
ISRB154

解説:

そのストリングを単一引用符で囲んで

2 つの排他的キーワードが入力されました。

ISRB155

ISRB161

文字ストリングの入力が必要 - 探索のた
めの文字ストリングが入力されていません
(したがって * は無効です)。

解説: FIND コマンドのパラメーターとして文字ストリ
ングを入力しなければなりません。
ユーザー応答: 表示されたファイル内で検索したい文
字ストリングを入力してください。

キーワードが無効 - キーワード
’aaaaaaaa’ および ’bbbbbbbb’ の併用はで
きません。 そのどちらかを削除してくだ
さい。

ユーザー応答:
ください。

桁より小さくなければなりません。

どちらか一方のキーワードを使用して

パラメーターが無効です - ストリングが
桁 aaaaaaaa と bbbbbbbb の間に入り切り
ません。

ISRB162

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グの桁数は偶数でなければなりません。

解説: FIND コマンドのパラメーターとして入力される
16 進ストリングの桁は、偶数である必要があります。
ユーザー応答:
す。
ISRB163

FIND ストリングの 16 進数を訂正しま

aaaaaaaa bbbbbbbb が見付からない aaaaaaaa bbbbbbbb - が、桁 cccccccc か
ら桁 dddddddd の間にありません。

解説: 入力ストリングがデータ・セットの LRECL よ
り長いことを検出したか、指定された桁に入り切りませ
ん。

解説: FIND コマンドで指定された境界内で FIND ス
トリングは検出されませんでした。

ユーザー応答: データ・セットの LRECL と同じか、
それより短い長さの FIND ストリングを入力するか、指
定した桁を訂正してください。

ISRB164

ISRB157

境界桁番号が無効 - FIND コマンドに指
定できる境界桁番号は 2 つ (左と右の境
界) だけです。

解説: FIND コマンドの一部として 3 つ以上の数字が
入力されました。 FIND コマンドのパラメーターとして
認められているのは 2 つの桁番号 (左方と右方の境界)
だけです。
ISRB158

左の境界桁が無効 - 左の境界桁がレコー
ド長 (LRECL) を超えています。

解説: FIND コマンドで使用される左の境界桁は、デー
タ・セットのレコード長 (LRECL) を超えることはでき
ません。

解説: 16 進数の FIND ストリング (x’nnnn’) を指定す
る場合は、16 進文字 (0 〜 9、A 〜 F) だけが有効で
す。
ユーザー応答:
ISRB165

境界桁の値が無効 - 左の境界桁は最初に
指定し、右の境界桁より小さくなければな
りません。

解説: FIND コマンドの境界パラメーターは最初に左方
を指定しなければならず、さらに左の境界桁は右の境界

FIND ストリングを訂正してください。

* データの初めに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb がありません。 RFIND キーを
押してデータの終わりから続行してくださ
い。

解説: 検索を開始した点からデータの最初までの間に
FIND で指定したストリングは見付かりませんでした。
ユーザー応答: データの終わりから FIND を続行する
には RFIND を押してください。
ISRB166

ISRB159

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グは 16 進数 (0 〜 9、A 〜 F) だけで
できている必要があります。

* データの終わりに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb が見付かりません。 RFIND キ
ーを押して初めから続行する。

解説: 検索を開始した点からデータの最後までの間に
FIND で指定したストリングは見付かりませんでした。
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ユーザー応答: データの最初から検索を続行するには
RFIND を押してください。
ISRB167

I/O エラーが発生した - FIND コマンドの
実行中に I/O エラーが検出されました。

解説: FIND コマンドを処理するためにデータを読み取
っている時に入出力エラーが発生しました。
ユーザー応答: 操作の再試行。 エラーが再発する場合
は、システム・プログラマーに連絡して援助を求めてく
ださい。
システム・プログラマー応答: 入出力エラーの原因を
判別し、問題点を訂正します。
ISRB168

BROWSE は中止 - BROWSE コマンド
を処理中に I/O エラーが見付かりまし
た。

解説: BROWSE コマンドを処理するためにデータを読
み取っている時に入出力エラーが発生しました。
ユーザー応答: 操作の再試行。 エラーが再発する場合
は、システム・プログラマーに連絡して援助を求めてく
ださい。
システム・プログラマー応答: 入出力エラーの原因を
判別し、問題点を訂正します。
ISRB169

STAE マクロ・エラー - STAE マクロの
記憶域を確保できません。サブプールがい
っぱいです。

解説: ISPF は STAE マクロのために記憶域を確保す
ることができませんでした。 記憶域サブプール 0 がい
っぱいです。
ユーザー応答: 操作を再試行します。エラーが再発す
る場合は、システム・プログラマーに連絡して援助を求
めてください。
プログラマー応答: サブプール 0 記憶域がいっぱいに
なっている原因を判別して、問題を訂正してください。
ISRB180

BROWSE パラメーターが無効 - メンバ
ー名 ″aaaaaaaa″ は英数字から成り、その
最初の文字は英字でなければなりません。

解説: ISPF は、メンバー名として先頭文字が英字で始
まる英数字で構成された名前を要求します。
ユーザー応答:

有効なメンバー名を入力します。

ISRB181

解説:
ん。

メンバー名が無効です - メンバー名
aaaaaaaa は最大長の 8 桁を超えていま
す。

メンバー名の長さは 8 文字を超えてはいけませ

ユーザー応答:
ISRB182

解説:

メンバー名が無効 - 順次データ・セット
をブラウズしているとき、メンバー名は指
定できません。

順次データ・セットはメンバーを含みません。

ユーザー応答: 順次データ・セットをブラウズするに
は、データ・セット名だけを入力します。 メンバー名
は入力しないでください。
ISRB183

再帰的呼び出しのエラー - ISPF ログを
表示している時は、BROWSE の再帰的使
用はできません。

解説: ISPF ログのブラウズ中に再帰的 BROWSE を使
用することは許されていません。
ユーザー応答: ISPF ログをブラウズしているときには
BROWSE 基本コマンドを使用しないでください。
ISRB184

混合モードの指定が無効 - 混合モードに
対しては YES か NO を指定してくださ
い。

解説: 混合モードでは、YES と NO だけが有効な入力
です。
ユーザー応答: 混合モードでは YES または NO を入
力してください。
ISRB185

形式名が無効 - 指定した形式名に無効な
文字が含まれています。

解説: 無効な文字が入った形式名が入力されました。
形式名は英字で始まる英数字である必要があります。
ユーザー応答:
ISRB186
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有効な形式名を使用してください。

無効なパラメーター - コマンドに無関係
な、または無効なパラメーターを指定しま
した。

解説: パラメーターが多過ぎるか、または無効なパラ
メーターが入力されました。
ユーザー応答:
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ISRB500

パラメーターが多過ぎる - ’aaaaaaaa’ コ
マンドに対するパラメーターが多過ぎま
す。

ISRB505

解説: コマンドに対して入力されたパラメーターが多
過ぎます。
ユーザー応答:
ISRB501

パラメーターを訂正してください。

パラメーターが無効 - ’aaaaaaaa’ は、
’bbbbbbbb’ コマンドに対するパラメータ
ーとして有効ではありません。

パラメーターが多過ぎる - 許されるパラ
メーターは、単一文字と CC、単一文字と
NOCC、あるいは単一文字か CC か
NOCC のいずれか 1 つだけです。 1 つ
は必須です。

解説: DISPLAY コマンドが受け入れるパラメーター
は、単一文字 (非表示可能コードを表す文字) と、紙送
り機構制御文字を表示する (CC) か表示しない (NOCC)
かを指定する文字からなるパラメーターのみです。 少
なくとも 1 つのパラメーターを入力する必要がありま
す。

解説: このコマンドに対して無効なパラメーターが入
力されました。

ユーザー応答:

ユーザー応答:

ISRB506

ISRB502

パラメーターを訂正してください。

パラメーターが矛盾する - ’aaaaaaaa’ と
’bbbbbbbb’ とは ’cccccccc’ コマンドで矛
盾します。

解説: 入力されたパラメーターは矛盾しているか、対
立しています。
ユーザー応答:
ISRB503

パラメーターを訂正してください。

ストリングが長過ぎる - DISPLAY コマ
ンドの文字ストリングが無効。指定できる
のは 1 文字だけです。

解説: DISPLAY コマンドの 「文字」 パラメーターの
長さは 1 桁だけです。
ユーザー応答:
ISRB504

解説: DISPLAY コマンドが受け入れるパラメーター
は、単一文字 (非表示可能コードを表す文字) と、紙送
り機構制御文字を表示する (CC) か表示しない (NOCC)
かを指定する文字からなるパラメーターのみです。
ユーザー応答:

パラメーターを訂正してください。

データ・セットの FREE エラー - ブラウ
ズ中の 1 つまたは複数のデータ・セット
を解放するときにエラーが起きました。

解説: エラーのために、ブラウズ中のデータ・セット
の割り振りを解放することができません。 このデー
タ・セットは、ユーザーのユーザー ID に割り振られた
ままになる可能性があります。 割り振りはユーザーが
ログオフした時点で解放されます。
ユーザー応答: その割り振りによって他のユーザーが
そのデータ・セットを使用できなくなるようであれば、
いったんログオフしてから再度ログオンしてください。
ISRB507

パラメーターを訂正してください。

パラメーターが矛盾する - 指定できるパ
ラメーターは、単一文字と CC、または単
一文字と NOCC、あるいは単一文字か
CC か NOCC のいずれか 1 つだけで
す。

パラメーターを訂正してください。

パラメーターがない - 許されるパラメー
ターは、単一文字と CC、単一文字と
NOCC、または単一文字か CC か NOCC
のいずれかです。 1 つは必須です。

解説: DISPLAY コマンドが受け入れるパラメーター
は、単一文字 (非表示可能コードを表す文字) と、紙送
り機構制御文字を表示する (CC) か表示しない (NOCC)
かを指定する文字からなるパラメーターのみです。 少
なくとも 1 つのパラメーターを入力する必要がありま
す。
ユーザー応答:
ISRB600

パラメーターを訂正してください。

コマンドのサポートなし - BROWSE コ
マンドはダイアログ提供のコマンド・ルー
チンでサポートされていません。

解説: ユーザーのダイアログで使用されているコマン
ド・ルーチンは BROWSE をコマンドとしてサポートし
ていません。
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ISRB601

レコード形式が無効 - レコード形式は
F、FA、FM、V、VA、VM、U のいずれ
かです。レコード形式が U 以外の場合に
はブロック化もされます (FB、VBA な
ど)。

解説: ブラウズするために選択されたデータ・セット
のレコード形式はサポートされていません。 このデー
タ・セットを表示することはできません。

ーに連絡して援助を求めてください。
プログラマー応答: ダイアログ提供のルーチンから返
された戻りコードが何なのかを判別します。 戻りコー
ド 20 が返されているならば、戻りコード 20 の原因を
判別して問題を訂正します。 ダイアログ提供のルーチ
ンを修正して、失敗の原因を書き出す通知メッセージを
出すことを考えてください。
ISRB607

ISRB602

レコード長が長過ぎる - 最大レコード長
は 32760 です。

解説: ブラウズするために選択されたデータ・セット
のレコード長が、32 760 を超えています。 このデー
タ・セットを表示することはできません。
ISRB603

ブラウズするデータがない - 空のデー
タ・ファイルが要求されています。

解説: ブラウズは、パックされた複数ボリューム・デ
ータ・セットを扱いません。
ユーザー応答:
ISRB608

解説: BROWSE しようとしているデータ・セットには
データが含まれていません。
ISRB604

重大エラー - ISRCBR またはダイアログ
提供のルーチンから、予期しない戻りコー
ドが戻されました。

解説: ISRCBR またはダイアログ提供のルーチンか
ら、予期しない戻りコードを受信しました。

ISRB605

メンバー名が許可されない - BRIF サー
ビスを使用してブラウズするときはメンバ
ー名を指定できません。

解説: BRIF サービスはメンバー名の使用を許可してい
ません。
プログラマー応答: メンバー名を指定せずに BRIF サ
ービスを呼び出してください。
ISRB606

重大エラー - ISRCBR またはダイアログ
提供のルーチンで重大エラーが発生しまし
た。

解説: ISRCBR またはダイアログ提供のルーチンから
戻りコード 20 が返されました。
ユーザー応答:
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ボリューム名を入力してください。

ブラウズに成功した - データを編集した
りビューするには使用可能な記憶域が十分
にありません。 データのブラウズは正常
に行われました。

解説: データ・セットの編集やビューのために使用で
きる記憶域が不足している場合、ブラウズは自動的に置
き換えられます。 データは正常にブラウズされまし
た。
ISRB609

ユーザー応答: エラーが再発する場合は、プログラマ
ーに連絡して援助を求めてください。
プログラマー応答: ダイアログ提供のルーチンから返
された戻りコードが何なのかを判別します。 予期され
た、文書化された戻りコードだけが返されるように訂正
してください。

データ形式が無効 - ブラウズは、パック
された複数ボリューム・データ・セットで
は許されません。

ブラウズに失敗した - データを編集また
はビューするのに使用可能な記憶域が十分
にありません。 ブラウズしようとしたが
失敗しました。

解説: データ・セットの編集やビューのために使用で
きる記憶域が不足している場合、ブラウズは自動的に置
き換えられます。 データは正常にブラウズされません
でした。
ユーザー応答: データに問題があるかどうかを判別す
るには、View や Edit ではなく、Browse を使用してデ
ータをブラウズしてみます。 すべてのエラーについて
ISPF ログを検査してください。
ISRCP000

コマンドが無効 - モジュール ISRCINVC
は、パラメーターとして無効なコマンドを
受け取りました。

解説: ISRCINVC に渡されたコマンドは、
BROWSE、EDIT、または VIEW のいずれでもありませ
ん。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: プログラミング・エラ
ーです。 弊社サポート部門まで連絡してください。
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ISRCP001
解説:

コマンドは完了 - EDIT コマンドは正常
に完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRCP002

データ・セット名が無効 - データ・セッ
ト名の文字が多過ぎます。

ISRCP007
解説:

回復は成功した - VIEW の回復は正常に
完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRCP008

回復は成功した - Edit の回復は正常に完
了しました。

解説: データ・セット名パラメーターが 44 文字を超
えています。

解説:

ユーザー応答: このエラーがダイアログに対する入力
結果であれば、有効なデータ・セット名を入力してくだ
さい。 そうでなければ、ダイアログ開発者と話し合っ
てください。

ISRCS000

プログラマー応答:
さい。

ユーザー応答: HIGH、LOW、または NON のいずれか
を INTENS の値として入力してください。

ISRCP003

データ・セット名を訂正してくだ

メンバー名が無効 - メンバー名の文字が
多過ぎます。

解説:

これは通知メッセージです。

無効な INTENS 値が入力されました。

ISRCS001

解説: データ・セット名に組み込まれるメンバー名パ
ラメーターが 8 文字を超えています。
ユーザー応答: このエラーがダイアログに対する入力
結果であれば、有効なデータ・セット名を入力してくだ
さい。 そうでなければ、ダイアログ開発者と話し合っ
てください。
プログラマー応答:

解説:

解説:

ユーザー応答: カラーの値としては、BLUE、GREEN、
TURQ、YELLOW、RED、PINK、または WHITE のい
ずれかを入力してください。

メンバー名を訂正します。

解説:

コマンドが完了した - VIEW コマンドは
正常に完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRCP005

COLOR が無効 - 無効な COLOR BLUE、GREEN、TURQ、YELLOW、
RED、PINK、または WHITE のいずれか
を入力してください。

無効な COLOR が入力されました。

ISRCS002
ISRCP004

INTENS が無効 - 無効な INTENS HIGH、LOW、または NON を入力して
ください。

コマンドが完了した - BROWSE コマン
ドは正常に完了しました。

解説:

HILITE が無効 - 無効な HILITE REVERSE、USCORE、BLINK、または
NONE のいずれかを入力してください。

無効な HILITE が入力されました。

ユーザー応答: 強調表示値としては、REVERSE、
USCORE、BLINK、または NONE のいずれかを入力し
てください。

これは通知メッセージです。
ISRCS003

ISRCP006

パラメーターが無効 - モジュール
ISRCPREC が無効なパラメーターを受け
取りました。

解説: ISRCPREC に渡されたパラメーターは、EDIT
でも VIEW でもありません。
ユーザー応答:
ださい。

選択したプルダウン選択項目は使用できま
せん。

解説: ユーザーが選択不可能な項目を選択しようとし
ました。
ユーザー応答:

選択可能な項目を選択してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: プログラミング・エラ
ーです。 弊社サポート部門まで連絡してください。
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ISRCS004

リストが見付からない - 共有個人リスト
がライブラリー ISPTLIB にありません。
ライブラリー ISPPROF の個人リストが
省略時値です。 共有個人リスト・テーブ
ル ISRPLSHR (個人データ・セット・リ
スト) または ISRLLSHR (個人ライブラ
リー・リスト) が、ライブラリー
ISPTLIB に見付かりませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 共有個人リストが
ライブラリー ISPTLIB に見付かりませんでした。 参照
リストが省略時解釈でユーザー・プロファイル・デー
タ・セットとして使用されます。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: ユーザーの ISPTLIB に連結する共
通個人リストを作成してください。
ISRCS005

解説:

リスト選択エラー - リストを ″/″ でマー
クしてから、ファイル処理を選択してくだ
さい。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答:
理します。

リストをマークした後にファイルを処

ISRCS007

解説: このユーザーに対する活動状態の参照リストは
ありません。
ユーザー応答: 参照リスト・メイン・パネルのプルダ
ウンのリスト選択項目から参照リストを活動化してくだ
さい。
ISRCS008

解説:
た。

必須パラメーターがない - 必須個人リス
ト名がブランクあるいは無効です。 この
処置には個人リスト名が必要です。 リス
ト名は先頭が英字で、その後ろに有効な英
数字を続けます。全体の長さは 8 文字ま
でです。

この機能に対し無効なコマンドが入力されまし

ユーザー応答: コマンドのパラメーターとして個人リ
スト名を入力してください。

リストが更新された - 参照リストで最後
に参照されたデータ・セット / ライブラ
リーは、個人リストに正常に追加されまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 個人リストが正常
に更新され、最新の参照リスト項目が反映されました。
ISRCS009

ISRCS006

参照リストが非活動状態 - 参照リストが
まだ作成されていません。 コマンド
REFLISTx を入力してください。″x″
は、ライブラリーの場合は ″L″、データ・
セット参照リストの場合は ″D″ です。
リストを更新モードに設定するには、
″List″ アクション・バーから ″update
on″ (更新処置) を選択します。 これで、
ISPF セッションで参照されるデータ・セ
ットおよびライブラリーが参照リストに追
加されます。

経路指定要求が無効 - プログラム
ISRRCL の呼び出しが、無効なパラメー
ターを渡しました。
ACTION(ISRROUTE) を使用して定義し
たアクション・バー選択項目および無効な
パラメーターによって引き起こされた可能
性があります。

解説: このメッセージが出されるのは、アクション・
バー選択項目に ACTION RUN(ISRROUTE) ステートメ
ントの入ったパネルが作成された場合で、そのステート
メントに指定された処置が無効なものであったような場
合です。 ISPF は事前定義パラメーター・セットを使用
するが、SELECT ステートメントをパラメーターとして
使用することがあります。 アクション・バーでコード
化可能な SELECT ステートメントの例は次のとおりで
す。
PDC DESC(’ユーザー・リスト...’)
ACTION RUN(ISRRCL)
PARM(’SELECT PGM(USERLIST)
NEWAPPL(USR)’)
プログラマー応答: IBM 提供のパネルを修正せずに使
用していて問題が起こった場合は、IBM サポート部門
に連絡してください。 そうでない場合は、パネルの
PDC セクションの PARM キーワードが、有効な
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SELECT ステートメントであることを確認してくださ
い。
ISRCV000

無効な DSN - 引用符 - データ・セット
名に対になっていないアポストロフィが含
まれています。DSNAME を再入力してく
ださい。

解説: データ・セットが指定されましたが、始めと終
わりのアポストロフィがありません。
ユーザー応答: データ・セットが修飾を省略していな
い MVS データ・セットであれば、名前の始めと終わり
にアポストロフィを付けてください。 データ・セット
が修飾なしであるならば、すべてのアポストロフィを取
り除いてください。
ISRCV001

無効な DSN - 長さ - DSNAME の長さ
は、接頭部を含んで 1〜44 文字でなけれ
ばなりません。 DSNAME を再入力して
ください。

解説: 入力されたデータ・セット名が次のいずれかで
した。
v 修飾つきの MVS データ・セット名で、44 文字を超
える文字数を持つもの。
v 修飾なしの MVS データ・セット名で、TSO 接頭部
と組み合わせた結果、44 文字を超える名前を持つも
の。
ユーザー応答:
てください。
ISRCV002

データ・セット名を訂正し、再入力し

無効な DSN - メンバー - データ・セッ
ト・メンバー名は、1〜8 桁で、( ) で囲
まなければなりません。

解説: データ・セットとメンバーを指定する場合、メ
ンバー名は 1 〜 8 文字の長さで、括弧で囲まれている
必要があります。 以下に例を示します。
’USER1.PRIVATE.SOURCE(MEMBER1)’
ユーザー応答: メンバー名またはデータ・セット名、
あるいはその両方を訂正し、再入力してください。

ISRCV004

解説: MVS データ・セット名では修飾子を区切るため
にピリオドが使用されていますが、ピリオドで名前を始
めたり終えたりすることはできません。
ユーザー応答:
てください。
ISRCV005

無効な DSN - メンバー - メンバー名に
無効な文字が含まれています。

解説: メンバー名は次の事項を守る必要があります。
v 長さは 1 〜 8 文字
v 英字または特殊文字で開始
v 英字、数字、特殊文字だけが使用可能。
ユーザー応答:
さい。

メンバー名を訂正して再入力してくだ

データ・セット名を訂正し、再入力し

無効な DSN - 構文 - データ・セット名
に組み込みブランク、括弧、アポストロフ
ィのいずれかが含まれています。 再入力
してください。

解説: データ・セット名では次の事項は許されませ
ん。
v 組み込みブランクの使用
v 組み込み括弧の使用、ただし、メンバー名を指定する
ために使用する場合を除く
v アポストロフィの使用、ただし完全修飾の MVS デー
タ・セットを指定する場合を除く。
ユーザー応答:
てください。
ISRCV006

データ・セット名を訂正し、再入力し

無効な DSN - 修飾子 - データ・セット
名修飾子は 1〜8 文字でなければなりま
せん。 再入力してください。

解説: 1 つまたは複数の修飾子をもつデータ・セット
名が入力されましたが、それらの修飾子は 8 文字を超
えているか、全く文字を含んでいません。 MVS デー
タ・セットの修飾子は、それぞれ次の事項を守る必要が
あります。
v 長さは 1 〜 8 文字
v 英字または特殊文字で開始
v 英字、数字、特殊文字、ダッシュ、左中括弧だけが使
用可能。
ユーザー応答:
てください。
ISRCV007

ISRCV003

無効な DSN - 構文 - DSNAME はピリ
オドで終了することはできません。
DSNAME を再入力してください。

データ・セット名を訂正し、再入力し

無効な DSN - 修飾子 - 各修飾子は 1〜8
文字の英数字にしなければなりません。先
頭文字は、英字にする必要があります。

解説: データ・セット名が入力されましたが、無効な
修飾子が含まれています。 MVS データ・セットの修飾
子は、それぞれ次の事項を守る必要があります。
v 1 〜 8 文字
v 英字または特殊文字で開始
v 英字、数字、特殊文字、ダッシュ、左中括弧だけが使
用可能。
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ユーザー応答:
てください。
ISRCV008

データ・セット名を訂正し、再入力し

ブランク項目が選択された - 参照リス
ト・データ・セット項目は、選択前に定義
されていなければなりません。

解説: 参照リスト・データ・セット項目が選択されま
したが、その項目にはデータ・セット名がありません。
ユーザー応答: データ・セット項目を訂正し、再選択
してください。
ISRCV009

ブランク項目が選択された - 参照リス
ト・ライブラリー項目にプロジェクト、グ
ループ、タイプの定義がないので選択でき
ません。

解説: 参照リスト・ライブラリー項目が選択されまし
たが、その項目にはプロジェクト、グループ、タイプの
いずれもありません。
ユーザー応答: ライブラリー項目を訂正して、再選択
してください。
ISRC600

コマンドが許可されない - ISPF の反復
的呼び出しはできません。

解説: 2 番目の ISPF セッションは開始されていない
可能性があります。いずれかの ISPF セッションが活動
状態になっています。
ユーザー応答: 現行の ISPF セッションを使用する
か、または ISPF 分割画面を使用して別の ISPF セッシ
ョンを開始してください。
ISRC602

TSO コマンドを入力する必要 - コマンド
は TSO 形式で入れてください。

解説: TSO COMMAND PROCESSOR パネルの入力と
して TSO コマンドが必要です。
ユーザー応答:
ISRC603

TSO コマンドを入力してください。

パラメーターがない - TSO コマンドには
パラメーターが必要です。

解説: TSO という指定は、その後に有効な TSO コマ
ンドがない場合は無効です。
ユーザー応答: TSO というワードの後に TSO コマン
ドを入力してください。
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ISRC605

パスワードが無効 - パスワード・フィー
ルドに無効な文字が入っています。 有効
な文字は (0 〜 9、A 〜 Z、#、$、また
は @) です。

解説: パスワードが入力されましたが、無効な文字が
含まれています。 MVS パスワードは次の規則を守る必
要があります。
v 長さは 1 〜 8 文字
v 英字、数字、特殊文字だけが使用可能。
ユーザー応答: パスワードを訂正して再入力してくだ
さい。 このパネルでパスワードを指定しておらず、こ
の問題が繰り返される場合は、ISPF プロファイル・プ
ールに変数があり、ISPF がそれを使用している可能性
があります。 これが当てはまる場合は、次のいずれか
を行う必要があります。
v ダイアログ・テスト変数オプション (ISPF オプショ
ン 7.3) を入力し、コマンド行から ″LOCATE xxx″
を発行する。 変数が検出されたら、D 行コマンドを
使用してその変数を削除する。
v VERASE サービスを使用して変数を除去する。その
ためにはコマンド ″ISPEXEC VERASE xxx BOTH″
を含む CLIST または REXX exec を呼び出す。
PDF (直前の説明で xxx と表されている) が使用する変
数名は次のとおりです。
PSWD2、SCENP、SCEOP、SF4SPSW、ZCRPSWD、
ZECPSWD、ZMCPSWD、ZPSWD、ZQPSWD2、
ZSSCNPSW、ZSSCOPSW、および ZSSFNPSW
ISRC608

コマンドが許可されない - このコマンド
はオプション 6 から実行すべきコマンド
ではありません。

解説: ISPF NONDISPL キーワードを含むコマンドは、
オプション 6 から実行することはできません。
ユーザー応答:
ださい。

コマンドを訂正してから再入力してく
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パスワードが無効 - パスワード・フィー
ルドに無効な文字が入っています。 有効
な文字は (0 〜 9、A 〜 Z、#、$、また
は @) です。 パスワードを入力しないの
に、この問題が再発する場合は、プロファ
イル変数プールに PSWD と呼ばれる変数
があるかもしれません。 ダイアログ・テ
スト ″Variables″ オプション (ISPF オプ
ション 7.3) または VERASE サービスを
使用して、プロファイル・プールから変数
を削除できます。

ISRDS001

解説: パスワードが入力されましたが、無効な文字が
含まれています。 MVS パスワードは次の規則を守る必
要があります。
v 長さは 1 〜 8 文字
v 英字と数字だけが使用可能。

ISRDS002

ユーザー応答: パスワードを訂正して再入力してくだ
さい。 このパネルでパスワードを指定しなくても、こ
の問題が繰り返される場合は、ISPF プロファイル・プ
ールに PSWD という変数があり、ISPF がそれを使用し
ている可能性があります。 これが当てはまる場合は、
次のいずれかを行う必要があります。

ISRDS003

ISRC609

v ダイアログ・テスト変数オプション (ISPF オプショ
ン 7.3) を入力し、コマンド行から ″LOCATE PSWD″
を発行する。 変数が検出されたら、D 行コマンドを
使用してその変数を削除する。
v VERASE サービスを使用して変数を除去する。その
ためにはコマンド ″ISPEXEC VERASE PSWD
BOTH″ を含む CLIST または REXX exec を呼び出
す。

| ISRDD021
|
|

構文エラー - 入力されたコマンドには、
無効な間接アドレッシング・ストリングが
あります。

| ISRDD030
|
|

使用不可オプション - ENQ 表示は、シス
テム・プログラマーによって使用不可にな
っています。

ISRDS000

別名保管は取り消された - 入力した名前
は個人リスト名としてすでに存在していま
す。

新しいリストです - このリストは、「保
管」または「別名保管」処置が実行される
までの一時的なリストです。データを入力
すると、このパネルを終了するとき保管す
るように促されます。

解説: 現在の表示リストは、保管処置が実行されるま
では永続になりません。
ユーザー応答: そのリストを定義する必要がある場合
は、保管要求を発行してください。

解説:

解説:

個人リストが追加された - 参照リストの
コピーが個人リスト・テーブルに追加され
ました。

これは通知メッセージです。
リスト項目が検索された - 個人用リスト
項目の検索に成功しました。

これは通知メッセージです。

ISRDS004

個人データ・セット・リストに参照リスト
を追加したときのエラー。

解説: 個人データ・セット・リストを保管しようとし
てエラーが発生しました。 弊社サービス部門に連絡し
てください。
ユーザー応答: 操作を再試行します。引き続き障害が
起こるようであれば、弊社サービス部門に連絡してくだ
さい。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRDS005

弊社サポート部門まで

処置を選択する - なんらかの処置を選択
して継続するか、EXIT または CANCEL
を選択して参照リスト ( Reflist ) を終了
してください。

解説: データ・セット項目を含まない選択項目が選択
されました。
ユーザー応答: データ・セット名項目をもつ選択項目
を選択してください。

解説: 別名保管リストが現行リストとしてすでに存在
しています。
ユーザー応答:
い。

重複しないリスト名を入力してくださ
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ISRDS006

解説:

複数リストに対する処置 - 処理できるリ
ストは 1 個だけです。更新、または処置
の対象として、複数のリストを選択するこ
とはできません。

ユーザーが複数のリストを選択しました。

ユーザー応答:
てください。
ISRDS007

解説:

名前リストから単一のリストを選択し

削除は許可されない - 現在活動状態のリ
ストの削除は、それをいったんオープンし
てからでないとできません。 オープン処
理をしてから処置 ″D″ を選択し、現行の
活動リストを削除してください。

活動状態のリストは削除できません。

ユーザー応答: リストを選択し、ファイル処置の「削
除」を使用してリストを削除してください。
ISRDS008

個人リストが保管された - 個人リスト
は、ユーザーの個人テーブルに正常に保管
されました。

解説: これは通知メッセージです。 保管処理が正常に
完了しました。
ISRDS009
解説:
た。

コマンドを訂正し、操作を再試行して

ライブラリー名未変更 - 活動個人ライブ
ラリー参照リストがないか、活動リスト
(aaaaaaaa) がエントリーを含まないかで
す。新規のライブラリー参照リストを作成
したり、既存のリストを活動にマークする
には、REFOPENL コマンドを使用してリ
ストを作成またはオープンしてください。

解説: NRETRIEV コマンドが入力されましたが、現行
ライブラリー参照リストにエントリーがありません。パ
ネルの ISPF ライブラリー名は変更されませんでした。
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データ・セット未変更 - 活動個人デー
タ・セット参照リストがないか、活動リス
ト (aaaaaaaa) が有効なエントリーを含ま
ないかです。新規のデータ・セット参照リ
ストを作成したり、既存のリストを活動に
マークするには、REFOPEND コマンド
を使用してリストを作成またはオープンし
てください。

解説: NRETRIEV コマンドを使用して、データ・セッ
ト名、ワークステーション・ファイル名、またはデー
タ・セット名レベルが検索されました。現行の個人デー
タ・セット・リストが空であるか、または NRETRIEV
検査が使用可能になっているが、リストにデータ・セッ
トがなかったかのいずれかです。データ・セット・リス
ト名レベルの場合で、個人データ・セット・リストのす
べてがワークステーション・ファイル名であると判断さ
れるとこのメッセージを表示する可能性があります。
NRETRIEV 検査には、データ・セット・リスト・ユー
ティリティー (データ・セット名レベル) は使用され
ず、ワークステーション・ファイル名はデータ・セッ
ト・リスト入力パネルにリトリーブされません。
ISRDS013

無効な基本コマンドまたは処置が検出されまし

| ISRDS011
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

処置が無効 - 要求されたコマンドまたは
処置が無効です。

ユーザー応答:
ください。

|
|
|

| ISRDS012
|
|
|
|
|
|
|

’aaaaaaaa’ から検索された - ライブラリ
ー名は ’aaaaaaaa’ と命名された個人ライ
ブラリー・リストから検索されました。現
行の個人データ・セット・リストを変更す
るには、REFOPENL または REFACTL
コマンドを使用してください。

解説: NRETRIEV コマンドが、aaaaaaaa という名前の
個人ライブラリー・リストからライブラリー名を検索し
ました。別の個人リストを使用する場合は、REFOPEND
コマンドを使用して、個人リストをオープンしてくださ
い。この個人リストを、NRETRIEV コマンドで使用す
ると、ライブラリー名を検索できます。
ISRDS014

’aaaaaaaa’ から検索された -- データ・セ
ット名 (およびおそらくボリューム) は
’aaaaaaaa’ と命名された個人データ・セ
ット・リストから検索されました。現行の
個人データ・セット・リストを変更するに
は、REFOPENL または REFACTL コマ
ンドを使用してください。

解説: NRETRIEV コマンドが、aaaaaaaa. という名前
の個人データ・セット・リストからデータ・セット名を
検索しました。別の個人リストを使用する場合は、
REFOPEND コマンドを使用して、個人リストをオープ
ンしてください。この個人リストを、NRETRIEV コマ
ンドで使用すると、データ・セット名を検索できます。
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| ISRDS016
|
|
|

無効なコマンド - 使用可能なコマンドは
NEW (新規リストを作成)、MORE (既存
のリストを表示)、および LISTVIEW (リ
スト表示モードを切り換え) です。

| 解説: これは通知メッセージです。
| ISRDS017
|
|
|

無効なコマンド - 使用可能なコマンド
は、LOCATE、SELECT、NEW (新規リ
ストを作成)、および LISTVIEW (リスト
表示モードを切り換え) です。

計画とカスタマイズ の ″IBM Products Option″ にリス
トしてあるパラメーターと比べてください。
システム・プログラマー応答: IBM Products Option パ
ネル (PDF オプション 9、パネル ISRDIIS) がカスタマ
イズされている場合は、プログラム ISRALTDI に渡さ
れるパラメーターを調べ、ISPF 計画とカスタマイズ の
″IBM Products Option″ にリストされているパラメータ
ーと比べてください。 オプション 9 パネルがカスタマ
イズされていない場合は、弊社サポート部門に連絡して
ください。

| 解説: これは通知メッセージです。

ISRD001

| ISRDS018
|
|
|
|
|

解説: PDF 代替ダイアログ・プロセッサーが特定のパ
ネル aaaaaaaa および bbbbbbbb を 1 次と 2 次パネル
として使用するために呼び出したが、どちらのパネルも
ISPPLIB 連結内で見付かりませんでした。

活動リストがありません - 現在の活動リ
ストがありません。その代わりに使用可能
なリストのリストが表示されています。リ
ストを活動化するには’’O’’ (オープン) コ
マンドでリストの 1 つを選択してくださ
い。

| 解説: これは通知メッセージです。
| ISRDS019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

サービスは使用不可能 - ISPF が開始し
たときに要求されたテーブルが初期化でき
なかったため参照および個人リストと関連
付けられたサービスは使用できません。

解説: ISPF 参照リストに使用するテーブルは、ISPF
を開始した際に、作成もオープンもできませんでした。
テーブルの 1 つが損傷している可能性があります。テ
ーブル名は ISRPLIST および ISRLLIST です。どのテ
ーブルが壊れているかを判断するには、テーブルを別々
に名前変更し、ISPF を再始動してください。テーブル
を削除すると ISPF は、開始する際にテーブルを再作成
します。
ISRD000

ダイアログ選択エラー - 無効なパラメー
ターがルーチン ISRALTDI に渡されまし
た。 システム・プログラマーに連絡して
ください。

解説: PDF 代替ダイアログ・プロセッサー
(ISRALTDI) が無効な入力パラメーターを検出しまし
た。
ユーザー応答: ユーザーが PDF オプション 9 のもと
で選択を呼び出そうとしたならばシステム・プログラマ
ーに連絡し、弊社サポート部門に問題を報告してくださ
い。 独自に開発されたダイアログを使用している場合
は、ダイアログ作成者に問題を報告してください。

ダイアログ選択エラー - 代替ダイアログ
選択プロセッサーがパネル ’aaaaaaaa’ 、
’bbbbbbbb’ を見付けることができません
でした。

ユーザー応答: ユーザーの ISPPLIB 連結に指定したパ
ネルがあることを確認してください。 ない場合は、
ISPPLIB 割り振りを変更し、正しいデータ・セットを含
むようにしてください。 ISPPLIB 連結の修正に関して
援助が必要であれば、以下のことを実行してください。
v 独自に開発されたダイアログを使用している場合は、
ダイアログ作成者に問題を報告してください。
v ユーザーが PDF オプション 9 のもとで選択を呼び
出そうとしているならば、システム・プログラマーに
連絡し、弊社サポート部門に問題を報告させてくださ
い。
プログラマー応答: 指定されたパネルが正しいライブ
ラリーにあることと、そのライブラリーがセットアップ
clist、LIBDEF または LOGON PROC のいずれかによっ
てその ISPPLIB 連結内に指定されていることを確認し
てください。
システム・プログラマー応答: IBM Products Option パ
ネル (PDF オプション 9、パネル ISRDIIS) がカスタマ
イズされている場合は、指定されたパネルが正しいライ
ブラリーにあることを確認し、さらにそのライブラリー
がセットアップ CLIST、LIBDEF または LOGON
PROC のいずれかによってその ISPPLIB 連結内に指定
されていることを確認してください。 オプション 9 パ
ネルがカスタマイズされていない場合は、そのオプショ
ンに対して正しいプロダクト・ライブラリーが選択され
て ISPPLIB 連結で指定されていることを確認してくだ
さい。 ISPPLIB 連結が正しいと思われる場合は、弊社
サポート部門に連絡してください。

プログラマー応答: ダイアログがプログラム
ISRALTDI に渡そうとするパラメーターを調べ、ISPF
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259

PDF メッセージ
ISRD002

Dialog 選択エラー - 代替ダイアログ選択
がパネル ’aaaaaaaa’ を見つけることがで
きませんでした。

解説: PDF 代替ダイアログ・プロセッサーが、代替パ
ネル aaaaaaaa を使用するという指定をして呼び出され
たが、そのパネルは ISPPLIB 連結内に見付かりません
でした。
ユーザー応答: ユーザーの ISPPLIB 連結に指定したパ
ネルがあることを確認してください。 ない場合は、
ISPPLIB 割り振りを変更し、正しいデータ・セットを含
むようにしてください。 ISPPLIB 連結の修正に関して
援助が必要であれば、以下のことを実行してください。
v 独自に開発されたダイアログを使用している場合は、
ダイアログ作成者に問題を報告してください。
v ユーザーが PDF オプション 9 のもとで選択を呼び
出そうとしているならば、システム・プログラマーに
連絡し、弊社サポート部門に問題を報告させてくださ
い。
プログラマー応答: 指定されたパネルが正しいライブ
ラリーにあることと、そのライブラリーがセットアップ
clist、LIBDEF または LOGON PROC のいずれかによっ
てその ISPPLIB 連結内に指定されていることを確認し
てください。
システム・プログラマー応答: IBM Products Option パ
ネル (PDF オプション 9、パネル ISRDIIS) がカスタマ
イズされている場合は、指定されたパネルが正しいライ
ブラリーにあることを確認し、さらにそのライブラリー
がセットアップ CLIST、LIBDEF または LOGON
PROC のいずれかによってその ISPPLIB 連結内に指定
されていることを確認してください。 オプション 9 パ
ネルがカスタマイズされていない場合は、そのオプショ
ンに対して正しいプロダクト・ライブラリーが選択され
て ISPPLIB 連結で指定されていることを確認してくだ
さい。 ISPPLIB 連結が正しいと思われる場合は、弊社
サポート部門に連絡してください。
ISRD003

最大表示量の超過 - パネル ’aaaaaaaa’ が
非表示モードを強行しようとしている可能
性があります。

解説: PDF 代替ダイアログ・プロセッサーが入力パネ
ル aaaaaaaa の表示中にループを検出したので、ISPF
DISPLAY サービスを 120 回呼び出した後で停止しまし
た。 パネルは、)INIT セクションでコード化された
.RESP=ENTER によって強制的に非表示モードになるこ
とがあります。
ユーザー応答: ユーザーが PDF オプション 9 のもと
で選択を呼び出そうとしているならば、システム・プロ
グラマーに連絡し、弊社サポート部門に問題を報告させ
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てください。 独自に開発されたダイアログを使用して
いる場合は、ダイアログ作成者に問題を報告してくださ
い。
プログラマー応答: パネルを調べ、)INIT セクションで
.RESP=ENTER がコード化されているかどうかを確か
め、そうであれば、正しい条件に合致したときはそれを
バイパスする正しいロジックがあることを確認してくだ
さい。 また、呼び出されたダイアログを調べ、正しい
条件に合致したときは、そのことが適切な ISPF ダイア
ログ変数を介してパネルに返されていることを確認して
ください。
システム・プログラマー応答: IBM Products Option
(PDF オプション 9) がカスタマイズされている場合、
新規パネルおよび変更パネルを調べ、)INIT セクション
で .RESP=ENTER がコード化されているかどうかを確
認してください。もしそうであれば、正しい条件に合致
したときにそれをバイパスする正しいロジックがあるこ
とを確認してください。 また、呼び出されたダイアロ
グを調べ、正しい条件に合致したときは、そのことが適
切な ISPF ダイアログ変数を介してパネルに返されてい
ることを確認してください。 オプション 9 パネルがカ
スタマイズされていない場合は、弊社サポート部門に連
絡してください。
ISRD005

カタログまたは VTOC のエラー - 入出
力、記憶域不足、または回復不能のエラ
ー。 RC=aaaa.

解説: PDF が戻りコード aaaa を LOCATE マクロか
ら受信しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 問題判別のために適切
な DFP の資料を調べてください。
ISRD007

データ・セットが使用中 - データ・セッ
トはユーザーが更新中です。

解説: PDF データ・セット・リスト・ユーティリティ
ーは、SAVE コマンドのターゲット・データ・セット
(userid.list-id.DATASETS) で、排他的 ENQ を入手でき
ませんでした。理由はユーザー自身が現在それを使用中
であるからです。
ユーザー応答: ユーザーが別の論理画面で、PDF 機能
または独自のダイアログを介してそのデータ・セットを
使用している場合、その機能またはダイアログを終了し
てデータ・セットを解放してください。 データ・セッ
トが使用されている理由が分からない場合は、いったん
ISPF から抜けて再び入り、機能を再試行してくださ
い。 これでもだめな場合は、ログオフして、再度ログ
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オンしたのちに再試行してください。
ISRD008

SVC99 要求コードは無効 - モジュール
ISRSVCBD に要求コード aaaa が渡され
ました。 弊社サポート部門まで連絡して
ください。

解説: PDF SVC99 インターフェース・モジュール
(ISRSVCBD) が呼び出されましたが、無効な DAIR 要
求コード aaaa が指定されています。
ユーザー応答:
ださい。

弊社サポート部門まで

ファイル名が使用中 - ファイル名
(ddname) ’aaaaaaaa’ は別のデータ・セ
ットに割り振られています。

解説: PDF がデータ・セットを DD 名 aaaaaaaa に割
り振ろうとしたが、その DD 名 はすでに割り振られて
います。
ユーザー応答: TSO FREE FI(ddname) コマンドを使用
して既存の割り振りを解放してください。
ISRD011

割り振られていない DATA SET ’aaa(44)’ は ’bbb(44)’ のようには割り振ら
れていません。 SVC99 からの戻りコー
ドは ’cccccccc’ です。

解説: 移動または複写先のデータ・セットを、移動ま
たは複写元のデータ・セットと同じように割り振ること
ができませんでした。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。

| ISRD012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

ユーザー応答: 両方のファイルが空でないかを調べて
ください。空でない場合は、編集コマンド行に
COMPARE コマンドを入力して、フィルター・オプショ
ンにチェックしないでください。
ISRD014

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRD010

| せん。 COMPARE コマンドをオペランドを使用せずに
| 入力して、表示されるパネルによって、入力フィルター
| は定義されます。

弊社サポート部門まで

比較するデータなし - SUPERC が戻りコ
ード 28 を返しました。比較されている
データ・セットがどちらも空か、または入
力フィルターの結果、比較するデータがあ
りません。入力フィルターによって、コメ
ントやブランク行といったデータを
SUPERC は比較しません。 引き数なし
で COMPARE コマンドを入力すると、
フィルター・オプションをチェックするこ
とができます。

解説: COMPARE コマンドがエディターに入力されま
したが、編集されるファイルと比較されるデータ・セッ
トまたはメンバーの両方が空であるか、あるいはフィル
ター操作が完了した後、比較に使用するデータがありま

データ・セットが非カタログ - ’aaa(44)’
はカタログの中に見つかりませんでした。

解説: PDF が SVC 99 から戻りコード 4、エラー・コ
ード X'1708' を受信しました。これは指定されたデー
タ・セット aaa(44) が存在しないことを表します。
ユーザー応答: データ・セット名を PDF に与えたのが
ユーザーである場合、名前を訂正し、再試行してくださ
い。 独自のダイアログを実行させたのであれば、担当
プログラマーに連絡して援助を求めてください。
プログラマー応答: データ・セット名を PDF に与えた
のがユーザーである場合、名前を訂正し、再試行してく
ださい。 援助が必要な場合はシステム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRD016

弊社サポート部門まで

データ・セット名の重複 - データ・セッ
ト ’aaa(44)’ はすでに存在しています。

解説: PDF が SVC 99 から戻りコード 4、エラー・コ
ード X'4704' を受信しました。これは指定されたデー
タ・セット aaa(44) が すでに存在していることを表し
ています。
ユーザー応答: データ・セット名を PDF に与えたのが
ユーザーである場合、新規の名前を選択して再試行して
ください。 独自のダイアログを実行させたのであれ
ば、担当プログラマーに連絡して援助を求めてくださ
い。
プログラマー応答: データ・セット名を PDF に与えた
のがユーザーである場合、新規の名前を選択して再試行
してください。 援助が必要な場合はシステム・プログ
ラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRD019

弊社サポート部門まで

カタログ・エラー - すでにカタログされ
ているか、VSAM で保護されているか、
その他です - ’aaa’。

解説: PDF が SVC から戻りコード 4、エラー・コー
ド X'5708' を受信しました。これは、データ・セット
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aaa(44) の処理中に CATALOG マクロから戻りコード
8 が受信されたことを表します。

られているか、あるいは装置テーブルが存在しているか
を確認してください。

ユーザー応答:
ださい。

ISRD023

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: システム・メッセージ
IDC3009I を参照して役立ててください。
ISRD020

データ・セットがオープン - 指定された
DD 名またはデータ・セット名がオープ
ン・データ・セットに関連付けられていま
す。

解説: PDF が SVC 99 から戻りコード 4、エラー・コ
ード X'0420' を受信しました。これは、ユーザーが処理
を試みているデータが、ユーザーまたは他のユーザーに
よって現在オープンされていることを表します。
ユーザー応答: システム・プログラマーに援助を求
め、だれがそのデータ・セットをオープンしているかを
判別してください。 データ・セットをクローズさせな
ければ、要求した機能は正常に完了しません。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRD021

弊社サポート部門まで

装置が未定義 - 装置名 ’aaaaaaaa’ は定義
されていません。

解説: PDF が戻りコード 4、エラー・コード X'021C'
を SVC 99 から受信しました。これは、指定された装
置名 (aaaaaaaa) がユーザーの MVS システムに対して
定義されていないことを表します。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRD022

弊社サポート部門まで

ボリューム・エラー - 入力したデータ・
セットまたはボリュームの装置名を入手中
にエラーがありました。ボリュームが未装
てん、装置テーブルが不明、装置テーブル
が空、またはボリュームの UCB が不明
といった理由が考えられます。

解説: 入力されたデータ・セット・ボリュームを確保
中にエラーが起こりました。 入力されたボリュームが
取り付けられていないか、装置テーブルが見付からない
か、装置テーブルが空か、ボリュームの UCB が見付か
らないかのいずれかです。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
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テープのサポートなし - ISPF はテープ
に収められたデータ・セットをサポートし
ません。

解説: PDF 機能またはサービスに対する入力として指
定されたデータ・セットは、DASD にではなく、TAPE
に常駐しています。 PDF は TAPE データ・セットの処
理をサポートしません。
ユーザー応答: 別のデータ・セット (TAPE に常駐して
いないもの) を指定するか、別の方法でそのデータ・セ
ットを処理してください。 データ・セット名を指定し
たのがユーザーではなくダイアログであれば、担当プロ
グラマーに連絡してください。
プログラマー応答: ユーザーのツールまたはダイアロ
グに別のデータ・セット (TAPE に駐在していないもの)
を指定させてください。
システム・プログラマー応答: TAPE データ・セット
のデータを PDF で処理したい場合、IEBCOPY を使用
してデータ・セットを DASD にコピーしてから、その
DASD コピーを処理してください。
ISRD024

要求が失敗 - 割り振り / 割り振り解除が
失敗しました。 詳細はヘルプを押してく
ださい。

解説: PDF が SVC 99 の戻りコード / エラー・コー
ドの組み合わせを受信しましたが、これに対する特定の
PDF メッセージはありません。 このメッセージが表示
された場合、HELP コマンドを入力すると、SVC 99 の
戻りコード、エラー・コード、情報コードとともに、シ
ステムが生成したエラー・メッセージ付きの解説パネル
が表示されます。
ユーザー応答: 解説パネルで示される詳細メッセージ
を読み、指示された問題を処理してください。
ISRD026

索引構成が無効 - データ・セット名
’aaa(44)’ の索引に矛盾があります。

解説: PDF が戻りコード 12 または 16 を LOCATE
マクロから受信しました。指定された索引または世代別
データ・グループ (aaa(44)) に問題があることを示して
います。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 該当する DFP 資料を参
照して、カタログの問題点のデバッグに関する情報を得
てください。
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データ・セット名が無効 - データ・セッ
ト名 ’aaa(44)’ に構文エラーがあります。

解説: PDF が LOCATE マクロから戻りコード 20 を
受信しました。これは指定されたデータ・セット名
(aaa(44)) が構文的に正しくないことを表します。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRD028

ISRD030

弊社サポート部門まで

データ・セットが非カタログ - ’aaa(44)’
はカタログの中に見つかりませんでした。

解説: PDF が LOCATE マクロから戻りコード 8 を受
信しました。これは指定されたデータ・セットがカタロ
グ内に見付からなかったことを表します。
ユーザー応答: データ・セット名が誤って入力された
のであれば、名前を訂正して機能を再試行してくださ
い。 データ・セット名がダイアログで指定されていた
場合は、ダイアログ作成者に連絡して援助を得てくださ
い。 データ・セット名が正しく入力されていたのであ
れば、弊社サポート部門に連絡するようシステム・プロ
グラマーに伝えてください。
プログラマー応答: 指定されたデータ・セット名を調
べて、必要であれば訂正してください。 データ・セッ
ト名が正しく入力されていたのであれば、弊社サポート
部門に連絡するようシステム・プログラマーに伝えてく
ださい。
システム・プログラマー応答: 指定されたデータ・セ
ット名が正しい場合は、弊社サポート部門に連絡してく
ださい。
ISRD029

い。 ユーザーが適切な RACF 権限を持っていない場合
には、RACF レベルをあげる (適切な場合) か、適切な
権限レベルを持つ人に PDF オプション 3.2.U を使用し
てそのデータ・セットをアンカタログしてもらってくだ
さい。

アンカタログ・エラー - ’aaa(44)’ はアン
カタログできませんでした。

解説: PDF がデータ・セット削除要求中にデータ・セ
ット (aaa(44)) をアンカタログしようとしたとき、非ゼ
ロ戻りコードを受信しました。
ユーザー応答: ユーザーはデータ・セットのアンカタ
ログ権限を持っていない可能性があります。 システ
ム・プログラマーに連絡してユーザーの RACF 権限レ
ベルを確認するか、自分より上位の権限を持つ人にその
データ・セットを PDF オプション 3.2.U を使用してア
ンカタログしてもらってください。
システム・プログラマー応答: ユーザーがアンカタロ
グ要求を実行するための適切な RACF 権限を持ってい
るかどうか判別してください。 持っているなら、カタ
ログ自体に問題がある可能性があります。該当する
DFP 解説書を参照して問題判別の役に立ててくださ

使用可能スペースなし - データ・セット
’aaa(44)’ に使用できるスペースが不足で
す。

解説: PDF が SVC 99 から戻りコード 4、エラー・コ
ード X'4714' を受信しました。これは、システムによっ
て選択されたボリューム上に指定されたデータ・セット
(aaa(44)) 用のスペースが足りないことを表しています。
ユーザー応答: 割り振りの再試行。 システムは、要求
を満足させる十分なスペースのある別のボリュームを選
択できます。 あるいは、十分なスペースのある特定の
ボリュームが分かっている場合には、PDF オプション
3.2 の Allocate New Data Set パネルでそのボリューム
名を指定してください。

| ISRD031
|

メンバー使用中 - メンバーは、ユーザー
または別のユーザーによって更新中です。

| 解説: 指定されたメンバーは、別の論理画面でユーザ
| ー自身が更新中か、別のユーザーが更新中です。
| ユーザー応答: 別のユーザーがメンバーを使用してい
| るかどうかを調べるか、あるいは別の論理画面からその
| メンバーを解放してください。
ISRD032

データ・セットが不明 - ’aaa(44)’ がボリ
ューム ’bbbbbb’ にありません。

解説: PDF が OBTAIN マクロから戻りコード 8 を受
信しました。これはデータ・セット aaa(44) がボリュー
ム bbbbbb に存在しないことを表します。
ユーザー応答: データ・セット名とボリュームの両方
を指定した場合は、データ・セットに対する正しいボリ
ュームを確認して、要求を再試行してください。 ボリ
ュームを指定しなかった場合は、データ・セットはカタ
ログが示したボリュームにはないということです。 こ
のことは、カタログ項目だけがあってデータ・セットが
ないか、カタログのエラーであるか、いずれかの可能性
があります。 取るべき正しい処置を判断するためにシ
ステム・プログラマーに連絡して援助を得てください。
システム・プログラマー応答: 問題判別のために適切
な DFP の資料を調べてください。
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ISRD033

てから要求を再試行してください。 データ・セットを
別のユーザーが使用している場合、そのユーザーにそれ
を解放してもらい、それから要求を再試行してくださ
い。

カタログまたは VTOC のエラー - 入出
力、記憶域不足、回復不能のいずれかのエ
ラーが、ボリューム aaaaaa で起きまし
た。

解説: PDF は、ボリューム aaaaaa を処理している間
に、次のうちのいずれかの戻りコードを受信しました。
これは、そのボリュームの VTOC かカタログの処理中
にエラーがあったことを示しています。
v OBTAIN マクロからの戻りコード > 8
v LOCATE マクロからの戻りコード 24
v DADSM 割り振りからの戻りコード 12

ISRD036

解説: PDF が、ボリューム aaaaaa のボリューム目録
がいっぱいで、したがって要求を満足させるのに必要な
項目を追加できないことを示す、戻りコード 4、エラ
ー・コード X'4708' (DADSM 割り振りからの戻りコー
ド 8) を受信しました。

ユーザー応答: 問題判別のためにシステム・プログラ
マーに連絡し援助を得てください。

ユーザー応答: データ・セットを作成しようとしてい
るならば、要求を再度出してください。システムは作成
先として別のボリュームを選択する場合があります。
PDF オプション 3.2 の Allocate New Data Set パネル
で、特定のボリュームを指定することもできます。 問
題が続くようであれば、担当のシステム・プログラマー
に連絡してください。

システム・プログラマー応答: 該当する IBM 解説書を
参照し、問題を判別してください。
ISRD034

ボリュームが利用不能 - ボリューム
’aaaaaa’ が取り付けられていないか、ユ
ーザーに使用権限がありません。

解説: PDF は、ボリューム aaaaaa を処理している間
に、次のうちのいずれかの戻りコードを受信しました。
これは、指定されたボリュームをユーザーが使用できな
いことを示しています。

ISRD037

v OBTAIN マクロからの、戻りコード 4

ユーザー応答: 正しいデータ・セット名およびボリュ
ームが PDF に指定されていたかを調べ、必要であれ
ば、それらを訂正します。 指定のデータが正しいよう
であれば、担当のシステム・プログラマーに連絡してく
ださい。
データ・セットが使用中 - データ・セッ
ト ’aaa(44)’ は別のユーザーが使用してい
ます。後で試みてください。または、
HELP を入力して ’aaa(44)’ に割り振られ
ているジョブとユーザーのリストを得てく
ださい。

解説: PDF は戻りコード 4、エラー・コード X'020C'
または X'0210' を SVC 99 から受信しました。デー
タ・セット aaa(44) が現在別のジョブまたはユーザーに
割り振られているために、ユーザーの要求に応じられな
いことを示します。
ユーザー応答: データ・セットが別のジョブに使用さ
れている場合、そのジョブが完了するのを待つか、ある
いはそのジョブの実行依頼者にそれを取り消してもらっ
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ボリューム ’aaaaaa’ にスペースがない データ・セット bbb(44)’ 用のスペースが
足りません。

解説: PDF が、ボリューム aaaaaa にはユーザーが作
成要求したデータ・セット bbb(44) に対する十分なスペ
ースがないことを示す、戻りコード 4、エラー・コード
X'4714' (DADSM 割り振りからの戻りコード 20) を受
信しました。

v 次のエラー・コードのどれか 1 つを持つ、SVC 99
の戻りコード 4:X'0214'、X'0218'、X'0220'、X'0248'、
X'0498'、X'049C'、または X'6704'

ISRD035

ボリューム ’aaaaaa’ の VTOC がいっぱ
い - ボリューム目録にはこれ以上のデー
タ・セット用のスペースがありません。

ユーザー応答: 別のボリュームを Allocate New Data
Set パネルで指定するか、システム省略時値を採用する
ためにボリューム・フィールドをブランクのままにして
指定します。 問題が続くようであれば、担当のシステ
ム・プログラマーに連絡してください。

|
|
|

ISRD038

|
|
|
|
|

解説: PDF は戻りコード 4、エラー・コード X'020C'
または X'0210' を SVC 99 から受信しました。デー
タ・セット aaa(44) が現在別のジョブまたはユーザーに
割り振られているために、ユーザーの要求に応じられな
いことを示します。

|
|
|
|
|

ユーザー応答: データ・セットが別のジョブに使用さ
れている場合、そのジョブが完了するのを待つか、ある
いはそのジョブの実行依頼者にそれを取り消してもらっ
てから要求を再試行してください。 データ・セットを
別のユーザーが使用している場合、そのユーザーにそれ

データ・セット使用中 - データ・セット
’aaa(44)’ は、別のユーザーによって使用
中です。後で再試行してください。
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| を解放してもらい、それから要求を再試行してくださ
| い。

プログラムが変更を処理したら、UNDO コマンドを再
試行してください。

| ISRD039
|
|

ISRD226

|
|
|
|

データ・セット使用中 - 指定されたデー
タ・セットは、別のユーザーによって使用
中です。後で再試行してください

解説: ユーザー自身または別のユーザーが、
MOVE、COPY、CREATE、または REPLACE コマンド
でターゲット・データ・セットとして指定されたデー
タ・セットを使用中です。

| ユーザー応答: 別のデータ・セットをターゲットに選
| 択するか、そのデータ・セットが使用中でなくなるのを
| 待ってください。
ISRD220

パラメーターが多過ぎる - UNDO コマン
ドにはパラメーターはありません。

解説: パラメーターが UNDO 編集基本コマンドで入力
されました。 UNDO コマンドはパラメーターを受け付
けません。
ユーザー応答: UNDO コマンドのパラメーターを外し
てコマンドをもう一度試してください。

解説: UNDO コマンドは利用不能です。編集回復をオ
ンにしていないため、ユーザーのサイトでは記憶域回復
機能が導入されていない状態です。
ユーザー応答: RECOVERY 基本コマンドを使用して、
回復をオンにしてください。
システム・プログラマー応答: 記憶域の編集回復オプ
ションを使用可能にしたい場合は、PDF 構成テーブル
を修正する必要があります。
ISRD227

UNDO は不許可 - UNDO は行コマンド
が保留中には許されません。

解説: 行コマンドが保留の状態にある時に UNDO コマ
ンドが発行されました。 UNDO コマンドを先行させる
ことはできません。何について、UNDO するかがはっ
きりわからないからです。
ユーザー応答: UNDO コマンドをコマンド行から除去
し、Enter キーを押して保留状態の変更を処理してくだ
さい。 RESET 基本コマンドを発行して保留状態の行コ
マンドをすべてクリアする必要も考えられます。 編集
プログラムが変更を処理したら、UNDO コマンドを再
試行してください。
ISRD223

UNDO は不許可 - UNDO はデータ変更
が保留中には許されません。

解説: 編集プログラムが未処理の変更内容がデータ域
にあるにもかかわらず、UNDO コマンドが出されまし
た。 UNDO コマンドを先行させることはできません。
何について、UNDO するかがはっきりわからないから
です。
ユーザー応答: UNDO コマンドをコマンド行から除去
し、Enter キーを押して保留状態の変更を処理してくだ
さい。 RESET 基本コマンドを発行して保留状態の行コ
マンドをすべてクリアする必要も考えられます。 編集

これ以上の UNDO 対象はなし - やり直
すべき変更内容がありません。

解説: これは通知メッセージです。 セッションの開始
以降、あるいはデータが最後に保管されて以降、データ
に対する変更はありませんでした。または、すべての変
更内容がすでに取り消されました。
ISRD228

ISRD222

UNDO が利用不能 - UNDO は 編集回復
が OFF の状況では使用できません。

UNDO が利用不能 - UNDO は 編集回復
が延期の状況では使用できません。

解説: 編集回復が延期されているので UNDO 機能は使
用できません。
ユーザー応答: 回復をオフにしてオンに戻ってくださ
い。 編集回復が再度延期された場合は回復ファイルか
らではなく記憶域からの回復を使用することができま
す。 これは SETUNDO STORAGE コマンドの発行によ
って行うことができます。
ISRD23x

-警告- UNDO コマンドは、コマンド
RECOVERY ON を使用してユーザーの
編集プロファイルを変更しない限り利用不
能です。

解説: メッセージ ISRD230 および ISRD231 は、同じ
警告メッセージ内容を示しています。 ユーザーの編集
プロファイルを RECOVERY ON に設定しない限り、
UNDO コマンドは使用できません。
ユーザー応答: UNDO コマンドを使用したい場合は、
プロファイルを RECOVERY ON に設定してください。
ISREI001

レコード形式の欠落 - EDIF の場合はレ
コード形式 F または V を指定してくだ
さい。

解説: EDIF の場合の必須レコード形式パラメーターが
指定されていません。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: F か V のいずれかを EDIF サー
ビスのレコード形式パラメーターに指定してください。

| ISREI002
|
|
|
|

レコード長の欠落 - 固定長データ・セッ
トには 9 よりも大きく 32761 よりも小
さいレコード長を、可変長データ・セット
には 32757 よりも小さいレコード長を指
定してください。

解説: EDIF サービスのレコード長パラメーター (必須)
が指定されていません。
ユーザー応答:
い。

|
|
|
|

プロファイル名の欠落 - EDIF にプロフ
ァイル名を指定してください。

解説: EDIF サービスのプロファイル名のパラメーター
(必須) が指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: プロファイル名を EDIF サービス
に指定してください。
ISREI004

解説:
す。

aaaaaaaa 名が無効 - 名前は 1 〜 8 文字
の英数字で、最初の桁は英字でなければな
りません。

EDIF サービスに無効な形式名が指定されていま

ユーザー応答:
い。

解説: EDIF サービスに無効な混合モードが指定されて
います。
担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
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解説: EDIF サービスに無効なレコード形式が指定され
ています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: F か V のいずれかを EDIF サー
ビスのレコード形式パラメーターに指定してください。

| ISREI007
|
|

編集の長さが無効 - 編集するデータの値
は、10 から 32760 までの長さでなけれ
ばなりません。

解説: EDIF サービスに無効な編集の長さが指定されて
います。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

| プログラマー応答: EDIF サービスで、10 〜 32760 の
| 間の値を編集の長さとして指定してください。
ISREI008

aaaaaaaa 名が許可されない - 編集回復を
処理するときは aaaaaaaa 名は許可されま
せん。

解説: aaaaaaaa という名前が EDIF サービスに指定さ
れています。 これは編集回復を処理する場合には許さ
れていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: aaaaaaaa という名前を EDIREC
サービスから消去してください。
ISREI009

混合モードが無効 - 混合モード・パラメ
ーターに対しては YES か NO を指定し
てください。

ユーザー応答:
い。

レコード形式が無効 - レコード形式パラ
メーターには F か V のいずれかを指定
してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 英字で始まる 1 〜 8 文字の英数
字で、形式名を EDIF サービスに指定してください。
ISREI005

ISREI006

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 固定長データ・セットには 9 より
も大きく 32761 よりも小さいレコード長を、可変長デ
ータ・セットには 32757 よりも小さいレコード長を指
定してください。
ISREI003

サービスの混合モード・パラメーターに指定してくださ
い。

YES か NO のいずれかを EDIF

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

混合モードは許可されない - 編集回復を
処理するときは混合モードは許可されませ
ん。

解説: 混合モードが EDIF サービスに指定されていま
す。 これは編集回復を処理する場合には許されていま
せん。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 混合モードを EDIREC サービスか
ら消去してください。
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ISREI010

編集長さは許可されない - 編集回復を処
理するときは編集されるデータ長さは許可
されません。

ISREI020

EDIREC オプションが無効 - 次のオプシ
ョンの 1 つだけが許可されます。
QUERY、CANCEL、DEFER または
INIT。

解説: 編集長さが EDIF サービスに指定されていま
す。 これは編集回復を処理する場合には許されていま
せん。

解説: 無効なオプションが EDIREC サービスに指定さ
れています。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集長さを EDIREC サービスから
消去してください。
ISREI011

回復オプションが無効 - 回復オプション
には YES か NO のいずれかを指定して
ください。

解説: EDIF サービスに無効な回復オプションが指定さ
れています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: YES か NO のいずれかを回復オプ
ションに指定してください。
ISREI012

編集長さが無効 - 編集長さはレコード長
以下でなければなりません。

解説: EDIF サービスに無効な編集長さが指定されてい
ます。
ユーザー応答:
い。

ISREI013

プログラマー応答: 許可されているオプションのいず
れか (QUERY、CANCEL、DEFER、または INIT) を
EDIREC サービスに指定してください。
ISREI021

レコード長以下の編集長さを指定

使用オプションの矛盾 - 編集長さと形式
は同時には使用できません。

EDIREC パラメーターが無効 COMMAND パラメーターは INIT オプシ
ョンでしか指定できません。

解説: 無効なパラメーターが EDIREC サービスに指定
されています。 COMMAND パラメーターは INIT オプ
ションと共にしか指定できません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: オプションを INIT に訂正する
か、COMMAND パラメーターを消去するかしてくださ
い。
ISREI022

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

EDIREC サービスのエラー - EDIREC
CANCEL または DEFER が出されまし
たが、回復が保留状態でありません。

解説: CANCEL または DEFER オプションが EDIREC
サービスに指定されていますが、回復は保留状態になっ
ていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: EDIF サービスに矛盾するオプションが指定され
ています。 編集長さと形式は同時には使用できませ
ん。

プログラマー応答: QUERY オプションを EDIREC サ
ービスに指定して、EDIF 回復テーブルをスキャンし、
回復保留状態の条件が項目にあるかどうかを調べてくだ
さい。

ユーザー応答:
い。

ISREI023

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 矛盾しているオプションのうち一
方を消去してください。

EDIREC サービスのエラー - 回復は保留
なので、EDIREC QUERY も INIT も許
可されません。

解説: 回復が保留状態の場合、EDIREC サービスには
QUERY や INIT オプションは許可されません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: recovery-request = YES を指定して
EDIF サービスを呼び出し、データを回復するか、
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CANCEL または DEFER オプションを指定して
EDIREC サービスを呼び出し、保留状態回復条件を処理
してください。
ISREI024

ISREV001

CANCEL 要求が無効 - 回復保留の照会の
前に EDIREC CANCEL 要求が出されま
した。

解説: これは通知メッセージです。 編集またはビュー
できるデータは、一定のレコード形式とレコード長をも
つものだけです。 Edit がデータを処理できない場合
は、ブラウズが代わりに使用されます。

解説: 回復保留状態の照会の前に、無効な CANCEL
要求が EDIREC サービスに出されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ISREV002

プログラマー応答: CANCEL 要求を出す前に、
EDIREC サービスで QUERY オプションを指定して、
EDIF 回復テーブルをスキャンし、回復保留状態の条件
が項目にあるか調べてください。
ISREI025

ユーザー応答: データ・セット名をチェックし、別の
ユーザーがそのデータ・セットを使用していないか調べ
るか、別の論理画面でそのデータ・セットを解放してく
ださい。
ISREI026

回復が保留状態でない - 回復が保留でな
い場合は、編集回復を処理できません。

解説: 回復が保留状態でないときに編集回復が要求さ
れました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: EDIF サービスの回復要求オプショ
ンを訂正してください。
ISREV000

ブラウズが代用された - 使用できる記憶
域が不十分なため、View または Edit の
代わりにブラウズが使用されました。

解説: これは通知メッセージです。 使用可能な記憶域
が不十分だったので、VIEW または EDIT コマンドが
正常に処理できませんでした。 したがってブラウズで
代用されました。
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Return は無視された - RETURN コマン
ドは、ビュー警告パネルを表示するために
優先使用されました。

解説: これは通知メッセージです。 ビュー・セッショ
ン内から変更が行われました。 変更内容が保管されな
いことをユーザーに通知するために、RETURN コマン
ドが先に使用されました。

データが使用中 - 別のユーザーまたは他
の論理画面によってデータの更新が行われ
ています。

解説: 要求されたデータ・セットは、別のユーザーが
更新中か、あるいはユーザー自身が別の論理画面で更新
中です。

ブラウズが代用された - View または
Edit の代わりにブラウズが使用されまし
た。データのレコード長が 10 未満のデ
ータ・セットや、RECFM=U であるデー
タ・セットは、ビューも編集もできないた
めです。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISREV003

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

解説: データの編集またはビューの際、読み取りに必
要な記憶域の量が、PDF 構成テーブルまたは編集プロ
グラム設定で許される量を超過しました。データ・セッ
トの編集に必要な記憶域量がシステム定義の限度を超え
ると、編集またはビューの代わりにブラウズが使用され
ます。 EDITSET コマンドを編集セッション内から使用
すると、エディター設定を変更することができます。た
だし、エディター設定パネルで設定した値によって、
ISPF 構成テーブルが設定した値より大きいストレージ
が編集または表示のために使用できる訳ではありませ
ん。

表示を代用しました - データ・セットを
編集または表示するために必要な記憶域の
量が、ISPF システム構成またはエディタ
ー設定で許可されている最大値
(aaaaaaaa.Kb) を超えているため、ビュー
または編集に表示を代用できません。
EDITSET コマンドを使用して、この制限
を変更できます。ただし、エディター設定
パネルで設定した制限は、ISPF 構成テー
ブルで設定した制限を大きくするためには
使用できません。

ユーザー応答: この値を増やす必要がある場合は、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 編集、ビューするため
のデータの初期ロード時に許可される記憶域の大きさを
増やすには、PDF 構成テーブルの EDITSTOR 値を修正
してください。
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ISREV004

VSAM EDITOR RC = aaaaaaaa- VSAM
エディターが戻りコード aaaaaaaa で終了
しました。構成テーブル設定が原因で、編
集で代用されました。

解説: VSAM エディターを構成テーブルに指定してい
た場合は、VSAM データ・セットを編集しようとする
と、ISPF が VSAM エディターを自動的に呼び出しま
す。
ISREV005

VSAM 表示 RC = aaaaaaaa - VSAM ブ
ラウザーが戻りコード aaaaaaaa で終了し
ました。構成テーブル設定が原因で、表示
で代用されました。

解説: VSAM ブラウザーを構成テーブルに指定してい
た場合は、VSAM データ・セットをブラウズしようと
すると、ISPF が VSAM ブラウザーを自動的に呼び出
します。
ISREV006

VSAM VIEW RC = aaaaaaaa - VSAM
ビューアーが戻りコード aaaaaaaa で終了
しました。構成テーブル設定が原因で、ビ
ューで代用されました。

解説: VSAM データ・セットのビューを試み、VSAM
ビューアーを構成テーブルで指定した場合は、VSAM
ビューアーを ISPF が自動的に呼び出します。
ISREV007

VSAM RC = aaaaaaaa - ISPF は VSAM
プロセッサーを bbbbbbbb で起動しようと
しました。 VSAM エディター、ビューア
ー、またはブラウザーが戻りコード
aaaaaaaa で終了しました。

解説: VSAM データ・セットの編集、ビュー、または
ブラウズを試みる場合は、ISPF は構成テーブルを見
て、必要な VSAM エディター、ビューアー 、または
ブラウザーがあるかどうかを調べます。ある場合は、
ISPF が自動的にそれを呼び出します。戻りコード変数
はプロセッサーが戻す値か、あるいは選択サービスの戻
りコードです。
システム・プログラマー応答: システムに VSAM プロ
セッサーをインストールするか、構成テーブルを変更し
て VSAM プロセッサーを正しく起動してください。

ISREV008

VSAM 処理不可能です - aaaaaaaa は
VSAM データ・セットです。 VSAM エ
ディター、ビューアー、またはブラウザー
を起動しようとしましたが、構成テーブル
設定のために許可されませんでした。

解説: VSAM データ・セットの編集、ビュー、または
ブラウズを試みる場合は、ISPF は構成テーブルを見
て、VSAM データ・セットの処理が許可されているか
どうかを判断します。
システム・プログラマー応答: このユーザーに、この
データ・セットの変更を許可するかどうかを決めてくだ
さい。許可する場合は、構成テーブルを更新してくださ
い。
ISREV009

構成テーブル・エラー - VSAM 処理を認
可しないデータ・セットが無効なデータ・
セット名のパターンを持っています。

解説: データ・セット名の構成テーブル・リストに、
許可されていないデータ・セット名またはデータ・セッ
ト・パターンがあります。考えられる理由は、修飾子が
8 文字より多い、修飾子が 1 文字より少ない、および
無効な文字があることです。
システム・プログラマー応答: 構成テーブルを更新し
て、有効なデータ・セット名またはデータ・セット・パ
ターンを持つようにしてください。
ISREV010

セッションは取り消されなかった Cancel コマンドが確認されませんでし
た。

解説: これは通知メッセージです。 Confirm Cancel パ
ネルがユーザーの要求で表示されました。 ユーザー
は、END コマンドを入力して、編集セッションを取り
消さないという選択をしました。
ISREV011

ビュー・セッションではデータの変更は保
管できません。変更を保管するには編集を
使用してください。 VIEW は VIEW セ
ッションの初めには ENQ 保護を提供し
ないので、VIEW セッションからのデー
タの書き込みに REPLACE コマンドを使
用すると、VIEW セッションが開始した
後でデータ・セットに行われた変更を上書
きすることができます。

解説: VIEW セッションにいて、データを変更しまし
た。VIEW では、.SAVE コマンドを使用することがで
きません。変更を保管する場合は、編集を使用する必要
があります。VIEW は、セッション中にデータ・セット
またはメンバーを待ち行列化しません。したがって、
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VIEW セッションが始まった後は、別のユーザーがファ
イルを変更したり、あるいは、別の分割画面でファイル
を変更することができます。 VIEW 内から REPLACE
コマンドを使用してデータを保管する場合、VIEW セッ
ションが始まった後に、データ・セットを変更すると、
上書きされます。
ISREV012

ISPF/VSAM エラー - ISPF 構成表によ
り、VSAM データ・セット制約が位置付
けられているが、ISPF VSAM 制約モジ
ュール (ISPCFIGV) が見つからなかった
と示されています。

解説: ISPF 構成テーブルを介して VSAM 処理を制限
する際には、ISPF 構成テーブル・ユーティリティー
は、ISPCFIGV と呼ばれるロード・モジュールを作成し
ます。そのモジュールには制限情報が入っています。現
在使用中の ISPF 構成テーブルに、VSAM 制約事項は
存在するが、ロード・モジュール ISPCFIGV を見つけ
ることはできないことを示しています。
ユーザー応答:
ださい。

ISRE003

解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISRE004

ISRE005

理由コードを訂正して再試行してくだ

プロファイル名が無効 - プロファイル名
はブランクか、データ・セット名の一部と
して有効でなければなりません。

ISRE006
解説:

ビューが使用不能 - ビュー機能が構成テ
ーブルを介して使用不能にされています。

解説: システム・プログラマーが ISPF 構成テーブル
を介してビュー機能を使用不能にしてあります。

解説: 無効な 16 進文字が編集セッション表示の 16
進部分に入力されました。
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解説:

編集 - 作成 - メンバー
aaaaaaaa(bbbbbbbb) が作成されました。

これは通知メッセージです。

ISRE009
16 進文字が無効 - カーソル位置の文字
は、有効な 16 進文字
(0123456789ABCDEF) でありません。

編集 - 保管 - データ・セット aaaaaaaa
が保管されました。

これは通知メッセージです。

ISRE008
解説:

編集 - 保管 - メンバー
aaaaaaaa(bbbbbbbb) が保管されました。

これは通知メッセージです。

解説:

プロファイル名を訂正して再試行して

テキストを入力する必要 - テキスト・パ
ラグラフを連続的にキー入力してくださ
い。SCROLL UP して継続します。

解説: テキスト入力モードです。 行の終わりを気にし
ないでテキストをタイプしてかまいません。 通常の編
集モードに戻るには Enter キーを押してください。

ユーザー応答:
ください。
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有効な理由コードを入力する必要 - 理由
コードは、ブランクか、’--’ か、または 2
文字の英数字でなければなりません。

ユーザー応答:
さい。

ISRE007

ISRE002

理由コードを訂正して再試行してくだ

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説: プロファイル名が入力されたが、有効なデー
タ・セット・グループ名ではありません。

ISRE001

理由コードが無効 - 理由コードは、ブラ
ンクか、’--’ か、または 2 文字の英数字
でなければなりません。

ユーザー応答:
さい。

解説:
ん。

カーソル位置の文字を訂正してくださ

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: モジュール ISPCFIGV
が ISPF 検索シーケンスでライブラリーに移動されなか
ったか、または名前変更あるいは削除された可能性があ
ります。モジュールは、必要に応じて ISPF 構成テーブ
ル・ユーティリティーを介して再作成し、ISPF 検索シ
ーケンスのライブラリーに入れておく必要があります。
ISRE000

ユーザー応答:
い。

編集 - 置換 - メンバー
aaaaaaaa(bbbbbbbb) が置き換えられまし
た。

これは通知メッセージです。
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ISRE010
解説:

これは通知メッセージです。

ISRE011
解説:

編集 - 移動 - メンバー
aaaaaaaa(bbbbbbbb) が削除されました。

編集 - 移動 - aaaaaaaa が削除されまし
た。

これは通知メッセージです。

ISRE012

メンバー aaaaaaaa は存在する aaaaaaaa はすでに存在しています。
CREATE コマンドはメンバーを置換しま
せん。

解説: ユーザーが作成しようとしているメンバーは、
すでに TO ライブラリーに存在しています。
ユーザー応答:
ください。
ISRE013

ISRE017
解説:

これは通知メッセージです。

ISRE018
解説:

解説: 移動操作中に入出力エラーが起こりました。
FROM メンバーは削除されませんでした。
システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。

ISRE020

ISRE021

ユーザー応答: 連結内の上位レベルにあるデータ・セ
ットからメンバーを削除するには、データ・セット・ユ
ーティリティー (オプション 3.2) の削除 (″D″) 機能を
使用してください。

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE016

解説:

編集 - 置換 - aaaaaaaa が置き換えられ
ました。

メンバー aaaaaaaa の保管が完了 aaaaaaaa が bbbbbbbb に保管されまし
た。

これは通知メッセージです。

データの変更完了 - SAVE/CANCEL - 変
更内容を保管するには SAVE および
END コマンドの順に入力してください。
それ以外は CANCEL を入力します。

解説: AUTOSAVE モードは AUTOSAVE OFF
PROMPT に変わっています。
ユーザー応答: 編集セッションの終了が要求されまし
たが、AUTOSAVE が AUTOSAVE OFF PROMPT に設
定されていました。 このプロンプトに対して SAVE ま
たは END で応答してください。
ISRE023

ISRE015

メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb - メンバー
aaaaaaaa は bbbbbbbb でした。また
cccccccc はライブラリーに存在します。

解説: これは通知メッセージです。要求された MOVE
または COPY 処理は正常に完了しました。

aaaaaaaa は削除未了 - メンバー
aaaaaaaa は、連結順序の最初のライブラ
リー内にありませんでした。

解説: FROM メンバーは削除されませんでした。
MOVE は、FROM メンバーが連結内の最初のライブラ
リーでない限り、これを削除しません。

データの保管完了 - データは保管されま
した。

解説: これは通知メッセージです。 データは EDIF セ
ッションから保管されました。

ISRE022
ISRE014

メンバー aaaaaaaa の置換完了 aaaaaaaa が bbbbbbbb 内で置き換えられ
ました。

これは通知メッセージです。

新規の CREATE メンバー名を入力して

aaaaaaaa は削除未了 - メンバー
aaaaaaaa は、I/O エラーのため移動によ
っては削除されませんでした。

メンバー aaaaaaaa は作成済み aaaaaaaa は bbbbbbbb に追加済みです。

これは通知メッセージです。

ISRE019

解説:

データ・セットの保管完了 - aaaaaaaa が
置き換えられました。

重複メンバーが作成された - aaaaaaaa も
上位ライブラリーに存在します。

解説: 重要: ISPF ライブラリー連結の最初のライブラ
リー内にメンバーが作成されましたが、それは連結内の
他のグループのメンバーと同じ名前です。 それらのメ
ンバーのデータは必ずしも同じではありません。
ユーザー応答: 2 つのグループの同一名をもつメンバ
ーを比較し、どちらかを削除する必要があるか決めてく
ださい。
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ISRE025

RESERVE が失敗した - RESERVE をす
でに出しているボリュームに対して、
RESERVE が出されました。

解説: データを書き出すために、PDF 編集プログラム
は RESERVE をあるボリュームに対して出しました
が、そのボリュームにはすでに RESERVE が発行済み
でした。
ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
ださい。 編集中のデータ・セットの名前とそれが常駐
しているボリュームを報告してください。
システム・プログラマー応答: どのジョブあるいはユ
ーザーがそのボリュームに RESERVE をかけているか
を判別し、確実にそのパックを解放するよう適切な処置
を取ってください。
ISRE025A

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb を保管しようとしたと
きに RESERVE が失敗しました。Edit
は最大 4 回再試行します。

これは通知メッセージです。

ISRE026

回復は延期状態 - データ圧縮の後、
MASK と TABS の行を組み合わせた長
さが、回復ファイルのレコード長を超えま
した。 編集を続けるには回復をオフにし
てください。

解説: MASK と TABS の行を一緒にすると回復ファイ
ルのレコード長より長くなります。
ユーザー応答: 回復をオフにして編集を続行するか、
データ MASK または TABS の行のいずれか、あるい
は両方のデータの一部を削除してください。
ISRE027

回復は延期状態 - データ圧縮の後、回復
ファイルに保管するには長過ぎるデータ行
がありました。 編集を続けるには回復を
オフにしてください。

解説: 少なくとも 1 つのデータ行が長過ぎて回復ファ
イルに保管できません。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE028

編集を続けるには回復をオフにしてく

LRECL が無効 - 固定長レコード・デー
タ・セットは 10 〜 32760 の長さ、可変
長データ・セットは 32756 以下にする必
要があります。

解説: ISPF 編集プログラムがサポートするのは、固定
長データ・セット (レコード形式 F または FB) で、デ
ータ長さが 10 〜 32 760 と、可変長データ・セット
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(レコード形式 V または VB) で、10 〜 32 756 (両端
の値を含める) だけです。
ユーザー応答: 編集しようとしているデータ・セット
のデータを、ISPF 編集プログラムがサポートする論理
レコード長をもったデータ・セットにコピーしたい場合
があります。 それには、一時的なコピーを編集し、そ
の一時データ・セットを元のデータ・セットにコピーし
なおしてください。
ISRE029

切り捨てエラー - TABS と MASK の組
み合わせた行が長過ぎます。

解説: これは通知メッセージです。 USER_STATE 編
集マクロ・コマンドが発行されましたが、TABS と
MASK の行を結合した長さが長過ぎて保管できないた
め、切り捨てられました。
ISRE030

解説:

SUBMIT の失敗 - SUBMIT が異常終了し
たか、非ゼロ戻りコードを返したか、アテ
ンションが発生しました。

SUBMIT 処理が異常終了しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRE031

SUBMIT の失敗 - JCL を入れるために
使用する一時 CNTL データ・セットの割
り振りができません。

解説: 実行依頼ジョブを含めるために使用される一時
制御ファイルを割り振ることができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRE032

SUBMIT の失敗 - JCL を一時 CNTL デ
ータ・セットに書き込む時に I/O エラー
が起きました。

解説: 一時制御データ・セットに書き込み中に入出力
エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
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ISRE033

ジョブが送られなかった - 実行依頼する
行がありませんでした。

ISRE039

解説: これは通知メッセージです。 一時 JCL デー
タ・セットが空でした。
解説:
ISRE035

左の境界桁が無効 - 左の境界桁に無効な
値が指定されたので、省略時の値にリセッ
トされました。

未定義のラベルが使用されました。

ユーザー応答:
い。

解説: 入力された左の境界桁が無効でした。 有効な左
の境界桁は、通常 1、7、または 9 で、有効な順序番号
のタイプと編集中のデータ・セットのレコード形式によ
ります。

ISRE040

ユーザー応答:
い。

解説:

ISRE036

解説:

有効な左の境界桁を入力してくださ

右の境界桁が無効 - 右の境界桁に無効な
値が指定されたので、省略値の値にリセッ
トされました。

ISRE037

入力データの一部が無視された - 番号付
けモードがオンのときに番号フィールドに
入力されたデータは無視されます。

Block コマンドが不完全 - 対応する
″aaaaaaaa″ コマンドを入力してブロッ
ク・コマンドの対を完全なものにしてくだ
さい。

ユーザー応答: 対応する aaaaaaaa 行コマンドを入力
して一対のブロック・コマンドを完全なものにしてくだ
さい。
ISRE041

解説:

コマンドが認知されなかった ″aaaaaaaa″ が有効な行コマンドでありま
せん。 訂正するか消去してください。

aaaaaaaa は有効な行コマンドでありません。

ユーザー応答: aaaaaaaa 行コマンドを訂正するか、消
去してください。
ISRE042

解説:

番号が無効 - ″aaaaaaaa″ 行コマンドで
は、番号は指定できません。 消去してく
ださい。

aaaaaaaa 行コマンドで番号が検出されました。

解説: 番号フィールドに入力されたデータは無視され
ます。

ユーザー応答:

ユーザー応答:
い。

ISRE043

ISRE038

改行してデータを再入力してくださ

入力データの一部が無視された - レコー
ドのデータ域の外に移動されるデータが無
視されました。

定義済みラベルを再入力してくださ

不完全なコマンドが検出されました。

入力された右の境界桁が無効でした。

ユーザー応答: 有効な右の境界桁を入力してくださ
い。 有効な右の境界桁は、通常、レコード長に等しい
か、レコード長より 8 少ないもので、有効な順序番号
のタイプや編集中のデータ・セットのレコード形式によ
ります。

ラベルが無効か未定義 - SUBMIT の対象
範囲で使われているラベル aaaaaaaa が定
義されていないか、構文に誤りがありま
す。

番号を消去してください。

この行では無効 - ″aaaaaaaa″ を入力した
が、この行では無効です。 消去してくだ
さい。

解説: 入力された aaaaaaaa 行コマンドは、入力され
た行では無効です。

解説: レコード・フィールドの外に入力されたデータ
は無視されます。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
てください。

ISRE044

データ域の境界内にデータを再入力し

aaaaaaaa 行コマンドを消去してくださ

コマンドが矛盾する - ″aaaaaaaa″ は、
″bbbbbbbb″ 範囲指定と矛盾します。 消去
してください。

解説: aaaaaaaa 行コマンドは、CREATE/REPLACE マ
クロ・コマンドに対する bbbbbbbb 範囲指定とは矛盾し
ます。
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ユーザー応答:
い。
ISRE045

aaaaaaaa 行コマンドを消去してくださ

コマンドが矛盾する - ″aaaaaaaa″ が
″bbbbbbbb″ コマンドの対象範囲にありま
す。 どちらかを訂正してください。

解説: aaaaaaaa 行コマンドが bbbbbbbb 行コマンドの
対象範囲内にあります。
ユーザー応答: 矛盾している行コマンドのうち一方を
消去してください。
ISRE046

コマンドが矛盾する - ″aaaaaaaa″ は、直
前の ″bbbbbbbb″ コマンドと矛盾します。
そのどちらかを削除してください。

解説: 編集の行コマンド aaaaaaaa と bbbbbbbb は、
両方とも宛先コマンドを必要とします。 両方を同時に
使用することはできません。
ユーザー応答: 矛盾している行コマンドのうち一方を
消去してください。
ISRE047

コマンドが矛盾する - マクロ ″aaaaaaaa″
は、″bbbbbbbb″ 行コマンドと矛盾しま
す。 そのどちらかを削除してください。

ISRE050

解説: TE 行コマンドが別の行コマンド、(たとえば
Dn) と一緒に発行されました。 2 番目の行コマンドに
影響された行数だけ、テキスト入力域にオーバーラップ
が発生します。
ユーザー応答: 影響を与えている行コマンドを取り除
いてください。
ISRE051

ISRE048

解説:

コマンドが矛盾する - ″aaaaaaaa″ は、前
の ″bbbbbbbb″ の指定と矛盾します。 そ
のどちらかを削除してください。

MOVE/COPY が未決 - 行コマンド
A、B、または O を入れるか、CREATE
または REPLACE コマンドを入力してく
ださい。

解説: AC、CC、M、または MM 行コマンドが入力さ
れましたが、宛先 (A、B、または O) 行コマンドも、
CREATE または REPLACE 基本コマンドのいずれも指
定されていません。
ユーザー応答: A、B、または O 行コマンドを入力す
るか、CREATE または REPLACE 基本コマンドを入力
してください。
ISRE052

解説: aaaaaaaa コマンドは bbbbbbbb 行コマンドと矛
盾します。
ユーザー応答: 矛盾しているコマンドのうち一方を消
去してください。

コマンドが矛盾する - テキスト入力域が
aaaaaaaa コマンドの範囲内にあります。

MOVE/COPY が未決 - M、C、MM、ま
たは CC 行コマンドを入力するか、
COPY または MOVE を入力してくださ
い。

解説: A または B 宛先行コマンドが入力されました
が、対応する MOVE/COPY 行コマンドまたは基本コマ
ンドが指定されていません。
ユーザー応答: M、C、MM、または CC 行コマンドを
入力するか、あるいは COPY または MOVE 基本コマ
ンドを入力してください。

宛先行コマンドが 2 つ指定されています。

ユーザー応答: 矛盾している宛先行コマンドのうち一
方を消去してください。
ISRE049

コマンドが矛盾する - ″aaaaaaaa″ が
″bbbbbbbb″ コマンドの対象範囲にありま
す。 どちらかを訂正してください。

解説: aaaaaaaa 行コマンドが bbbbbbbb 行コマンドの
対象範囲内にあります。
ユーザー応答: 矛盾している行コマンドのうち一方を
消去してください。

ISRE053

解説:
た。

データのシフトが不完全 - aaaaaaaa 行
(=ERR=> のマークがある) のデータ・シ
フトが不完全でした。

要求されたデータのシフトは完了しませんでし

ユーザー応答: 要求されたデータ・シフトが、
LRECL、あるいはデータ・セットまたはメンバーの境界
を超えなかったことを確認してください。
ISRE054

コマンドが矛盾する - テキスト入力域が
aaaaaaaa ブロック・コマンドの範囲内に
あります。

解説: テキスト入力が開始 (すなわち TE 行コマンド
が出された) されましたが、TE が有効であるのにブロ
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ック・コマンドの片方 (たとえば CC) が入力されまし
た。

ISRE059

ユーザー応答: 影響を及ぼしている方の行コマンドを
取り除くか、RESET コマンドを入力してください。
ISRE055

Move/copy が未決 - M、C、MM、また
は CC 行コマンドを入力してください。

解説: O 宛先行コマンドが入力されましたが、対応す
る MOVE/COPY 行コマンドが指定されていません。
ユーザー応答: M、C、MM、または CC 行コマンドを
入力してください。
ISRE056

aaaaaaaa が未決 - M、C、MM か CC コ
マンドのセット、あるいはラベル範囲が欠
落しています。

解説: CREATE または REPLACE コマンドが入力され
ましたが、MOVE/COPY 行コマンドもラベル範囲も指
定されていません。
ユーザー応答: M または C 行コマンド、MM または
CC 行コマンド、あるいはラベル範囲のいずれかを入力
してください。

解説: ユーザー自身または別のユーザーが、
MOVE、COPY、CREATE、または REPLACE コマンド
でターゲット・データ・セットとして指定されたデー
タ・セットを使用中です。
ユーザー応答: 別のデータ・セットをターゲットに選
択するか、そのデータ・セットが使用中でなくなるのを
待ってください。
ISRE060

ユーザー応答: ストリングの末尾に終わりを示す引用
符を付けてください。

行数が矛盾 - 行数が異なるので、
″aaaaaaaa″ ブロック行コマンドの組が変
更されます。

解説: 行数 (たとえば’))n’ ) を許可するブロック行コ
マンドの一対が入力されましたが、対のそれぞれのメン
バーごとに異なった行数が指定されています。
ユーザー応答: 対の一方のメンバーから数値を除く
か、両方の数値を同じにしてください。
ISRE058

CREATE は許可されない - 順次データ・
セットの CREATE はできません。
REPLACE が使えます。

解説: 編集中に CREATE コマンドが発行されました。
パネル ISRECRA1 で指示されたターゲット・データ・
セットは順次データ・セットでした。 CREATE のター
ゲット・データ・セットは PDS または PDSE である必
要があります。 ターゲット・データ・セットが順次で
あるとすれば、Replace を代わりに使用しなければなり
ません。
ユーザー応答: Replace を使用するか、別のターゲッ
ト・データ・セットを選択してください。

ストリングが不完全 - ストリングの終わ
りに終止符としての引用符を付けてくださ
い。

解説: 終わりを示す引用符がストリングの末尾にあり
ません。

ISRE061
ISRE057

指定したデータは使用中 - 指定したデー
タはユーザー自身または別のユーザーによ
り更新中です。 データを使用中のユーザ
ーのリストを知るには、HELP を入力し
てください。

パラメーターが多過ぎる - 特定行の
LOCATE は、ラベルか、行番号か、キー
ワード (範囲付き) のいずれかで行ってく
ださい。

解説: LOCATE 基本コマンドに対して入力されたパラ
メーターが多過ぎます。
ユーザー応答: LOCATE コマンドには、ラベル、行番
号、または範囲を指定したキーワードのいずれかを指定
してください。
ISRE062

行が見付からない - aaaaaaaa bbbbbbbb
行に対する LOCATE が失敗しました。

解説: これは通知メッセージです。 行が見付かりませ
んでした。
ISRE063

パラメーターが無効 - パラメーターは相
対行番号 (6 桁以下) でなければなりませ
ん。

解説: LOCATE マクロ・コマンドに指定する相対行番
号は、6 桁以下である必要があります。
ユーザー応答:

相対行番号を訂正してください。
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ISRE064

解説:
す。

LOCATE のパラメーターの入力が必要 行番号、ラベル、またはキーワード
(X/CMD/SPECIAL/ERR/CHG/LABEL) を
入力します。

LOCATE コマンドにはパラメーターが必要で

ISRE070

マクロ名が無効 - ″aaaaaaaa″ マクロが見
付かりませんでした。 定義されませんで
した。

解説: DEFINE 基本コマンドで指定されたマクロ名
aaaaaaaa が見付かりませんでした。
ユーザー応答:

ユーザー応答: 行番号、ラベル、またはキーワードの
1 つを入力してください。
ISRE065

パラメーターが無効 - パラメーターは行
番号 (8 桁以下) でなければなりません。

ISRE071

コマンドが無効 - ’aaaaaaaa’ は有効な編
集コマンドでありません。

解説: DEFINE 基本コマンドで指定されたコマンド名
aaaaaaaa は有効な編集コマンドでありません。

解説: LOCATE 基本コマンドに指定する行番号は 8 桁
以下の数値でなければなりません。

ユーザー応答:

ユーザー応答: LOCATE 基本コマンドの行番号パラメ
ーターを訂正してください。

ISRE072

ISRE066

パラメーターが無効 - 行番号またはラベ
ルまたは LOCATE のキーワードが無効
です。

解説: LOCATE コマンドに対して無効なパラメーター
が指定されました。
ユーザー応答: 無効なパラメーターを訂正します。
LOCATE コマンドの詳細については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE067

パラメーターが無効 - パラメーターは
COBOL 行番号 (6 桁以下) でなければな
りません。

解説: LOCATE 基本コマンドに指定する COBOL 行番
号は 6 桁以下の数値でなければなりません。

ISRE068

解説: TF 行コマンドには現在使用可能な記憶域より多
くのものが必要です。
ユーザー応答: より大きい領域サイズでログオンして
みてください。
ISRE069

COBOL 行番号が変更された - 標準番号
と同期をとるために COBOL 行番号がリ
セットされました。

解説:

これは通知メッセージです。
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パラメーターが多過ぎる - SCAN コマン
ドで指定できる有効なパラメーターは、
ON と OFF だけです。

ユーザー応答: SCAN マクロ・コマンドには ON か
OFF のいずれかのパラメーターを指定してください。
ISRE073

パラメーターが無効 - SCAN コマンドで
指定できる有効なパラメーターは、ON と
OFF だけです。

解説: 無効なパラメーターが SCAN マクロ・コマンド
に指定されています。
ユーザー応答: SCAN マクロ・コマンドには ON か
OFF のいずれかのパラメーターを指定してください。

行番号を訂正してください。

記憶域が不足 - 入力された TF 行コマン
ドを実行するには記憶域が足りません。

コマンド名を訂正してください。

解説: SCAN マクロ・コマンドで指定したパラメータ
ーが多過ぎます。

ISRE074
ユーザー応答:

マクロ名を訂正してください。

パラメーターが矛盾する - SCAN コマン
ドで、aaaaaaaa と bbbbbbbb の両方は指
定できません。

解説: SCAN マクロ・コマンドで矛盾したパラメータ
ーが指定されています。
ユーザー応答: aaaaaaaa か bbbbbbbb か、いずれかの
パラメーターを指定してください。
ISRE075

パラメーターが認識されない - SCAN コ
マンドで指定できるパラメーターは ON
と OFF だけです。

解説: 無効なパラメーターが SCAN マクロ・コマンド
に指定されています。
ユーザー応答: SCAN マクロ・コマンドには ON か
OFF のいずれかのパラメーターを指定してください。

PDF メッセージ
ISRE076

aaaaaaaa が未決 - A または B の行コマ
ンドも、有効なラベルも指定されませんで
した。

解説: MOVE または COPY コマンドの宛先が欠落し
ています。
ユーザー応答: A または B の行コマンドか、あるいは
有効なラベルを使用して MOVE または COPY コマン
ドの宛先を指定してください。
ISRE077

マクロが存在しない - 初期設定または回
復のためのマクロ ″aaaaaaaa″ が実行でき
ませんでした。

解説: 初期設定マクロまたは回復マクロ aaaaaaaa が
存在しないため、実行できませんでした。
ユーザー応答:
ISRE078

マクロの名前を訂正してください。

ESTAE マクロのエラー - ESTAE マクロ
が ’SUBMIT’ 中に失敗しました。

解説: SUBMIT コマンド実行中に、ESTAE マクロで内
部エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

弊社サポート部門まで

パラメーターが多過ぎる - 終了コマンド
はパラメーターを指定しないで呼び出して
ください。

ユーザー応答: ソースまたはターゲットを訂正して、
互いにオーバーラップしないようにしてください。
ISRE084

ISRE082

行は削除されない - MOVE が COPY に
変更されました。 受け取り行にデータが
あるため、完全な移動ができませんでし
た。

解説: 非ブランク文字がオーバーレー行に検出されま
した。 MOVE 命令が COPY に変更されたので、ソー
ス行が削除されません。
ユーザー応答: ソースまたはターゲットを訂正して、
互いにオーバーラップしないようにしてください。

行は削除されない - MOVE が COPY に
変更されました。 ソース行で境界桁外の
データがあります。

解説: 移動される行で境界桁外にデータが検出されま
した。 MOVE 命令が COPY に変更されたので、ソー
ス行が削除されません。
ユーザー応答:
ください。
ISRE085

移動する行、あるいは境界を訂正して

行は削除されない - MOVE が COPY に
変更されました。 ソース行で境界桁外の
データがあります。

解説: 移動される行で境界桁外にデータが検出されま
した。 MOVE 命令が COPY に変更されたので、ソー
ス行が削除されません。
ユーザー応答: ソース行または境界を訂正してから、
MOVE 命令を再試行してください。
ISRE086

解説: END コマンドが呼び出されたが、パラメーター
が多過ぎます。
ユーザー応答: パラメーターを指定せずに END コマ
ンドを呼び出してください。

行は削除されない - MOVE が COPY に
変更されました。 受け取り行にデータが
あるため、完全な移動ができませんでし
た。

解説: 非ブランク文字がオーバーレー行に検出されま
した。 MOVE 命令が COPY に変更されたので、ソー
ス行が削除されません。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE079

ISRE083

コピーされないデータがある - COPY 行
が OVERLAY 行より多数ありました。
余分な行は無視されました。

解説: コピーする行数がオーバーレーされる行数より
多数ありました。 余分な行は無視されました。
ユーザー応答: コピーする行数とオーバーレーされる
行数を等しく指定してください。
ISRE087

移動されないデータがある - COPY 行の
方が OVERLAY 行より多数ありました。
余分な行は無視されました。

解説: 移動する行の方がオーバーレーされる行より多
数ありました。 余分な行は無視されました。
ユーザー応答: 移動する行数とオーバーレーされる行
数を等しく指定してください。
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ISRE088

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE089
解説:

ワークステーション・ファイルが保管され
た - aaaaaaaa がワークステーションで保
管されました。

編集 - 保管 - aaaaaaaa - ファイルがワー
クステーションで保管されました。

バーを使用中のユーザーのリストを知るには、HELP を
入力してください。
ユーザー応答: 別のユーザーがメンバーを使用してい
るかどうかを調べるか、あるいは別の論理画面からその
メンバーを解放してください。
ISRE094

これは通知メッセージです。

ISRE090

メンバー名が無効 - メンバー名 aaaaaaaa
は区分データ・セットの名前としては無効
です。

VOL 通し番号の指定不可 - ボリューム通
し番号の指定は、「その他のデータ・セッ
ト名」フィールドを使います。

解説: ボリューム通し番号の指定は、「他のデータ・
セット名」フィールドにデータ・セット名を指定した時
のみ許可されます。

解説: 指定されたメンバー名 aaaaaaaa は区分デー
タ・セットには有効でありません。

ユーザー応答: ボリューム通し番号を消去するか、
「他のデータ・セット名」フィールドにデータ・セット
名を入力してください。

ユーザー応答: メンバー名としては、8 文字以内で、
英字または国別文字で始まり、英数字か国別文字だけで
構成される名前を指定してください。

ISRE095

ISRE091

データ・セットは使用中 - データ・セッ
トはユーザー自身か、別のユーザーによっ
て更新されています。 データ・セットを
使用中のユーザーのリストを知るには、
HELP を入力してください。

解説: 指定されたデータ・セットは、別のユーザーが
更新中か、あるいはユーザー自身が別の論理画面で更新
中です。 データ・セットを使用中のユーザーのリスト
を知るには、HELP を入力してください。
ユーザー応答: 別のユーザーがデータ・セットを使用
しているかどうかを調べるか、あるいは別の論理画面か
らそのデータ・セットを解放してください。
ISRE092
解説:

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

重大エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE093

弊社サポート部門まで

メンバーは使用中 - メンバーはユーザー
自身か、別のユーザーによって更新されて
います。 データ・セットを使用中のユー
ザーのリストを知るには、HELP を入力
してください。

解説: 指定されたメンバーは、別の論理画面でユーザ
ー自身が更新中か、別のユーザーが更新中です。 メン
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重大エラー - 編集回復テーブル
(ISREDRT) の処理中のエラー。 ISREBQ
RC |= 0,4.

解説: 編集回復テーブルの処理中にエラーがありまし
た。 編集回復テーブルが破壊された可能性がありま
す。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 編集回復テーブルの整
合性を検査してください。 旧バージョンの編集回復テ
ーブルは現行バージョンと互換性がない場合がありま
す。 プログラム資料説明書を見て制約事項について調
べてください。
ISRE095A

旧型の回復ファイル - PDF の旧リリース
の回復ファイルは処理できません。

解説: PDF の旧リリースの回復ファイルは処理できま
せん。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 旧バージョンの編集回
復テーブルは現行バージョンと互換性がない場合があり
ます。 プログラム資料説明書を見て制約事項について
調べてください。
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ISRE096

解説:

重大エラー - DSORG が PO でも PS
でもありません。 決して起きてはならな
いエラーです。

重大な内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

ISRE103

解説: ユーザーが FIND コマンドを入力する前に、
RFIND として定義されている機能キーを押しました。
ユーザー応答: FIND コマンドを入力してから RFIND
を使用してください。
ISRE105

ISRE097

重大エラー - VDEFINE が予期しない戻
りコードを ISREDS に戻しました。

解説: 重大な内部エラーが発生しました。 VDEFINE
サービスからの予期しない戻りコードを ISREDS が受
信しました。
ユーザー応答:
ださい。

aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc - bbbbbbbb
cccccccc が dddddddd 〜 eeeeeeee 桁の間
で aaaaaaaa 回見付かりました。

解説: これは通知メッセージです。 FIND ALL コマン
ドが桁を指定して発行されました。 このメッセージは
ユーザーに検出されたストリングのオカレンスを知らせ
るものです。

システム・プログラマーに連絡してく
ISRE106

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE098

FIND コマンドで入力 - RFIND キーは、
文字ストリング FIND の入力後でなけれ
ば働きません。

弊社サポート部門まで

不正なディレクトリー - ディレクトリー
のブロック・サイズが最大の 256 を超え
ています。

aaaaaaaa bbbbbbbb が検出された dddddddd 〜 eeeeeeee 桁間での aaaaaaaa
cccccccc の探索が正常に完了しました。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージは
ストリングが検出されたことをユーザーに知らせるもの
です。

解説: 256 バイトを超えるディレクトリー・ブロッ
ク・サイズはサポートされません。 そのデータ・セッ
トは破壊されている可能性があります。

ISRE110

ユーザー応答:
ださい。

解説: バックアップ・データ・セット aaaaaaaa を割
り振ろうとしましたが、成功しませんでした。データ・
セットが削除されてしまっているか、それが常駐するボ
リュームがオフラインになっている可能性があります。
他のユーザーがそのデータ・セットに排他的な待機を行
っているかもしれません。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットの整合
性を検査してください。 データ・セットが破壊されて
いる場合は、そのデータ・セットを再度割り振りしてく
ださい。
ISRE099

重大エラー - 表示サービスの戻りコード
が 0 でも 8 でもありませんでした。

解説: 重大な内部エラーが発生しました。 表示サービ
スから予期しない戻りコードが返されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

回復が失敗した - バックアップ・デー
タ・セット aaaaaaaa を割り振ることがで
きません。

ユーザー応答: データ・セットが削除されている場合
は、割り込まれた編集セッションの最後の SAVE 以降
に行われた変更の内容は回復できません。 ボリューム
がオフラインの場合、システム・サポート担当者に連絡
してそのボリュームを使用可能にしてもらってくださ
い。 他のユーザーがデータ・セットを専用している場
合は、あとで再試行してください。
ISRE111

回復が失敗した - バックアップ・デー
タ・セット aaaaaaaa をオープンできませ
ん。

解説: バックアップ・データ・セット aaaaaaaa をオ
ープンしようとしたが、成功しませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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システム・プログラマー応答: データ・セット
aaaaaaaa がオープンできない理由を判別してくださ
い。 問題を訂正してください。
ISRE112

回復が失敗した - バックアップ・デー
タ・セット aaaaaaaa の読み取りでエラー
が起きました。

解説: バックアップ・データ・セット aaaaaaaa の読
み取り中に回復不能エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 読み取りエラーの原因
を判別して、問題を訂正してください。
ISRE113

回復が失敗した - ターゲット・データ・
セット aaaaaaaa を割り振ることができま
せん。

解説: ターゲット・データ・セット &ZEDBDSN を割
り振ろうとしましたが、成功しませんでした。データ・
セットが削除されてしまっているか、それが常駐するボ
リュームがオフラインになっている可能性があります。
他のユーザーがそのデータ・セットに排他的な待機を行
っているかもしれません。
ユーザー応答: ボリュームがオフラインの場合、シス
テム・サポート担当者に連絡してそのボリュームを使用
可能にしてもらってください。 他のユーザーがデー
タ・セットを専用している場合は、あとで再試行してく
ださい。
ISRE114

回復が失敗した - バックアップ・デー
タ・セットの情報とターゲット・データ・
セットの属性が矛盾しています。

解説: ターゲットとバックアップ・データ・セットと
の属性 (LRECL、レコード形式など) が同じでありませ
ん。 ターゲット・データ・セットが削除されたか、名
前変更され、別の属性を使用して割り振り直された可能
性があります。
ユーザー応答: ターゲット・データ・セットの属性が
変更された理由を判別してください。 ターゲット・デ
ータ・セットの名前を変更し、バックアップ・データ・
セットの属性を使用してターゲットを再作成してから回
復を再試行してください。
ISRE115

回復が失敗した - ISREBP から予期しな
い戻りコードを受け取りました。

解説: モジュール ISREBP から予期しない戻りコード
を受信しました。
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ユーザー応答: 操作を再試行します。失敗が継続する
場合は、システム・プログラマーに連絡して援助を求め
てください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE116

弊社サポート部門まで

重大エラー - EDIT または VIEW サービ
スで指定されたデータ ID が未定義です。

解説: EDIT または VIEW サービスが要求されたが、
指定されたデータ ID は LMINIT を使用して事前に定
義されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: EDIT または VIEW サービスを要
求する前に、LMINIT が正常にデータ ID を確立してい
ることを確認してください。
ISRE117

Edit が失敗しました - Edit または View
のターゲット・データ・セットに、サポー
トされていない DSORG、RECFM、
LRECL、または BLKSIZE があります。
ISPF は Edit/View の代わりにブラウズ
を使おうとしましたが、エラーが生じた
か、ターゲット・データ・セットまたはメ
ンバーが空であるか、いずれかです。

解説: 編集またはビューしようとしているデータ・セ
ットが、ISPF によってサポートされていない属性をも
っています。
ISRE118

オープン・エラー - 編集またはビューの
ターゲット・データ・セットをオープンで
きません。

解説: 編集またはビューのターゲット・データ・セッ
トをオープンしようとしましたが成功しませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットがオー
プンできない理由を判別し、問題を訂正してください。
ISRE119

重大エラー - ISREAL が予期しない戻り
コードを戻しました。

解説: モジュール ISREAL から予期しない戻りコード
を受け取りました。
ユーザー応答: 操作を再試行します。失敗が継続する
場合は、システム・プログラマーに連絡して援助を求め
てください。
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システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

べ、構文を訂正してから再試行してください。
ISRE125

ISRE120

コマンド形式が無効 - このコマンドは単
に情報を返します。 ″ISREDIT (var) =
aaaaaaaa″

解説: コマンド指定が構文的に正しくありません。次
の書式だけが有効です。
(variable) = keyword
ユーザー応答: 正しいコマンド構文を ISPF 編集機能
および編集マクロ で調べ、コマンドを訂正してから再
試行してください。
ISRE121

ユーザー応答:
い。
ISRE122

解説:
ん。

解説: コマンド指定が構文的に正しくありません。次
の書式だけが有効です。
(variable) = keyword <els>
ユーザー応答: ISPF 編集機能および編集マクロ を調
べ、コマンド構文を訂正してから再試行してください。
ISRE126

変数名が無効 - 変数名は 1 〜 8 文字の
英数字で、先頭文字に数字は使えません。

解説: 変数はすべて 1 〜 8 文字の長さでなければな
りません。
変数名を訂正し、再試行してくださ

ユーザー応答: ISPF 編集機能および編集マクロ を調
べ、構文を訂正してから再試行してください。

キー・フレーズの構文エラー - aaaaaaaa
取り出しステートメントで、″=″ の前に変
数名以外の値があります。

ユーザー応答: 正しいキー・フレーズ構文を ISPF 編
集機能および編集マクロ で調べ、構文を訂正してから
再試行してください。
変数名が多過ぎる - aaaaaaaa で使える変
数名は、最大 bbbbbbbb までです。 ″=″
の前に cccccccc 個あります。

解説: 割り当てステートメントの左側に指定した変数
名が多過ぎます。
ユーザー応答: ISPF 編集機能および編集マクロ を調
べ、ステートメントを訂正してから再試行してくださ
い。
ISRE124

キー・フレーズ構文が不良 - Get 割り当
てステートメントは構文 ″ISREDIT (var)
= aaaaaaaa″ を使用しなければなりませ
ん。

解説: コマンド指定が構文的に正しくありません。次
の書式だけが有効です。
(variable) = keyword

ISRE127

= 符号の左方の値は変数でなければなりませ

ISRE123

キー・フレーズのワードが多過ぎる - マ
クロ取り出しステートメントで、キー・フ
レーズのあとのワードが多過ぎます。

コマンドの構文が無効 - コマンド・キー
ワードがありません。 コマンドの名前の
前に ″=″ がありません。

解説:

キー・フレーズ構文の間違い - Get 割り
当てステートメントは構文 ″ISREDIT
(var) = aaaaaaaalptr″ を使用しなければ
なりません。

コマンド指定が構文的に正しくありません。

ユーザー応答: ISPF 編集機能および編集マクロ を調
べ、構文を訂正してから再試行してください。
ISRE128

テンプレート形式が無効 - テンプレー
ト・データが不完全です。桁番号の後にデ
ータが続いていません。

解説: コマンド指定が構文的に正しくありません。テ
ンプレートは次の書式に従う必要があります。
<col,string>
ユーザー応答: ISPF 編集機能および編集マクロ を調
べ、構文を訂正してから再試行してください。
ISRE129

ラベル名が無効 - aaaaaaaa は、キー・フ
レーズ ″bbbbbbbb aaaaaaaa″ では無効な
ラベルです。

解説: コマンド指定が構文的に正しくありません。次
の書式だけが有効です。
(variable) = keyword

解説: コマンド指定が構文的に正しくありません。ラ
ベルは、ピリオドで開始し、1 〜 8 文字の長さの英字
で、先頭文字は Z であってはなりません。

等号 (=) が欠落しています。

ユーザー応答: ISPF 編集機能および編集マクロ を調
べ、構文を訂正してから再試行してください。

ユーザー応答:

ISPF 編集機能および編集マクロ を調
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ISRE130

解説:
ん。

aaaaaaaa ラベルが無効 - ラベル
aaaaaaaa は現在どの行にも割り当てられ
ていません。

コマンドで指定されたラベルが見付かりませ

aaaaaaaa が無効 - 要求された行が見付か
りませんでした。

解説: 行ポインターで指示された行が見付かりません
でした。
ユーザー応答:

ユーザー応答: 現在割り当てられているラベルを指定
してください。
ISRE131

変数名が無効 - 変数名 ″aaaaaaaa″ の長
さが 8 桁より大きいか、あるいは 0 に
なっています。

解説: すべての変数名は 1 〜 8 文字の長さである必
要があります。
ユーザー応答:
てください。
ISRE132

変数の形式が無効 - 変数名の形式で、終
わりの ″)″ が見付かりませんでした。

ユーザー応答: 変数ストリングの末尾に右小括弧を追
加してください。
ISRE133

変数の形式が無効 - テンプレート句内に
変数名の終わりの ″)″ が欠落していま
す。

解説: テンプレート内の変数名は括弧で囲む必要があ
ります。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE134

変数名のあとに右小括弧を追加してく

テンプレート形式が無効 - テンプレート
の終わりを示す ″>″ がありませんでし
た。

解説: テンプレートは、(より小) 不等号 (<) と (より
大) 不等号 (>) で囲む必要があります。
ユーザー応答: テンプレートの末尾に不等号 (>) を追
加してください。
ISRE135

ISRE137
解説:

テンプレート形式が無効 - 必要なテンプ
レート番号がありません。

解説: 代用される変数またはストリングの場所を示す
桁番号が必要です。
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行ポインターを訂正してください。

変数名の指定が必要 - 初めの左括弧と終
わりの右括弧の間に変数名がありません。

括弧の間に変数名が必要です。

ユーザー応答:
ISRE138

変数名を 1 〜 8 文字の長さで指定し

解説: このコマンドでは変数を括弧で囲む必要があり
ます。
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ISRE136

括弧に変数名を入れてください。

リセット・パラメーターが無効 aaaaaaaa の範囲、または X、ERR、
CHG、CMD、SPE、FIND、LAB のいず
れかを入力するか、あるいは範囲とこれら
の両方を入力してください。

解説: 範囲が不完全に入力されたか、あるいはリセッ
トに対して無効な行タイプを指定して範囲が入力されま
した。
ユーザー応答: 不完全に範囲を指定した場合は、範囲
の初めまたは終わりの値を入力してください。 リセッ
トの行タイプを指定した場合は、それがリセット・コマ
ンドに有効なタイプであることを確認してください。
ISRE139

パラメーターが矛盾する - NOTE コマン
ドのパラメーターは 1 つだけです。ON
か OFF のいずれかを指定してください。

解説: NOTE コマンドの有効なパラメーターは ON ま
たは OFF のどちらかだけです。
ユーザー応答: NOTE コマンドに ON か OFF のいず
れかを指定してください。
ISRE140

パラメーターが無効か余分 - NOTE コマ
ンドで有効なパラメーターは ON か OFF
だけです。

解説: NOTE コマンドに必要なパラメーターは 1 つだ
けです。 ON または OFF だけが有効なパラメーターで
す。
ユーザー応答: NOTE コマンドのパラメーターを訂正
してください。
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ISRE141

解説:
す。

構文が正しくない - 割り当てステートメ
ントでは、構文 ″ISREDIT aaaaaaaa =
value″ を使用する必要があります。

この割り当てステートメントは単一値の句で

ユーザー応答:
ださい。
ISRE142

割り当てステートメントを訂正してく

解説: この割り当てステートメントでは、行ポインタ
ー引き数が必要です。

ISRE143

割り当てステートメントを訂正してく

コマンド内の ″=″ が無効 - ’aaaaaaaa’ キ
ー・フレーズ名はセット割り当てコマンド
としては無効です。

解説: 行範囲をリセットするには 2 つのポインターが
必要です。 行ポインターは、初めの行と終わりの行の
両方を指定してください。

ISRE148

ISRE144

コマンドを訂正してください。

GET コマンドが無効 - ’aaaaaaaa’ キー・
フレーズ名は GET 値割り当てコマンド
としては無効です。

解説: 指定したストリングとキー・フレーズは、この
GET 割り当てコマンドでは無効です。
ユーザー応答:
ISRE145

解説: これは通知メッセージです。 メッセージで指定
されたコマンド名は非処理 (NOP) と定義されました。
ISRE146

コマンド内の ″=″ が無効 - aaaaaaaa キ
ー・フレーズ名は端末からでは無効で、マ
クロの中でしか許されません。

解説: 等号は、編集セッションのコマンド行から出さ
れたコマンドでは無効です。 等号は編集マクロでのみ
有効です。
ユーザー応答:

コマンドを訂正してください。

キーワードが矛盾する - aaaaaaaa と
bbbbbbbb の両方を LOCATE では指定で
きません。 一方を省いてください。

ユーザー応答:
い。
ISRE149

1 つだけキーワードを選択してくださ

パラメーターが多過ぎる - Reset では、
aaaaaaaa の範囲と、X、CMD、CHG、
ERR、SPE、および LAB キーワードと
が許されます。

解説: 範囲およびいずれかのリセット・キーワード 1
つを使用してください。 2 つ以上のキーワード指定し
た範囲の使用は無効です。
ユーザー応答: リセット・コマンドからキーワードを
1 つ除去してください。
ISRE150

コマンドを訂正してください。

コマンドが非活動化された - ’aaaaaaaa’
コマンド名が非活動化されました。

2 番目の行ポインターを指定してくだ

解説: LOCATE コマンドに 2 つのキーワードが指定さ
れましたが、ここで有効なのは 1 つだけです。 たとえ
ば LOCATE FIRST LAST CMD のようになります。

解説: 指定したストリングとキー・フレーズは、この
SET 割り当てコマンドでは無効です。
ユーザー応答:

RESET の範囲が無効 - 1 つの aaaaaaaa
は無効です。RESET の範囲の指定には 2
つ必要です。

ユーザー応答:
さい。

構文が正しくない - 割り当てステートメ
ントでは、構文 ″ISREDIT aaaaaaaa lptr
= value″ を使用する必要があります。

ユーザー応答:
ださい。

ISRE147

パラメーターが多過ぎる - ″aaaaaaaa″ コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
した。

解説: 編集コマンドで指定したパラメーターが多過ぎ
ます。
ユーザー応答:
い。
ISRE151

不要のパラメーターを省いてくださ

文字ストリングが無効 - FIND コマンド
の最初のストリングはヌル (’’) ストリン
グであってはなりません。

解説: FIND コマンドで引用符付きストリングが指定さ
れましたが、それには文字がはいっていません。
ユーザー応答:

必要な文字を入力してください。
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ISRE152

DEFINE は許可されない - ’aaaaaaaa’ コ
マンド名が使用不能にされています。

解説: これは通知メッセージです。 いったんコマンド
を使用不能に定義すると、そのコマンドを
MACRO、ALIAS、または NOP として定義できませ
ん。

ISRE158

左の境界桁が無効 - aaaaaaaa (左境界) +
bbbbbbbb (ストリング・サイズ) が
cccccccc (LRECL) より大きくなっていま
す。

解説: 左の境界桁と検索ストリング・サイズとの和が
レコード長を超えています。
ユーザー応答:

ISRE154

* 範囲の初めに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb が cccccccc から dddddddd に
ない。 RFIND を押して続行してくださ
い。

解説: 先に入力された検索ストリングを検索したが、
指定された行範囲では検出されませんでした。
ユーザー応答:
てください。
ISRE155

RFIND コマンドを使用して探索を続け

解説: 入力された検索ストリングは指定された行範囲
内にありませんでした。

ISRE156

RFIND コマンドを使用して探索を続け

行が検出されなかった - 探索の FIND コ
マンドで bbbbbbbb 〜 cccccccc の間で
aaaaaaaa 行が見付かりませんでした。

解説: 空のデータ・セットまたはメンバーの中で、除
外または非除外行のストリングを検出しようとすると、
このメッセージが出されます。
ユーザー応答: FIND コマンドを使用する前にデータを
入力してください。
ISRE157

桁の範囲が無効 - aaaaaaaa の桁範囲で
は、検索が最後のデータ桁を超えていま
す。

解説: FIND、CHANGE、または SEEK コマンドが編
集マクロで使用されていて、桁の範囲がデータの最終桁
より大きい場合に、このメッセージが出されます。
ユーザー応答:

*** 範囲の終わり *** - aaaaaaaa
bbbbbbbb が cccccccc から dddddddd ま
での間にありません。 RFIND を押して
続行してください。

ユーザー応答:
てください。

ISRE159

aaaaaaaa bbbbbbbb がない - aaaaaaaa
bbbbbbbb が、dddddddd 〜 eeeeeeee のど
の cccccccc 行にも見付かりませんでし
た。

解説: 検索ストリングは、指定されたラベルの間のど
の除外行にも非除外行にも検出されませんでした。
ユーザー応答: RFIND を使用して他の区域でそのスト
リングを探索してください。

左の境界桁を変更してください。

ISRE160

桁範囲を訂正してください。

コマンドが使用不能 - ’aaaaaaaa’ コマン
ド名は使用不能にされています。

解説: aaaaaaaa と呼ばれるコマンドは DEFINE
aaaaaaaa DISABLED コマンドによって使用不能にされ
ています。 これはおそらく、ユーザーがアプリケーシ
ョン・データを損傷しないようにするためにとられた処
置です。 aaaaaaaa コマンドを使用可能にはできませ
ん。
ユーザー応答: このメッセージの受信がなにかの誤り
だと思われる場合は、使用しているマクロの作成者か、
システム管理者に連絡してください。
なんらかのコマンドを出す前に、新規の編集セッション
で aaaaaaaa を実行してみてください。 使用禁止であ
れば、初めのマクロについてそのコマンドがそこで使用
禁止であるかどうかをチェックしてください。 使用禁
止でなければ、DEFINE aaaaaaaa DISABLED コマンド
について、ユーザーが使用している他のマクロを検査し
てください。
ISRE161

文字ストリングの入力が必要 - 探索のた
めの文字ストリングが入力されていません
(したがって * は無効です)。

解説: FIND コマンドがアスタリスク (″*″) を最初のス
トリング・オペランドとして (FROM ストリング) 入力
されたが、この編集セッションではその前に
FIND、CHANGE、SEEK、または EXCLUDE コマンド
が発行されていません。
ユーザー応答: 有効な FROM ストリングを指定して
FIND コマンドを際発行してください。 アスタリスク文
字を検索したい場合は、アスタリスクを引用符で囲みま
す。
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ISRE162

行が検出されなかった - 探索の FIND コ
マンドで aaaaaaaa 行が見付かりませんで
した。

解説: FIND コマンドが検索するファイル内に除外行も
非除外行もありません。
ユーザー応答: FIND コマンドを変更し、X または
NX 指定を取り除いてください。
ISRE163

文字が無効 - ピクチャー (P’xxx’) ストリ
ングに指定した特殊文字が無効です。

解説: FIND コマンドのピクチャー・ストリング指定に
無効文字が存在します。 そのコマンドがマクロから発
行されている場合、その文字は X'01' のような通常でな
い 16 進コードである可能性があります。
ユーザー応答: FIND コマンドを変更し、有効なピクチ
ャー・ストリング文字を指定してください。
ISRE164

aaaaaaaa bbbbbbbb がない - aaaaaaaa
bbbbbbbb が、(ddddd 〜 eeeee 桁の) どの
cccccccc 行にも見付かりませんでした。

探索してください。 正確を期すために、指定したスト
リング、現在の境界、またはコマンド上の桁番号をチェ
ックしてください。
ISRE167

パラメーターが無効 - ストリングが指定
された桁の間に入りません。

解説: FIND コマンドでストリングが指定されました
が、指定された境界桁の間に収まりません。
ユーザー応答: 新規のストリングか別の境界を指定し
て、FIND コマンドを再発行してください。
ISRE168

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グの桁数は偶数でなければなりません。

解説: FIND コマンドで指定された 16 進ストリングは
16 進数 (0 〜 9、A 〜 F) を偶数持っていません。
ユーザー応答: 有効な 16 進ストリングを指定して
FIND コマンドを再発行してください。
ISRE169

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グは 16 進数 (0 〜 9、A 〜 F) だけで
できている必要があります。

解説: FIND コマンドは、探索ストリングを桁 ddddd
と桁 eeeee の間のいずれの除外または非除外行でも検出
しませんでした。

解説: 16 進ストリングが FIND コマンドで指定されま
したが、無効な 16 進桁が入っています。

ユーザー応答: 処置は必要ありませんが、正確を期す
ために指定したストリング、現行の境界、またはコマン
ド上の桁番号を確認してください。

ユーザー応答: 有効な 16 進ストリングを指定して
FIND コマンドを再発行してください。 有効な 16 進数
は 0 〜 9 および A 〜 F です。

ISRE165

* データの終わりに到達 * - aaaaa
bbbbbbbb がありません。 RFIND キーを
押して初めから続行する。

解説: FIND コマンドは探索ストリングをいずれの除
外、非除外行でも検出しなかったが、ファイルの一部は
まだ検索されていません。
ユーザー応答: RFIND を押してファイルの初めを探索
してください。 正確を期すために、指定したストリン
グ、現在の境界、またはコマンド上の桁番号をチェック
してください。
ISRE166

* データの初めに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb は見付かりません。 RFIND キ
ーを押してデータの終わりから続行してく
ださい。

ISRE170

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

解説: 指定された PDS にメンバーがないので、メンバ
ー・リストを表示できません。
ユーザー応答: 編集する別のデータ・セットを選択す
るか、メンバー名を指定してください。
ISRE171

I/O エラー - PDS ディレクトリーの読み
取り中に I/O エラーが起こりました。

解説: メンバー・リストを作成するため PDS ディレク
トリーを読み取っている時に入出力エラーが発生しまし
た。 メンバー・リストが作成できません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

解説: FIND PREVIOUS コマンドは探索ストリングを
いずれの除外、非除外行でも検出しなかったが、ファイ
ルの一部はまだ検索されていません。
ユーザー応答:

RFIND を押してファイルの終わりから
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ISRE172

オープン・エラー - メンバー・リストの
処理中にオープンが失敗しました。

解説: PDS ディレクトリーのオープン中にエラーがあ
りました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE173

ISRE177

システム・プログラマーに連絡してく

EDIT/VIEW パラメーターが無効 - デー
タ・セット・パラメーターを指定した場
合、DATAID、メンバーまたはワークステ
ーション・ファイル名をコーディングしな
いでください。

解説: EDIT または VIEW サービスを呼び出すために
指定できるのは、データ・セット名、DATAID、または
ワークステーション・ファイル名のいずれか 1 つだけ
です。 データ・セット・パラメーターを使用する場
合、メンバー名はデータ・セット名に指定できます。
DATAID が指定されている場合、メンバー名を指定する
にはメンバー・パラメーターが使用されます。
ユーザー応答: データ・セット、DATAID、またはワー
クステーション・ファイルのいずれか 1 つを指定して
ください。
ISRE174

ユーザー応答:
い。

EDREC オプションが無効 - EDREC オ
プションが無効です。

解説: EDREC サービスの有効なオプションは、
INIT、QUERY、PROCESS、CANCEL、および DEFER
です。
ユーザー応答: EDREC サービスに対して有効なオプシ
ョンを指定してください。

EDIT/VIEW パラメーターが欠落 - デー
タ・セット、DATAID またはワークステ
ーション・ファイル・パラメーターのいず
れかが必要です。

解説: EDIT または VIEW サービスが呼び出されまし
たが、データ・セットも DATAID もワークステーショ
ン・ファイル・パラメーターも指定されていません。
ユーザー応答: データ・セット、DATAID、またはワー
クステーション・ファイル・パラメーターのいずれかを
指定してください。
ISRE178

EDIT/VIEW パラメーターが無効 VOLUME パラメーターは DATAID 要求
には無効です。

解説: EDIT または VIEW サービスにボリュームを指
定できるのは、データ・セット・パラメーターを使用す
る場合だけです。 DATAID を指定した要求の場合、ボ
リュームは LMINIT サービスで指定されます。
ユーザー応答:
てください。
ISRE179

CANCEL 要求が無効 - 回復保留の照会の
前に EDREC CANCEL 要求が出されま
した。

解説: EDREC サービスは、CANCEL オプションとと
もに呼び出す前に、QUERY オプションとともに呼び出
す必要があります。
ユーザー応答: QUERY オプション付きで EDREC を
呼び出した後で、CANCEL オプション付きの EDREC
を呼び出してください。
ISRE176

コマンドが無効 - コマンド aaaaaaaa は
未定義です。

解説:
ん。

このパネルからの有効なコマンドはありませ
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ボリューム・パラメーターを取り除い

EDREC パラメーターが無効 - 指定され
た EDREC オプションには矛盾したパラ
メーターがあります。

解説: CMD パラメーターは INIT 指定でのみ有効で
す。パスワードおよび DATAID は PROCESS が指定さ
れたときにのみ有効です。
ユーザー応答:

ISRE175

指定されたコマンドを訂正してくださ

ISRE180

EDREC 要求を訂正してください。

パラメーターが多過ぎる - LINE_AFTER
コマンドで指定したパラメーターが多過ぎ
ました。 データは引用符で囲みましたか
?

解説: LINE_AFTER コマンドの有効なパラメーターは
次のとおりです。行ポインター、行タイプ、行のデー
タ、行ポインターが指す行の後に置かれる行を示すラベ
ルまたはポインター。 行のデータが引用符で囲まれて
いない場合、そのデータは余分なパラメーターと見なさ
れることがあります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ください。

LINE_AFTER コマンドを訂正して
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ISRE181

パラメーターが無効 - LINE_AFTER コマ
ンドに、余分なまたは無効なパラメーター
が指定されました。

解説: これは通知メッセージです。 誤った行タイプが
指定された可能性があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ください。
ISRE182

LINE_AFTER コマンドを訂正して

パラメーターが無効 - LINE_AFTER コマ
ンドに、余分なまたは無効なパラメーター
が指定されました。

ターを LINE キーワードの後に置かなければなりませ
ん。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
てください。
ISRE186
解説:
ん。

aaaaaaaa が無効 - 行コマンドで指定され
た aaaaaaaa が存在しません。

行ポインターが指す行がデータ内にありませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: LINE_AFTER コマンドに余分なパラメーターか
無効なパラメーターのいずれかが指定されました。

プログラマー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

ISRE187
LINE_AFTER コマンドを訂正して

行番号が省略された - LINE_AFTER コマ
ンドに必須の相対行番号が指定されなかっ
たか、正しく指定されませんでした。

解説: 行番号またはラベルを LINE_AFTER コマンドの
ターゲットとして指定しなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ださい。
ISRE184

行番号またはラベルを訂正してく

データ値が省略されている LINE_AFTER コマンドには非ブランク・
データを指定する必要があります。

解説: LINE_AFTER コマンドでは、追加される行にデ
ータを指定する必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LINE_AFTER コマンドによって挿
入されるデータを指定してください。
ISRE185

行ポインターを訂正してくださ

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ください。
ISRE183

行ポインターをコマンドに追加し

データ値が無効 - データ行から aaaaaaaa
を設定するには、行キーワードの後に行ポ
インターを置く必要があります。

解説: LINE キーワードを MASKLINE または
TABSLINE コマンドと一緒に使用する場合は、行ポイン

aaaaaaaa コマンドの失敗 - 入力が正しく
ないため、aaaaaaaa コマンドが続行でき
ませんでした。 データ長を検査してくだ
さい。

解説: データ・ポインターまたはデータ長が、
LINE、ADDLINE、MASKLINE、または TABSLINE コ
マンドに対して無効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: データのポインターまたは長さを
訂正してください。
ISRE188

変数の処理エラー - aaaaaaaa 割り当てコ
マンドの変数を処理中にエラーが起こりま
した。

解説: エラー・メッセージで指定された割り当てステ
ートメント内の変数の処理中にエラーが発生しました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 割り当てステートメント内の変数
を訂正してください。
ISRE189

パラメーターが矛盾 - ’aaaaaaaa’ コマン
ドに指定されたパラメーターが矛盾してい
ます。

解説: 与えられたコマンドで矛盾したパラメーターが
指定されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

第2章 PDF メッセージ

287

PDF メッセージ
プログラマー応答:
い。
ISRE190

パラメーターを訂正してくださ

パラメーターが多過ぎる LINE_BEFORE コマンドで指定したパラ
メーターが多過ぎました。 データは引用
符で囲みましたか ?

解説: LINE_BEFORE コマンドの有効なパラメーター
は次のとおりです。行ポインター、行タイプ、行のデー
タ、あるいは行ポインターが指す行の後に置かれる行を
示すラベルまたはポインター。 行のデータが引用符で
囲まれていない場合、そのデータは余分なパラメーター
と見なされることがあります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ださい。
ISRE194

ユーザー応答:
い。

解説: これは通知メッセージです。 誤った行タイプが
指定された可能性があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
てください。
ISRE192

ユーザー応答: 余分な EXCLUDE パラメーターを取り
除いてください。
ISRE196

パラメーターが矛盾する - 矛盾するキー
ワード・パラメーターが EXCLUDE コマ
ンドに指定されています。

解説: 2 つの方向キーワードまたは 2 つのタイプ・キ
ーワードが指定されました。

解説: LINE_BEFORE コマンドに余分なパラメーター
か無効なパラメーターのいずれかが指定されました。

ユーザー応答:
い。
ISRE197

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
てください。

パラメーターが多過ぎる - EXCLUDE コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

解説: EXCLUDE コマンドに指定できるのは、1 つの
ストリング、1 つの方向キーワード、および 1 つのタ
イプ・キーワードです。

LINE_BEFORE コマンドを訂正し

パラメーターが無効 - LINE_BEFORE コ
マンドに、余分なまたは無効なパラメータ
ーが指定されました。

ユーザー応答:
い。

LINE_BEFORE コマンドを訂正し

行番号が省略された - LINE_BEFORE コ
マンドに必須の相対行番号が指定されなか
ったか、正しく指定されませんでした。

解説: 行番号またはラベルを LINE_BEFORE コマンド
のターゲットとして指定しなければなりません。
ユーザー応答:
い。

288

担当のプログラマーに連絡してくださ

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

キーワードの一方を取り除いてくださ

パラメーターが無効 - キーワードのつづ
りに誤りがないか、境界桁 (数値) パラメ
ーターの数が多過ぎないかを調べてくださ
い。

解説: 無効なパラメーターが EXCLUDE コマンドに入
力されました。 パラメーターを検査してください。
ユーザー応答:

ISRE193

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LINE_BEFORE コマンドによって
挿入されるデータを指定してください。
ISRE195

パラメーターが無効 - LINE_BEFORE コ
マンドに、余分なまたは無効なパラメータ
ーが指定されました。

データ・パラメーターが省略された LINE_BEFORE コマンドには非ブラン
ク・データ・パラメーターを指定する必要
があります。

解説: LINE_BEFORE コマンドでは、追加される行に
非ブランクのデータを指定する必要があります。

プログラマー応答: パラメーターを訂正するか、デー
タを引用符で囲んでください。
ISRE191

行番号またはラベルを訂正してく

ISRE198

コマンドを訂正してください。

ストリングを引用符で囲む - 除外したい
文字ストリングを引用符 (’’) で囲んでく
ださい。

解説: EXCLUDE コマンドに複数のストリングが含ま
れています。 ストリングを引用符で囲んでください。
ユーザー応答: そのストリングを単一引用符または二
重引用符で囲んでください。
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ISRE199

必要なストリングがない - EXCLUDE コ
マンドではターゲット・ストリングを指定
する必要があります。

解説: EXCLUDE コマンドにストリングが指定されま
せんでした。
ユーザー応答: ターゲット・ストリングを EXCLUDE
コマンドに追加してください。
ISRE200
解説:

LMF ロックが設定された - LMF ロック
が aaaaaaaa に設定されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRE205

’to’ ストリングの入力が必要 - 文字の置
換ストリングを入力してください。

解説: FROM ストリングが CHANGE コマンドに入力
されましたが、TO ストリングが入力されませんでし
た。
ユーザー応答:
ISRE206

TO ストリングを入力してください。

CHANGE コマンドの入力が必要 RCHANGE コマンドは、CHANGE コマ
ンドがすでに使用されているときか、
CHANGE コマンドがコマンド行にあると
きにのみ働きます。

解説: RCHANGE コマンドを使用できるのは、
CHANGE コマンドが入力されたあとか、CHANGE コマ
ンドがコマンド行にある場合だけです。
ユーザー応答:
い。

CHANGE コマンドを入力してくださ

| ISRE210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

解説: EDIF、VIIF、または EDIREC サービスを通じて
開始された編集セッションから、NEXT または
SESSION キーワードを使って、COMPARE 編集コマン
ドが出されました。この環境では COMPARE コマンド
はサポートされません。 EDIF および VIIF インターフ
ェースが記憶域内のデータを編集し、比較プログラムが
物理データ・セットとカタログ式データ・セット名を必
要とするからです。
ユーザー応答: データを比較したい場合、CREATE ま
たは REPLACE 基本コマンドを使用してそのデータを
実際のデータ・セットに保管し、比較ユーティリティー
(SuperC) を使用してデータを比較してください。
ISRE211

解説:

ISRE212

解説:

CHANGE コマンドの入力が必要 - ’to’
ストリングを指定したコマンドを、
RCHANGE コマンドの使用前に入力する
必要があります。

解説: RCHANGE コマンドが FIND コマンドの後に使
用されました。 RCHANGE コマンドを使用するには、
TO ストリングを指定した CHANGE コマンドを入力し
てください。
ユーザー応答:
い。

CHANGE コマンドを入力してくださ

aaaaaaaa bbbbbbbb が変更された aaaaaaaa bbbbbbbb が、dddddddd 回、
eeeeeeee 行で cccccccc に変更されまし
た。

これは通知メッセージです。
aaaaaaaa bbbbbbbb が変更された aaaaaaaa bbbbbbbb が cccccccc に変更さ
れました。

これは通知メッセージです。

ISRE213
ISRE207

COMPARE が使用不可能 - NEXT また
は SESSION キーワードが指定されてい
る場合、EDIF または VIIF か EDIREC
サービスによって作成された編集セッショ
ンで COMPARE コマンドを使用するこ
とはできません。

’to’ ストリングが無効 - ’to’ ストリング
は固有であり、また総称ストリングと同じ
長さである必要があります。テキストであ
ってはいけません。

解説: CHANGE 編集コマンドを使用して特殊ストリン
グ (ピクチャー (p’’)、16 進数 (x’’)、テキスト (t’’) ま
たは文字 (c’’)) をソース (すなわち ’from’) ストリング
として指定する場合は、ターゲット (すなわち ’to’) ス
トリングは長さの違うテキスト (t’’) にできません。 た
とえば、次のコマンド
CHANGE P’##’ T’ABCD’
は無効です。ターゲット・テキスト・ストリング
(T’ABCD’) がソース・ピクチャー・ストリングと同じ長
さでないからです。
ユーザー応答: ストリングの長さを変える必要がある
場合は、次のようにターゲット・ストリングとして総称
ストリングを使用してください。
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CHANGE P’##’ ’ABCD’
ISRE214

’to’ ストリングが無効 - ’to’ ピクチャ
ー・ストリングは ’from’ ストリングと同
じ長さである必要があります。

解説: 編集の CHANGE コマンドを使用し、ピクチャ
ー (p’’) ストリングをソース (すなわち ’from’) および
ターゲット (すなわち ’to’) ストリングの両方に指定す
る場合、長さが同じでなければなりません。

COMPARE コマンドに指定されていないことを確認し、
コマンドを再発行してください。
ISRE220

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE221

ユーザー応答: CHANGE コマンドを修正してソースお
よびターゲット・ストリングの長さを同じに指定してか
ら、コマンドを再試行してください。

解説:

ISRE215

ISRE222

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE216

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb が変更された aaaaaaaa cccccccc が、eeeeeeee 回、ffffffff
から gggggggg の間で dddddddd に変更さ
れました。

これは通知メッセージです。

ISRE218

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb が検出された dddddddd から eeeeeeee までの範囲で
aaaaaaaa cccccccc の探索が成功しまし
た。

これは通知メッセージです。

ISRE217

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc - bbbbbbbb
dddddddd が、aaaaaaaa 回、eeeeeeee 〜
ffffffff の範囲で見付かりました。

aaaaaaaa bbbbbbbb が変更された aaaaaaaa cccccccc が、eeeeeeee から
ffffffff の間で dddddddd に変更されまし
た。

これは通知メッセージです。

ISRE219

パラメーターが多過ぎる - COMPARE コ
マンドで許されるのは、名前か NEXT、
と EXCLUDE、SAVE、および SYSIN
パラメーターだけです。

解説: COMPARE 編集基本コマンドが入力されました
が、パラメーターが多過ぎます。 COMPARE コマンド
で指定できるのは、区分データ・セットを編集する場合
はメンバー名または NEXT で、それ以外はデータ・セ
ット名が指定できます。 他のパラメーターとしては
SYSIN、EXCLUDE、または SAVE が可能です。
ユーザー応答:
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解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc - bbbbbbbb
dddddddd が、aaaaaaaa 回、eeeeeeee 〜
ffffffff 桁の間で除外されました。

エラー - aaaaaaaa bbbbbbbb - aaaaaaaa
cccccccc が、eeeeeeee 行で、dddddddd
回、変更できませんでした。

これは通知メッセージです。
エラー - aaaaaaaa bbbbbbbb - aaaaaaaa
cccccccc が dddddddd に変更できません
でした。

これは通知メッセージです。

ISRE223

左の境界桁が無効 - ’aaaaaaaa’ 順序番号
を除いた最初の桁です。

解説: 編集の CHANGE コマンドが入力されました
が、編集行数の範囲内に左境界桁が指定されています。
CHANGE コマンドを使用してファイルの順序番号を変
更することはできません。左境界桁として使用できる最
小値は aaaaaaaa です。
ユーザー応答: CHANGE コマンドで指定した左境界桁
を訂正してから要求を再試行してください。
ISRE224

右の境界桁が無効 - ’aaaaaaaa’ は、順序
番号を除いた最後の桁です。

解説: 編集の CHANGE コマンドが入力されました
が、編集行数の範囲内に右の境界桁が指定されていま
す。 CHANGE コマンドを使用してファイルの順序番号
を変更することはできません。右の境界桁として使用で
きる最大値は &ZLBND です。
ユーザー応答: CHANGE コマンドで指定した右の境界
桁を訂正してから要求を再試行してください。
ISRE225

解説:

エラー - aaaaaaaa bbbbbbbb - aaaaaaaa
cccccccc は、dddddddd 回、eeeeeeee 〜
ffffffff の間で変更できませんでした。

これは通知メッセージです。
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ISRE226

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE227

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb が除外された aaaaaaaa cccccccc が、桁 dddddddd 〜
eeeeeeee の間で正常に除外されました。

これは通知メッセージです。

ISRE230

解説:
た。

aaaaaaaa bbbbbbbb が除外された aaaaaaaa cccccccc が dddddddd 〜
eeeeeeee の範囲で正常に除外されまし
た。

これは通知メッセージです。

ISRE229

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc - bbbbbbbb
dddddddd が、aaaaaaaa 回、eeeeeeee 〜
ffffffff の範囲で除外されました。

これは通知メッセージです。

ISRE228

解説:

エラー - aaaaaaaa bbbbbbbb - aaaaaaaa
cccccccc が、eeeeeeee 〜 ffffffff の間で
dddddddd に変更できませんでした。

パラメーターが多過ぎる - MASKLINE
コマンドで指定したパラメーターが多過ぎ
ます。 データは引用符で囲みましたか ?

無効な MASKLINE コマンドが入力されまし

ユーザー応答: MASKLINE コマンドについて、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。

編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。
ISRE233

解説:
た。

解説:
た。

パラメーターが無効 - MASKLINE コマ
ンドに、余分なまたは無効なパラメーター
が指定されました。

無効な MASKLINE コマンドが入力されまし

ユーザー応答: MASKLINE コマンドについて、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。
ISRE232

解説:
た。

パラメーターが無効 - MASKLINE コマ
ンドに、余分なまたは無効なパラメーター
が指定されました。

無効な MASKLINE コマンドが入力されまし

ユーザー応答:

MASKLINE コマンドについて、ISPF

無効な MASKLINE コマンドが入力されまし

ユーザー応答: MASKLINE コマンドについて、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。
ISRE234

解説:

パラメーターが多過ぎる - TABSLINE コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。 データは引用符で囲みましたか ?

無効な TABSLINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TABSLINE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE235

解説:

パラメーターが無効 - TABSLINE コマン
ドに、余分なまたは無効なパラメーターが
指定されました。

無効な TABSLINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TABSLINE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE236

解説:
ISRE231

データ・パラメーターが省略された MASKLINE コマンドに必須のデータ・パ
ラメーターが指定されませんでした。

パラメーターが無効 - TABSLINE コマン
ドに、余分なまたは無効なパラメーターが
指定されました。

無効な TABSLINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TABSLINE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE237

解説:

データ・パラメーターが省略された TABSLINE コマンドに必須のデータ・パ
ラメーターが指定されませんでした。

無効な TABSLINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TABSLINE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE238

プロファイルが上書きされた -- 少なくと
も 1 つのプロファイル属性が、ISPF の
導入時に確立されたサイト全体の省略時値
によって上書きされました。

解説: いくつかの編集プロファイル属性を、ISPF 構成
テーブルに設定することによって、強制的にある値に変
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更することができます。これらの値には、
RECOVERY、回復警告メッセージ、PACK、STATS、お
よび SETUNDO が含まれます。
ユーザー応答: これらの設定を変更する必要がある場
合は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISRCONFG の設定を変
更すべきかどうか、検討してください。このメッセージ
は、必ずしもエラーを示している必要はありません。い
くつかの編集プロファイル設定に対して ’force’ 属性を
オンに設定する正当な理由があります。

ISRE244
解説:

データ・セット作成 - 指定されたデータ
で aaaaaaaa が作成されました。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットは
順次データ・セットで、指定されたデータを使用して作
成されました。
ISRE240

解説:

パラメーターが多過ぎる - INSERT コマ
ンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

無効な INSERT コマンドが入力されました。

ユーザー応答: INSERT コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE241

解説:

パラメーターが無効 - INSERT コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な INSERT コマンドが入力されました。

ユーザー応答: INSERT コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE242

解説:

パラメーターが無効 - INSERT コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な INSERT コマンドが入力されました。

ユーザー応答: INSERT コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE243

解説:

必須パラメーターが省略された - INSERT
コマンドに必須の行ポインター・パラメー
ターが指定されませんでした。

無効な INSERT コマンドが入力されました。

ユーザー応答: INSERT コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
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無効な INSERT コマンドが入力されました。

ユーザー応答: INSERT コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE245

解説:
ISRE239

行ポインターが無効 - INSERT コマンド
に指定された行ポインターが無効です。

パラメーターが多過ぎる - TENTER コマ
ンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

無効な TENTER コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TENTER コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE246

解説:

パラメーターが無効 - TENTER コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な TENTER コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TENTER コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE247

解説:

パラメーターが無効 - TENTER コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な TENTER コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TENTER コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE248

解説:

行ポインターが省略された - TENTER コ
マンドに必須の行ポインター・パラメータ
ーが指定されませんでした。

無効な TENTER コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TENTER コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE249
解説:

行ポインターが無効 - TENTER コマンド
に指定された行ポインターが無効です。

無効な TENTER コマンドが入力されました。

ユーザー応答: TENTER コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
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ISRE251

解説:

文字ストリングが無効 - CHANGE コマ
ンドの最初のストリングはヌル (’’) スト
リングであってはなりません。

無効な CHANGE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: CHANGE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE253

ストリングを引用符で囲む - 表示する文
字ストリングを引用符 (’ ’) で囲んでくだ
さい。

ISRE259

解説: 無効な桁範囲を指定したコマンドが入力されま
した。
ユーザー応答: 有効な桁範囲を使用してコマンドを再
発行してください。
ISRE260

解説: このコマンドでは、表示しようとする文字を単
一引用符で囲む必要があります。
ユーザー応答: 単一引用符を付加してコマンドを再試
行してください。
ISRE254

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE255

解説:

行が検出されなかった - 検索の
CHANGE コマンドで、bbbbbbbb の範囲
で aaaaaaaa 行が見付かりませんでした。

これは通知メッセージです。

ISRE257

解説:

* 範囲の終わりに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb が範囲にない。 (cccccccc)
RCHANGE を押して続行してください。

これは通知メッセージです。

ISRE256

解説:

* 範囲の初めに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb が範囲にない。 (cccccccc)
RCHANGE を押して続行してください。

aaaaaaaa bbbbbbbb が見付からない aaaaaaaa bbbbbbbb - が、範囲 dddddddd
内の cccccccc 行にありません。

これは通知メッセージです。

ISRE258

左の境界桁が無効 - aaaaaaaa (左境界) +
bbbbbbbb (ストリング・サイズ) が、
cccccccc (LRECL) より大きくなっていま
す。

桁の範囲が無効 - aaaaaaaa の桁範囲で
は、検索が最後のデータ桁を超えていま
す。

ストリングが長過ぎる - FIND、
CHANGE、SEEK、および EXCLUDE ス
トリングは 256 バイトを超えてはいけま
せん。

解説: 編集の FIND、CHANGE、SEEK、または
EXCLUDE で 256 文字より長いストリングを指定しよ
うとしました。 これらのコマンドのストリングの最大
長は 256 文字です。
ユーザー応答: これは編集マクロのみに関係するの
で、マクロ作成者に連絡してください。
プログラマー応答: FIND、CHANGE、SEEK、または
EXCLUDE を出す編集マクロが、256 バイト (引用符と
X、P、C、または T などのタイプ ID を含めずに) よ
り長いストリングを使用していないことを確認してくだ
さい。
ISRE261

文字ストリングの入力が必要 - CHANGE
の文字ストリングが存在しません (’*’ は
無効)。

解説: CHANGE コマンドがアスタリスク (″*″) を最初
のストリング・オペランド (FROM ストリング) として
入力されたが、この編集セッションではその前に
FIND、CHANGE、SEEK、または EXCLUDE コマンド
が発行されていません。
ユーザー応答: 有効な FROM ストリングを指定して
CHANGE コマンドを再発行してください。アスタリス
ク文字を検索したい場合は、アスタリスクを引用符で囲
みます。
ISRE262

行が検出されなかった - 探索の
CHANGE コマンドで aaaaaaaa 行が見付
かりませんでした。

解説: 無効な左の境界桁を指定したコマンドが入力さ
れました。

解説: change コマンドが検索するファイル内に除外行
も非除外行もありません。

ユーザー応答: 有効な左境界桁を使用してコマンドを
再発行してください。

ユーザー応答: CHANGE コマンドを変更し、X または
NX 指定を取り除いてください。
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ISRE263

文字が無効 - ピクチャー・ストリングの
特殊文字が無効です。

解説: CHANGE コマンドのピクチャー・ストリング指
定に無効文字が存在します。そのコマンドがマクロから
発行されている場合、その文字は X'01' のような通常で
ない 16 進コードである可能性があります。
ユーザー応答: CHANGE コマンドを変更し、有効なピ
クチャー・ストリング文字を指定してください。
ISRE264

aaaaaaaa bbbbb がない - aaaaaaaa bbbbb
が、(ddddd 〜 eeeee 桁の) どの cccccccc
行にも見付かりませんでした。

解説: CHANGE コマンドは、探索ストリングを桁
ddddd と桁 eeeee の間のいずれの除外または非除外行で
も検出しませんでした。
ユーザー応答: 処置は必要ありませんが、正確を期す
ために指定したストリング、現行の境界、またはコマン
ド上の桁番号を確認してください。
ISRE265

* データの終わりに到達 * - aaaaa
bbbbbbbb がありません。 RCHANGE キ
ーを押して初めから続行してください。

解説: CHANGE コマンドは探索ストリングをいずれの
除外、非除外行でも検出しなかったが、ファイルの一部
は検索されていません。
ユーザー応答: RCHANGE を押してファイルの初めか
ら探索してください。 正確を期すために、指定したス
トリング、現在の境界、またはコマンド上の桁番号をチ
ェックしてください。
ISRE266

* データの初めに到達 * - aaaaa
bbbbbbbb は見付からない。 RCHANGE
キーを押してデータの終わりから続行して
ください。

解説: CHANGE PREVIOUS コマンドは探索ストリン
グをいずれの除外、非除外行でも検出しなかったが、フ
ァイルの一部は検索されていません。
ユーザー応答: RCHANGE を押してファイルの終わり
から探索してください。 正確を期すために、指定した
ストリング、現在の境界、またはコマンド上の桁番号を
チェックしてください。
ISRE267

パラメーターが矛盾 - 探索対象のストリ
ングが指定された桁の間に収まりません。

解説: CHANGE コマンドでストリングが指定されまし
たが、指定された境界桁の間に収まりません。
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ユーザー応答: 新規のストリングか別の境界を指定し
て、CHANGE コマンドを再発行してください。
ISRE268

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グは偶数桁の 16 進でできていなければ
なりません。

解説: CHANGE コマンドで指定された 16 進ストリン
グは 16 進数 (0 〜 9、A 〜 F) を偶数個持っていませ
ん。
ユーザー応答: 有効な 16 進ストリングを指定して
CHANGE コマンドを再発行してください。
ISRE269

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グに無効な文字が含まれています (使える
のは 16 進数だけ)。

解説: 16 進ストリングが CHANGE コマンドで指定さ
れましたが、無効な 16 進桁が入っています。
ユーザー応答: 有効な 16 進ストリングを指定して
CHANGE コマンドを再発行してください。 有効な 16
進数は 0 〜 9 および A 〜 F です。
ISRE270
解説:

パラメーターが多過ぎる - MOVE コマン
ドで指定したパラメーターが多過ぎます。

無効な MOVE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: MOVE コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE271

解説:

パラメーターが認識されない - MOVE コ
マンドに対して、余分な、または無効なパ
ラメーターが指定されました。

無効な MOVE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: MOVE コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE272

解説:

パラメーターが無効 - MOVE コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な MOVE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: MOVE コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
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ISRE273

解説:

パラメーターが多過ぎる - LINENUM コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

無効な LINENUM コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINENUM コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE274

行番号が無効 - ″aaaaaaaa″ コマンドで指
定された相対行番号は存在しません。

解説: 入力された行番号が無効なので、コマンドは実
行されませんでした。

| ISRE278
|
|
|
|
|

| 解説: 置き換えようとしているメンバーは SCLM が制
| 御しています。
|
|

ユーザー応答: SCLM 編集プログラムを使用してメン
バーを更新してください。
ISRE280

ユーザー応答: 有効な行番号を指定してコマンドを入
力してください。
ISRE275

解説:

aaaaaaaa が無効 - LINENUM コマンドに
対する指定が実際のメンバーの長さを超え
ました。

無効な LINENUM コマンドが入力されました。

解説:

編集は許されません - SCLM に制御され
たデータ・セットのメンバーには編集は許
可されません。

解説: 編集しようとしているメンバーは SCLM が制御
しています。
ユーザー応答: そのメンバーは SCLM 編集プログラム
を使用して編集してください。
ISRE277

回復が失敗した - ファイル形式が無効で
す。おそらく PDF の前のバージョンで作
成されています。

解説: 回復データ・セットの形式が正しくないため、
編集プログラムは保留中の編集回復を処理できませんで
した。 このような状態に対する最も可能性のある説明
は、ユーザーが処理しようとしている回復データ・セッ
トが、前のリリースの ISPF で実行されたセッション中
に作成されたと考えることです。

ユーザー応答: CREATE コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE281

解説:

パラメーターが認識されない - CREATE
コマンドに対して、余分な、または無効な
パラメーターが指定されました。

無効な CREATE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: CREATE コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE282

解説:

パラメーターが無効 - CREATE コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な CREATE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: CREATE コマンドについて、ISPF 編集
機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE283

解説:

パラメーターが多過ぎる - LINE コマン
ドで指定したパラメーターが多過ぎます。
データは引用符で囲みましたか ?

無効な LINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINE コマンドについて、ISPF 編集機
能および編集マクロ の記述を見直してください。

ユーザー応答: 最近 ISPF の新規リリースに変換して
いるならば、回復処理を旧リリースを使用して行ってみ
てください。 それでもだめな場合は、システム・プロ
グラマーに連絡してください。

ISRE284

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

解説:

弊社サポート部門まで

パラメーターが多過ぎる - CREATE コマ
ンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

無効な CREATE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINENUM コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE276

REPLACE は使用不可 - SCLM 制御デー
タ・セットのメンバーでは、REPLACE
は使用できません。SCLM 制御メンバー
を置き換えるには、SCLM 編集で
SREPLACE コマンドを使用してくださ
い。

パラメーターが認識されない - 余計な、
または無効なパラメーターが LINE コマ
ンドに指定されました。

無効な LINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINE コマンドについて、ISPF 編集機
能および編集マクロ の記述を見直してください。
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ISRE285

解説:

パラメーターが無効 - LINE コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な LINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINE コマンドについて、ISPF 編集機
能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE286

解説:

行ポインターが無効 - LINE コマンドに
必須の行ポインターが正しく指定されませ
んでした。

無効な LINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINE コマンドについて、ISPF 編集機
能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE287

解説:

データ・パラメーターが省略された LINE コマンドに必須のデータ・パラメー
ターが指定されませんでした。

無効な LINE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: LINE コマンドについて、ISPF 編集機
能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE290

解説:

無効な CHANGE コマンドが入力されました。

ISRE291

解説:

パラメーターが多過ぎる - CHANGE コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

パラメーターが矛盾する - CHANGE コ
マンドに対して ’aaaaaaaa’ と ’bbbbbbbb’
の両方は指定できません。

無効な CHANGE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: CHANGE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE292

解説:

パラメーターが無効 - キーワードのつづ
りに誤りがないか、境界桁 (数値) パラメ
ーターの数が多過ぎないかを調べてくださ
い。

無効なパラメーターが入力されました。

ユーザー応答:
ISRE293

無効なパラメーターを訂正します。

ストリングを引用符で囲む必要 - ソース
およびターゲット文字ストリングを引用符
(’’) で囲んでください。

解説: コマンドを実行するためにソースとターゲット
の文字ストリングは単一引用符で囲む必要があります。
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ユーザー応答: ソースとターゲットの両方の文字スト
リングを単一引用符で囲んでください。
ISRE294

解説:

必要なストリングがない - CHANGE コ
マンドではターゲット・ストリングを指定
する必要があります。

無効な CHANGE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: CHANGE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE295

解説:

必要なストリングがない - CHANGE コ
マンドにはソース・データの 2 番目のス
トリングが必要です。

無効な CHANGE コマンドが入力されました。

ユーザー応答: CHANGE コマンドについて、ISPF 編
集機能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE296

解説:

パラメーターが多すぎる - aaaaaaaa の後
に COPY メンバー名またはデータ・セッ
ト名を指定できます。

無効なコマンドが入力されました。

ユーザー応答: 入力されたコマンドについては、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。
ISRE297

解説:

ラベルが欠落 - BEFORE または AFTER
キーワードの後にラベルを指定する必要が
あります。

入力したコマンドにはラベルが必要です。

ユーザー応答:
てください。
ISRE298

解説:

ラベルを指定してコマンドを再発行し

パラメーターが無効 - COPY コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

無効な COPY コマンドが入力されました。

ユーザー応答: COPY コマンドについて、ISPF 編集機
能および編集マクロ の記述を見直してください。
ISRE302

編集 - 回復 - aaaaaaaa の bbbbbbbb か
らの回復が完了しました。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、ユーザーがパネル ISREDM02 (Edit Automatic
Recovery パネル) でデータ・セットの編集を継続するた
めに Enter キーを押したときに、ユーザーのログ・デー
タ・セットに送られます。
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ISRE304

回復が失敗した - バックアップ・デー
タ・セットの読み取りに失敗しました。デ
ータの回復は取り消されました。

解説: PDF が回復データ・セットをオープンできませ
んでした。
ユーザー応答: CANCEL によりデータ・セットの回復
が取り消され、ユーザーは先へ進むことができます。
ただし、この問題をシステム・プログラマーに報告する
場合は、適切な診断ができるように、CANCEL を入力
する「前に」報告してください。
システム・プログラマー応答: ユーザーの ISPF ログ
で回復データ・セット名を調べ、次のコピーを作成して
ください。
v 編集中のデータ・セット。
v 回復データ・セット。
v 失敗した編集セッションに関する ISPF ログ項目のす
べて。
v 編集中のデータ・セットについて、OPT32 ″I″ で得ら
れるすべての情報のメモをとる。
ISRE305

編集 - 回復 - aaaaaaaa の bbbbbbbb か
らの回復が失敗しました。

解説: この通知メッセージは、PDF が回復データ・セ
ットをオープンできないとき、ユーザーの ISPF ログ・
データ・セットに書き出されます。 また、メッセージ
ISRE304 もユーザーの端末に表示されます。
ユーザー応答: CANCEL によりデータ・セットの回復
が取り消され、ユーザーは先へ進むことができます。
ただし、この問題をシステム・プログラマーに報告する
場合は、適切な診断ができるように、CANCEL を入力
する「前に」報告してください。
システム・プログラマー応答: ユーザーの ISPF ログ
で回復データ・セット名を調べ、次のコピーを作成して
ください。
v 編集中のデータ・セット。
v 回復データ・セット。
v 失敗した編集セッションに関する SPF ログ項目のす
べて。
v 編集中のデータ・セットについて、OPT32 ″I″ で得ら
れるすべての情報のメモをとる。
ISRE306

回復エラー - バックアップ・データ・セ
ットの初期設定が失敗し、回復は中断され
ました。

ただし、この問題をシステム・プログラマーに報告する
場合は、適切な診断ができるように、CANCEL を入力
する「前に」報告してください。
システム・プログラマー応答: ユーザーの ISPF ログ
で回復データ・セット名を調べ、次のコピーを作成して
ください。
v 編集中のデータ・セット。
v 回復データ・セット。
v 失敗した編集セッションに関する ISPF ログ項目のす
べて。
v 編集中のデータ・セットについて、OPT32 ″I″ で得ら
れるすべての情報のメモをとる。
ISRE307

回復エラー - バックアップ・データ・セ
ットへの書き込みに失敗したか、あるいは
データ・セットが小さ過ぎたため、回復は
中断されました。

解説: PDF は回復データ・セットに書き込みができま
せんでした。 中断コード = X'00' または X'03'。
ユーザー応答: 回復をオフにして編集を継続するか、
あるいは編集セッションを終了して再度編集セッション
に入り、新規の回復ファイルを作成してください。
ISRE309

回復が中断された - 編集を継続するには
回復をオフにしてください。

解説: 回復データ・セットに書き込もうとしたときに
エラーが起きました。
ユーザー応答: 回復をオフにして編集を継続するか、
あるいは編集セッションを終了して再度編集セッション
に入り、新規の回復ファイルを作成してください。
ISRE310

初期マクロのエラー - 初期マクロからは
マクロ・コマンドの入力は許されません。

解説: 初期マクロでは使用できない編集マクロ・コマ
ンドが、初期マクロで使用されました。 コマンドが参
照する表示値 (DISPLAY_COLS、DISPLAY_LINES、
DOWN、LEFT、RIGHT、UP、LOCATE) は、初期マク
ロでは無効です。なぜならデータがまったく表示されて
いないからです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 初期マクロの指定を変更して別の
マクロを使用するか、マクロから無効なコマンドを取り
除いてください。

解説: PDF は回復データ・セットを処理できませんで
した。 中断コード = X'02'
ユーザー応答: CANCEL によりデータ・セットの回復
が取り消され、ユーザーは先へ進むことができます。
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ISRE311

UNDO が続けて入力された - UNDO が
使用できるのは次のデータが変更された後
です。

解説: これは通知メッセージです。 使用可能な記憶域
が不十分だったので、編集プログラムは現在のトランザ
クションを保管できませんでした。 編集で変更された
レコードはリセットされたので、その後の変更について
はやり直しできます。しかし、このメッセージが表示さ
れる前の変更内容はやり直しできません。
ISRE312

UNDO は中断された - 現在のコピーを保
管しておく記憶域がありません。

解説: 十分な記憶域がないため、編集プログラムは編
集中のデータ・セットまたはメンバーの元の姿を完全に
保持することができません。 記憶域からの UNDO は
もはや使用できません。
ユーザー応答: 編集中のデータのサイズを小さくすれ
ば、SETUNDO STORAGE 編集基本コマンドを使用して
UNDO を再始動できる可能性があります。
ISRE313

回復ファイルから UNDO する - UNDO
はまだ使用できますが、回復ファイルを使
用します。

解説: 十分な記憶域がないため、編集プログラムは編
集中のデータ・セットまたはメンバーの元の姿を完全に
保持することができません。 記憶域から UNDO を使
用できません。 ただし、回復が活動状態なので、
UNDO は回復ファイルから続けて使用できます。
ユーザー応答: 編集中のデータのサイズを小さくすれ
ば、SETUNDO STORAGE 編集基本コマンドを使用して
UNDO を再始動できる可能性があります。
ISRE314

UNDO は利用不能 - UNDO は中断して
います。 SETUNDO ON を入力して再度
初期設定してください。

解説: 十分な記憶域がないため、編集プログラムは編
集中のデータ・セットまたはメンバーの元の姿を完全に
保持することができません。 記憶域からの UNDO は
もはや使用できません。
ユーザー応答: 編集中のデータのサイズを小さくすれ
ば、SETUNDO STORAGE 編集基本コマンドを使用して
UNDO を再始動できる可能性があります。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ISRE316

|
|
|
|
|
|
|

解説: 編集バックアップ・データ・セット (回復ファイ
ルとも呼ばれる) が誤って割り振られているため、編集
セッションの変更内容を保管するために使用できませ
ん。誤った属性を持つ現在の回復データ・セットが原因
と考えられます。編集の回復がデータ・セットを削除す
る場合があるので、回復をオフにし、また回復に戻すと
この問題が修正されることがあります。

|
|
|
|
|

ユーザー応答: 回復をオフにして、その後再度回復を
オンにしてください。これで問題が修正されない場合
は、ファイル aaaaaaaa を削除して、回復を再試行して
ください。再度メッセージが出るようであれば、PDF
の導入責任者に連絡してください。

|
|
|
|

システム・プログラマー応答: ISPF/PDF 構成テーブル
の編集バックアップ・データ・セットの割り振りパラメ
ーターを変更して、最小編集回復ブロック・サイズを増
やしてください。
ISRE317

回復が中断 - エラー - バックアップ・デ
ータ・セット aaaaaaaa の初期化に失敗し
ました。- 属性が無効です。バックアッ
プ・データ・セットは順次 (レコード形式
″U″) でなければならず、少なくとも編集
しているデータ・セットのブロック・サイ
ズでなければならず、またストライプ・デ
ータ・セットにすることはできません。
RECOVERY OFF の後で RECOVERY
ON を入力することによって、この問題を
修正できる場合もあります。

UNDO の対象がない - 次の理由のいずれ
かにより、やり直すべき対象がありませ
ん。データが最後に保管されて以降なにも
変更されていない、UNDO が続けて入力
された、またはすべての変更内容がすでに
やり直された。

解説: UNDO コマンドが入力されたが、やり直すべき
対象がありません。 次のいずれかの理由が考えられま
す。
v データが最後に保管されてからなにも変更がなかっ
た。
v 編集セッションの最初からなにも変更がなかった。
v UNDO が中断されている。
v 最後の変更がなされてから、UNDO を繰り返し入力
している。
v 記録された編集対話のすべてがすでにやり直しされ
た。
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ISRE318

RENUM の使用が望ましい - 過度の自動
再番号付けを避けるため、RENUM の使
用をお勧めします。

解説: 編集プログラムは多数のレコードに再度番号付
けを強制されていますが、連続するレコードの順序番号
が非常に近接しているため、将来の変更によってデータ
の再番号付けが過度に行われる可能性があります。
ユーザー応答:
ISRE319

RENUM コマンドを出してください。

UNDO が利用不能 - UNDO は、
SETUNDO と RECOVERY の両方が
OFF または中断の場合、使用できませ
ん。

解説: SETUNDO STORAGE および RECOVERY の両
方がオフまたは中断状態なので、UNDO コマンドは使
用できません。
ユーザー応答: 回復または Setundo をオン
(RECOVERY ON または SETUNDO STORAGE) にして
ください。 すでにこれらがオンになっている場合は、
いったんオフにしてから再度オンにしてください。
ISRE320

パラメーターが多過ぎる - SHIFT コマン
ドで指定したパラメーターが多過ぎます。

解説: SHIFT 編集マクロ・コマンドが出されたが、パ
ラメーターが多過ぎました。 最大 3 つのパラメーター
が指定できます (シフト・タイプ、行ポインター、およ
びシフト量)。
プログラマー応答: マクロの SHIFT コマンドを変更
し、最大 3 つのパラメーター (シフト・タイプ、行ポイ
ンター、およびシフト量) を指定するようにします。
ISRE321

パラメーターが無効 - SHIFT コマンドに
無効なパラメーターが指定されました。

解説: SHIFT 編集マクロ・コマンドが出されたが、パ
ラメーターが少なくとも 1 つ無効です。 シフト・タイ
プと行ポインターの指定は必須です。 シフト量は任意
選択です。
プログラマー応答: マクロの SHIFT コマンドを変更
し、最大 3 つのパラメーター (シフト・タイプ、行ポイ
ンター、およびシフト量) を指定するようにします。
ISRE322

パラメーターが無効 - SHIFT コマンドに
無効なパラメーターが指定されました。

解説: SHIFT 編集マクロ・コマンドが出されたが、パ
ラメーターが少なくとも 1 つ無効です。 シフト・タイ
プと行ポインターの指定は必須です。 シフト量は任意
選択です。

プログラマー応答: マクロの SHIFT コマンドを変更
し、最大 3 つのパラメーター (シフト・タイプ、行ポイ
ンター、およびシフト量) を指定するようにします。
ISRE323

行ポインターが必要 - SHIFT コマンドに
は行ポインター・パラメーターを指定しな
ければなりません。

解説: SHIFT 編集マクロ・コマンドが出されたが、行
ポインター値がありません。 シフト・タイプと行ポイ
ンターの指定は必須で、シフト量は任意選択です。
プログラマー応答: マクロの SHIFT コマンドを変更し
て行ポインターを含めてください。
ISRE324

シフト・タイプが必要 - ’(’ は左桁シフ
ト、’)’ は右桁シフト、’<’ は左データ・
シフト、’>’ は右データ・シフトです。

解説: SHIFT 編集マクロ・コマンドが出されました
が、シフト・タイプがありません。シフト・タイプ、
(、)、<、または>、および行ポインターの指定が必須で
す。シフト量は任意選択です。
プログラマー応答: マクロの SHIFT コマンドを変更し
てシフト・タイプを含めてください。 有効なシフト・
タイプは次のとおりです。
(
左桁シフト
)
右桁シフト
<
左データ・シフト
>
右データ・シフト
ISRE325

行ポインターが無効 - SHIFT コマンドに
指定された行ポインターが無効です。

解説: SHIFT 編集マクロ・コマンドが出されたが、行
ポインターが無効です。 行ポインターは、有効な既存
の行番号、または有効な既存のラベルでなければなりま
せん。
ユーザー応答: マクロの SHIFT コマンドを訂正して、
正しい行を参照してください。 行ポインターは、ラベ
ルまたは相対行番号にすることができます。
行番号またはラベルが存在することを確認してくださ
い。 削除やラベルの変更によって、マクロが参照する
行の番号やラベルが論理的に変えられている可能性があ
ります。
ISRE327

ラベル・エラーの可能性 - ″bbbbbbbb″ コ
マンドで、″aaaaaaaa″ が無効であるか未
定義ラベルであると認識されました。

解説: bbbbbbbb コマンドはラベルに類似したオペラン
ドを持っていますが、そのラベルはファイルに存在しな
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いか、構文的に誤っています。
プログラマー応答: コマンドまたはマクロを訂正し
て、有効で存在しているラベルを使用するようにしてく
ださい。 ラベルには数字または非英字は使用できませ
ん。例外は最初のピリオドだけです。
ISRE328

システム・テーブルのエラー - 編集コマ
ンド定義テーブル (TED) に無効なパラメ
ーター・タイプの定義があります。

解説: 内部 PDF テーブルが誤って定義されているため
に、エラーが起こりました。
ユーザー応答: この問題が引き続き起こるようであれ
ば、IBM サポートに連絡してください。
ISRE329

システム・テーブルのエラー - 編集コマ
ンド定義テーブル (TED) からメッセージ
ID が欠落しています。

解説: 内部 PDF テーブルが誤って定義されているため
に、エラーが起こりました。
ユーザー応答: この問題が引き続き起こるようであれ
ば、IBM サポートに連絡してください。
ISRE330

パラメーターが多過ぎる - USER_STATE
コマンドで指定したパラメーターが多過ぎ
ます。

解説: 編集マクロが USER_STATE コマンドを出しま
したが、パラメーターが多過ぎます。 ユーザー状態コ
マンドではパラメーターとして 1 つの変数名だけが許
されます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: USER_STATE コマンドを訂正し、
括弧で囲んだ正しい変数名を含めてください。
ISRE331

パラメーターが無効 - USER_STATE コ
マンドに無効なパラメーターが指定されま
した。

解説: 編集マクロが USER_STATE コマンドを出しま
したが、パラメーターが無効です。 ユーザー状態コマ
ンドではパラメーターとして 1 つの変数名だけが許さ
れます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: USER_STATE コマンドを訂正し、
括弧で囲んだ正しい変数名を含めてください。
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ISRE333

USER_STATE の変数が無効 USER_STATE 復元に指定した変数に無
効なデータが含まれています。

解説: 編集マクロ・ステートメントが USER_STATE =
(var) 割り当てステートメントを出しましたが、無効な
データを含む変数を使用しています。 その変数は、直
前の (var) = USER_STATE コマンドで保管されたデー
タを使用して設定されなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: USER_STATE コマンドを訂正し、
直前の USER_STATE コマンドで設定されたデータを使
用してください。
ISRE335

パラメーターは変数である必要 - 編集環
境を復元するには、コマンド形式は
USER_STATE = (var) です。

解説: 編集マクロが USER_STATE コマンドを出しま
したが、パラメーターが無効か、あるいは構文が無効で
す。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: USER_STATE コマンドを訂正し、
括弧で囲んだ正しい変数名を使用してください。
ISRE336

必須パラメーターがない - コマンド形式
USER_STATE = (var) にはパラメーター
(var) が必須です。

解説: 編集マクロが USER_STATE コマンドを出しま
したが、パラメーターがありません。 変数名が必要で
す。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: USER_STATE コマンドを訂正し、
括弧で囲んだ正しい変数名を使用してください。
ISRE337

aaaaa には名前が必要 - COMPARE の
aaaaa オペランドが有効なのは、データ・
セット名または NEXT も同時に指定され
ている場合だけです。

解説: COMPARE コマンドの SAVE および SYSIN オ
ペランドは、比較データ・セットまたはメンバー名がそ
の COMPARE コマンドで指定されている場合にのみ使
用できます。 SAVE オペランドは SuperC のリスト
を、ISPFEDIT.COMPARE.LIST. という接頭部の名前の
データ・セットに保管します。 SYSIN オペランドを用
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いることにより、SuperC では以前 DD 名 SYSIN に対
して割り振られていた処理ステートメントを入手するこ
とができます。 SYSIN が指定されていなければ、DD
名 SYSIN は SuperC が呼び出される前に解放されま
す。
ユーザー応答: SAVE または SYSIN オペランドを使
用する場合は、比較データ・セット名を編集 COMPARE
コマンドで指定してください。
ISRE351

文字ストリングが無効 - EXCLUDE コマ
ンドの最初のストリングはヌル (’’) スト
リングであってはなりません。

検出されませんでした。 元の EXCLUDE コマンドは範
囲の初めから範囲の終わりまでの探索を指定していま
す。範囲の初めに到達したが、ストリングは見付けられ
ませんでした。
ユーザー応答: RFIND を押して、引き続き範囲の初め
からの探索をするか、あるいは EXCLUDE コマンドで
指定したストリングか、ラベルの範囲を変更してくださ
い。
ISRE358

左の境界桁が無効 - aaaaaaaa (左境界) +
bbbbbbbb (ストリング・サイズ) が
cccccccc (LRECL) より大きくなっていま
す。

解説: EXCLUDE コマンドが出されましたが、除外対
象のストリングとしてヌル・ストリングが指定されてい
ます。

解説: 左の境界桁と除外ストリング・サイズとの和が
レコード長を超えています。

ユーザー応答: EXCLUDE コマンドを訂正して、少な
くとも 1 つの文字をもつストリングを指定してくださ
い。

ユーザー応答: ストリングまたは境界条件を変更して
ストリングが指定された境界内に収まるようにしてくだ
さい。

ISRE353

ストリングを引用符で囲む - 除外する文
字ストリングを引用符で囲んでください。

解説: EXCLUDE コマンドによって除外されるストリ
ングが、コマンドからは判別できません。 これは通
常、ストリングがコマンドの有効なキーワードである場
合やストリングがコンマである場合に生じます。
ユーザー応答: EXCLUDE コマンドを変更し、除外す
るストリングを単一引用符、あるいは二重引用符で囲ん
でください。
ISRE354

* 範囲の初めに到達 * - aaaaaaaa
bbbbbbbb が範囲にない。 RFIND を押し
て続行してください。

解説: EXCLUDE コマンドによって除外されるストリ
ングが、EXCLUDE コマンドで指定されたラベルの間に
検出されませんでした。 元の EXCLUDE コマンドは範
囲の終わりから範囲の初めまでの探索を指定していま
す。範囲の初めに到達したが、ストリングは見付けられ
ませんでした。
ユーザー応答: RFIND を押して、引き続き範囲の終わ
りからの探索をするか、あるいは EXCLUDE コマンド
でストリングかラベルの範囲を変更してください。
ISRE355

*** 範囲の終わり *** - aaaaaaaa
bbbbbbbb が範囲内に見付かりません。
RFIND を押して続行してください。

ISRE359

桁の範囲が無効 - aaaaaaaa の桁範囲で
は、検索が最後のデータ桁を超えていま
す。

解説: 編集マクロの EXCLUDE コマンドが、現行のデ
ータ桁の範囲外にあるストリングを探索しようとしまし
た。
プログラマー応答: 境界条件を変更してストリングが
指定された境界内に収まるようにしてください。
DATA_WIDTH コマンドを使用して最大データ桁を調べ
てください。
ISRE361

文字ストリングの入力が必要 FIND/EXCLUDE に対して文字ストリング
が入力されていません (したがって * は
無効です)。

解説: FIND または EXCLUDE コマンドがアスタリス
ク (*) を最初のストリング・オペランド (FROM ストリ
ング) として入力されたが、この編集セッションではそ
の前に FIND、CHANGE、SEEK、または EXCLUDE コ
マンドのいずれも出されていません。
ユーザー応答: 有効な FROM ストリングを指定して
FIND または EXCLUDE コマンドを再発行してくださ
い。 アスタリスク文字を検索または除外したい場合
は、アスタリスクを引用符で囲みます。

解説: EXCLUDE コマンドによって除外されるストリ
ングが、EXCLUDE コマンドで指定されたラベルの間に
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ISRE362

行が検出されなかった - 探索の
EXCLUDE コマンドで aaaaaaaa 行が見
付かりませんでした。

解説: FIND コマンドが検索するファイル内に除外行も
非除外行もありません。
ユーザー応答: FIND コマンドを変更し、X または
NX 指定を取り除いてください。
ISRE363

文字が無効 - ピクチャー (P’xxx’) ストリ
ングに指定した特殊文字が無効です。

解説: FIND コマンドのピクチャー・ストリング指定に
無効文字が存在します。そのコマンドがマクロから出さ
れている場合、その文字は X'01' のような通常でない
16 進コードである可能性があります。
ユーザー応答: FIND コマンドを変更し、有効なピクチ
ャー・ストリング文字を指定してください。
ISRE364

aaaaaaaa bbbbbbbb がない - aaaaaaaa
bbbbbbbb が、(ddddd 〜 eeeee 桁の) どの
cccccccc 行にも見付かりませんでした。

解説: FIND または EXCLUDE コマンドは、探索スト
リングを桁 ddddd と桁 eeeee の間のいずれの除外また
は非除外行でも検出しませんでした。
ユーザー応答: 処置は必要ありませんが、正確を期す
ために指定したストリング、現行の境界、またはコマン
ド上の桁番号を確認してください。
ISRE365

* データの終わりに到達 * - aaaaa
bbbbbbbb がありません。 RFIND キーを
押して初めから続行する。

解説: FIND または EXCLUDE コマンドは探索ストリ
ングをいずれの除外、非除外行でも検出しなかったが、
ファイルの一部は検索されていません。
ユーザー応答: RFIND を押してファイルの初めを探索
してください。 正確を期すために、指定したストリン
グ、現在の境界、またはコマンド上の桁番号をチェック
してください。
ISRE366

* データの初めに到達 * - aaaaa
bbbbbbbb は見付からない。 RFIND キー
を押してデータの終わりから続行してくだ
さい。

解説: FIND PREVIOUS または EXCLUDE PREVIOUS
コマンドは探索ストリングをいずれの除外、非除外行で
も検出しませんでした。ファイルの一部は検索されてい
ません。
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ユーザー応答: RFIND を押してファイルの終わりから
探索してください。 正確を期すために、指定したスト
リング、現在の境界、またはコマンド上の桁番号をチェ
ックしてください。
ISRE367

パラメーターが矛盾 - ストリングが指定
された桁の間に収まりません。

解説: FIND または EXCLUDE コマンドでストリング
が指定されましたが、指定された境界桁の間に収まりま
せん。
ユーザー応答: 新規のストリングか別の境界を指定し
て、FIND または EXCLUDE コマンドを再発行してく
ださい。
ISRE368

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グの桁数は偶数でなければなりません。

解説: FIND または EXCLUDE コマンドで指定された
16 進ストリングには 16 進数 (0 〜 9、A 〜 F) が偶
数桁ありません。
ユーザー応答: 有効な 16 進ストリングを指定して
FIND または EXCLUDE コマンドを再発行してくださ
い。
ISRE369

16 進ストリングが無効 - 16 進ストリン
グは 16 進数 (0 〜 9、A 〜 F) だけで
できている必要があります。

解説: 16 進ストリングが FIND または EXCLUDE コ
マンドで指定されましたが、無効な 16 進桁が入ってい
ます。
ユーザー応答: 有効な 16 進ストリングを指定して
FIND または EXCLUDE コマンドを再発行してくださ
い。 有効な 16 進数は 0 〜 9 および A 〜 F です。
ISRE370

パラメーターが多過ぎる - TFLOW コマ
ンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

解説: ISREDIT TFLOW 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 TFLOW コマン
ドには 2 つのパラメーター (行ポインターと桁番号) し
か許されません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISREDIT TFLOW コマンドを訂正
して、行ポインターだけを指定するか、行ポインターと
任意選択の桁番号を指定するようにしてください。
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ISRE371

パラメーターが無効 - TFLOW コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

解説: ISREDIT TFLOW 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 行ポインターは
正しく指定されたが、桁番号が無効である可能性があり
ます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISREDIT TFLOW コマンドを訂正
して、行ポインターと任意選択で桁番号を指定するよう
にしてください。
ISRE373

必須パラメーターが省略された - 必要な
aaaaaaaa パラメーターが TFLOW コマ
ンドで省略されたか、パラメーターが無効
でした。

解説: ISREDIT TFLOW 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 行ポインター・
オペランドが無効である可能性があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISREDIT TFLOW コマンドを訂正
して、有効な行ポインターと、任意選択で有効な桁番号
を指定するようにしてください。
ISRE374

aaaaaaaa が無効 - TFLOW コマンドに指
定された aaaaaaaa が無効です。

解説: ISREDIT TFLOW 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 行ポインターが
指す行が編集データ内にありません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TFLOW コマンドを出す前に、編集
データにその行番号が存在することを確認するように編
集マクロを訂正してください。
ISRE375

パラメーターが多過ぎる - TSPLIT コマ
ンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

プログラマー応答: ISREDIT TSPLIT コマンドを訂正
して、行ポインターと桁番号だけを指定するようにして
ください。
ISRE376

パラメーターが無効 - TSPLIT コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

解説: ISREDIT TSPLIT 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 行ポインターま
たは桁番号が無効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISREDIT TSPLIT コマンドを訂正
して、有効な行ポインターと桁番号を指定するようにし
てください。
ISRE377

aaaaaaaa が無効 - TSPLIT コマンドに指
定された aaaaaaaa が無効です。

解説: ISREDIT TSPLIT 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 行ポインターが
指す行が編集データ内にありません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TSPLIT コマンドを出す前に、行ポ
インターが存在する行を参照するように ISREDIT
TSPLIT コマンドを訂正してください。
ISRE378

TSPLIT パラメーターが無効 - TSPLIT
コマンドでは 2 つのパラメーターを指定
するか、なにも指定しないでください。

解説: ISREDIT TSPLIT 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 指定されたパラ
メーターは 1 つだけでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISREDIT TSPLIT コマンドがパラ
メーターをまったく持たないか、行ポインターと桁番号
を持つよう、訂正してください。
ISRE380

パラメーターが多過ぎる - XSTATUS コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

解説: ISREDIT TSPLIT 編集マクロ・コマンドが編集
マクロから不正確に発行されました。 TSPLIT コマンド
には 2 つのパラメーター (行ポインターと桁番号) しか
許されません。

解説: 編集マクロ・コマンド XSTATUS が出された
が、パラメーターが多過ぎました。

ユーザー応答:
い。

プログラマー応答: 次の構文に合致するように
XSTATUS コマンドを訂正してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ
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ISREDIT XSTATUS line-pointer = status-indicator
または
ISREDIT (var) = XSTATUS line-pointer.
ISRE381

パラメーターが無効 - XSTATUS コマン
ドに、余分なまたは無効なパラメーターが
指定されました。

解説: 編集マクロ・コマンド XSTATUS が出された
が、パラメーターが無効でした。
プログラマー応答: 次の構文に合致するように
XSTATUS コマンドを訂正してください。
ISREDIT XSTATUS line-pointer = status-indicator
または
ISREDIT (var) = XSTATUS line-pointer.
ISRE382

必須パラメーターが省略された XSTATUS コマンドで必要な行番号パラ
メーターが省略されたか、または無効で
す。

解説: 編集マクロ・コマンド XSTATUS が出された
が、行番号パラメーターがありません。
プログラマー応答: 次の構文に合致するように
XSTATUS コマンドを訂正してください。
ISREDIT XSTATUS line-pointer = status-indicator
または
ISREDIT (var) = XSTATUS line-pointer.
ISRE383

必須パラメーターが省略された XSTATUS コマンドには状況表示の X ま
たは NX が必須です。

解説: 編集マクロ・コマンド XSTATUS が出された
が、状況表示がありません。
プログラマー応答: 次の構文に合致するように
XSTATUS コマンドを訂正してください。
ISREDIT XSTATUS line-pointer = status-indicator
または
ISREDIT (var) = XSTATUS line-pointer.
ISRE384

行番号が無効 - XSTATUS コマンドに指
定された相対行番号が無効です。

解説: 編集マクロ・コマンド XSTATUS が出された
が、行番号が無効でした。 この場合、行番号は
line-pointer のタイプです。 相対行番号はファイル内に
存在しない可能性があります。
プログラマー応答: 次の構文に合致するように
XSTATUS コマンドを訂正してください。
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ISREDIT XSTATUS line-pointer = status-indicator
または
ISREDIT (var) = XSTATUS line-pointer.
ユーザーが渡そうとする行番号がファイル内に存在する
かどうかも確認してください。 LINENUM コマンドを
使用して、最後の行の相対行番号を入手することを考え
てください (.ZLAST)。
ISRE385

データ ID 解放時のエラー - LMFREE サ
ービスで、生成されたデータ ID を解放す
るときにエラーが起きました。

解説: 編集マクロを実行するためにデータ ID を解放
しようとして内部エラーが発生しました。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE386

弊社サポート部門まで

DISPLAY_LINES コマンドが失敗した データが表示される前に
″DISPLAY_LINES″ コマンドが出されま
した。

解説: DISPLAY_LINES 編集マクロ・コマンドが初期
マクロで使用されました。 DISPLAY_LINES は、少な
くとも 1 回はデータが実際に表示されない限り使用で
きません。したがって、初期マクロでは使用できませ
ん。
ユーザー応答: マクロを変更せずに実行する必要があ
る場合は、初期マクロとして使用せずに、最初の表示が
出た後で手操作で出してください。
プログラマー応答: DISPLAY_LINES コマンドを初期
マクロから取り除いてください。
ISRE387

データ ID 作成時のエラー - LMINIT サ
ービスで、データ ID を生成しようとした
ときエラーが発生しました。

解説: 編集マクロを実行するためにデータ ID を作成
しようとして内部エラーが発生しました。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE388

解説:
す。

弊社サポート部門まで

パラメーターが多過ぎる - UP (スクロー
ル) コマンドで指定したパラメーターが多
過ぎます。

UP コマンドで指定したパラメーターが多過ぎま

ユーザー応答: パラメーター (MAX、DATA、HALF、
PAGE、CSR、または 1 つの数値) のうち 1 つだけを使

PDF メッセージ
用して UP コマンドを再発行してください。
ISRE389

解説:
す。

パラメーターが矛盾する - ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は UP (スクロール) コ
マンドに指定できません。

UP コマンドで指定したパラメーターは無効で

ユーザー応答: パラメーター (MAX、DATA、HALF、
PAGE、CSR、または 1 つの数値) のうち 1 つだけを使
用して UP コマンドを再発行してください。
ISRE390

パラメーターが無効 - UP (スクロール)
コマンドに、余分なまたは無効なパラメー
ターが指定されました。

解説: UP コマンドで無効なパラメーターが使用されま
した。
ユーザー応答: UP コマンドの資料を見直してくださ
い。 UP コマンドの詳細については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE391

パラメーターが多過ぎる - RIGHT (スク
ロール) コマンドで指定したパラメーター
が多過ぎます。

解説: RIGHT コマンドで指定したパラメーターが多過
ぎます。
ユーザー応答: RIGHT コマンドの資料を見直してくだ
さい。 RIGHT コマンドの詳細については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE392

パラメーターが矛盾する - ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は RIGHT (スクロー
ル) コマンドに指定できません。

解説: RIGHT コマンドで 2 つのパラメーターは指定
できません。
ユーザー応答: RIGHT コマンドの資料を見直してくだ
さい。 RIGHT コマンドの詳細については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE393

パラメーターが無効 - RIGHT (スクロー
ル) コマンドに、余分なまたは無効なパラ
メーターが指定されました。

解説: 誤ったパラメーターが RIGHT コマンドに指定
されました。
ユーザー応答: RIGHT コマンドの資料を見直してくだ
さい。 RIGHT コマンドの詳細については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。

ISRE394

パラメーターが多過ぎる - LEFT (スクロ
ール) コマンドで指定したパラメーターが
多過ぎます。

解説: LEFT コマンドで指定したパラメーターが多過ぎ
ます。
ユーザー応答: LEFT コマンドの資料を見直してくださ
い。 LEFT コマンドの詳細については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE395

パラメーターが矛盾する - ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は LEFT (スクロール)
コマンドに指定できません。

解説: LEFT コマンドで 2 つのパラメーターは指定で
きません。
ユーザー応答: LEFT コマンドの資料を見直してくださ
い。 LEFT コマンドの詳細については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE396

パラメーターが無効 - LEFT (スクロール)
コマンドに、余分なまたは無効なパラメー
ターが指定されました。

解説: LEFT コマンドに対するパラメーターが間違って
いました。
ユーザー応答: LEFT コマンドの資料を見直してくださ
い。 LEFT コマンドの詳細については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE397

パラメーターが多過ぎる - DOWN (スク
ロール) コマンドで指定したパラメーター
が多過ぎます。

解説: DOWN コマンドで指定したパラメーターが多過
ぎます。
ユーザー応答: DOWN コマンドの資料を見直してくだ
さい。 DOWN コマンドの詳細については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE398

パラメーターが矛盾する - ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は DOWN (スクロー
ル) コマンドに指定できません。

解説: DOWN コマンドで 2 つのパラメーターは指定
できません。
ユーザー応答: DOWN コマンドの資料を見直してくだ
さい。 DOWN コマンドの詳細については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。

第2章 PDF メッセージ

305

PDF メッセージ
ISRE399

パラメーターが無効 - DOWN (スクロー
ル) コマンドに、余分なまたは無効なパラ
メーターが指定されました。

解説: 誤ったパラメーターが DOWN コマンドに指定
されました。
ユーザー応答: DOWN コマンドの資料を見直してくだ
さい。 DOWN コマンドの詳細については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE400

最後の行が見付からない - 要求された最
後の行 (aaaaaaaa) が見付かる前に、ファ
イルの終わりに達しました。

解説: 拡張コピー・コマンドは、要求された最後の行
を検出できませんでした。 コピーが完了する前に、フ
ァイルの終わりに達しました。
ユーザー応答: 拡張コピー・コマンドに指定した最後
の行番号を確認してください。
ISRE401

メンバー名が必要 - メンバー名または
end を入力してください。

解説: メンバー・リストは COPY コマンドでサポート
されていません。 メンバー名を入力する必要がありま
す。
ユーザー応答: COPY コマンドにメンバー名を入力し
てください。 COPY コマンドの詳細については、ISPF
編集機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE402

メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb - メンバー
aaaaaaaa は bbbbbbbb でした。また
cccccccc はライブラリーに存在します。

解説: これは通知メッセージです。 選択されたメンバ
ーからのデータはコピーされました。 データのコピー
元のメンバーはまだ存在します。
ISRE403

データ・セット aaaaaaaa - データ・セッ
トは aaaaaaaa でした。 データ・セット
bbbbbbbb は存在します。

解説: これは通知メッセージです。 順次データ・セッ
トからのデータは区分データ・セットにコピーされた
か、移動されたかのいずれかです。 コピーされたデー
タはまだ存在しますが、移動されたデータは順次デー
タ・セットにはもはや存在しません。
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ISRE404

データ・セット aaaaaaaa - データ・セッ
トは aaaaaaaa でした。 データ・セット
bbbbbbbb は存在します。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットは
コピーされたか、あるいは移動されました。 データ
は、データのコピー元のデータ・セットにまだ存在しま
すが、データの移動元のデータ・セットにはもはや存在
しません。
ISRE405

パラメーターの入力が必要 - 行番号パラ
メーターのどれかを入力する場合、3 つ
の行番号パラメーターすべてを指定する必
要があります。

解説: 拡張コピー・コマンドを使用し、行番号パラメ
ーターのいずれか (First line、Last line または Number
type) を設定する場合、3 つのパラメーターすべてを設
定する必要があります。
ユーザー応答: 拡張コピー・コマンドを使用し、行番
号パラメーターを選択した場合、3 つの行番号パラメー
ターすべてを設定してください。
ISRE406
解説:

番号タイプが無効 - 指示された番号タイ
プの 1 つを入力してください。

入力した番号タイプが正しくありません。

ユーザー応答: 拡張コピー・パネルの番号タイプ・フ
ィールドに隣接する番号タイプのリストのうちから、1
つを入力してください。
ISRE407

1 番目が最後より大きい - 最初の行番号
が最後の行番号より大きくなっています。

解説: 拡張コピー・パネルで、最初の行番号フィール
ドに入力した値が、最後の行番号フィールドに入力した
値より大きくなっています。
ユーザー応答: 最初の行番号フィールドの値を訂正し
て、最後の行番号値より小さくしてください。
ISRE408

行番号が無効 - 有効な行番号はゼロより
大きい 10 進整数だけです。

解説: 拡張コピー・パネルで、最初または最後の行番
号として入力した値の 1 つがゼロより大きい正の 10
進数でありません。
ユーザー応答: 最初または最後の行番号フィールドに
入力した値を訂正してください。 この値はゼロより大
きい正の 10 進数でなければなりません。
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ISRE409

最初の行が見付からない - 要求された最
初の行 (aaaaaaaa) が見付かる前にファイ
ルの終わりに達しました。

解説: 拡張コピー・パネルで入力された最初の行番号
が無効です。 データのコピー元のデータ・セットはそ
の行にレコードを含んでいません。 コピー元のデー
タ・セット内でファイルの終わりに達しました。

ISRE415

解説: これは通知メッセージです。 メンバー・リスト
はこのコマンドでサポートされません。
ISRE416

ユーザー応答: FROM データ・セットの行数を確認
し、最初の行番号を訂正してください。
ISRE410

要求された行のコピーが完了 - メンバー
cccccccc の行 aaaaaaaa 〜 bbbbbbbb が
コピーされました。

解説: これは通知メッセージです。 要求された行はコ
ピーされました。
ISRE411

要求された行のコピーが完了 - データ・
セットの行 aaaaaaaa から bbbbbbbb まで
がコピーされました。

要求された行のコピーが完了 - データ・
セットの行 aaaaaaaa から bbbbbbbb まで
がコピーされました。

ユーザー応答:
ださい。

要求された行のコピーが完了 - メンバー
cccccccc の行 aaaaaaaa 〜 bbbbbbbb が
コピーされました。

解説: これは通知メッセージです。 要求された行はコ
ピーされました。
ISRE414

範囲内に行が見付からない - 指定された
順序番号の範囲内に行が検出されませんで
した。

解説: COPY コマンドに指定された範囲には行が含ま
れていません。
ユーザー応答: 行の範囲を確認し、コマンドを再入力
してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セット・メン
バーを検査し、DCB がオープンできなかった理由を調
べてください。
ISRE417

データ・セットの置換が完了 - aaaaaaaa
が指定されたデータによって置き換えられ
ました。

解説: これは通知メッセージです。 順次データ・セッ
トは指定されたデータによって置き換えられました。
ISRE418

解説: これは通知メッセージです。 要求された行はコ
ピーされました。
ISRE413

aaaaaaaa が印刷されなかった - aaaaaaaa
bbbbbbbb 、しかし、DCB を印刷の入力
用にオープンするときにエラーが生じまし
た。

解説: 印刷用の DCB をオープンする際のエラーのた
めに、メンバーは印刷されませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 要求された行はコ
ピーされました。
ISRE412

メンバー名が必要 - aaaaaaaa コマンドで
はメンバー・リストはサポートされていま
せん。

ファイル属性が変更された - 異常終了の
後の再割り振りでファイル属性が異なるこ
とが判明しました。 データは保管されま
せん。

解説: データ・セットのファイル属性が変更され、デ
ータは保管されませんでした。
ユーザー応答: 異常終了の原因とデータ・セットの属
性を調べてください。
問題判別: 異常終了が発生し、再割り振りしたデー
タ・セットには異なるファイル属性が含まれています。
ISRE419

データ・セットが使用中 - 異常終了後の
再割り振りが失敗しました。編集セッショ
ンを取り消すか、拡張 CREATE または
REPLACE コマンドを使用してメンバー
を別のデータ・セットに保管してくださ
い。

解説: 異常終了後もデータ・セットは使用中です。 デ
ータを保管するには、拡張 CREATE または REPLACE
コマンドを使用してデータを別のデータ・セットに保管
してください。 データを保管したくない場合は、編集
セッションを取り消してください。
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ユーザー応答: 編集セッションを取り消す (データを保
管しない) か、あるいは拡張 CREATE または
REPLACE コマンドを使用してデータを保管してくださ
い。
ISRE420

パラメーターが欠落 - DATAID コマンド
には変数名パラメーターが必要です。

解説: DATAID 割り当てステートメントには、編集用
に現在割り振られているデータ・セットの必須変数名が
欠落しています。
ユーザー応答: DATAID 割り当てステートメントを訂
正して、編集用に現在割り振られているデータ・セット
の必須変数名を組み込むようにしてください。

ISRE424

解説: EXCLUDE_COUNTS 割り当てステートメントに
は、最近処理された EXCLUDE コマンドの変数名が欠
落しています。 EXCLUDE_COUNTS 割り当てステート
メント変数を少なくとも 1 つ指定する必要がありま
す。
ユーザー応答: EXCLUDE_COUNTS 割り当てステート
メントを訂正して、少なくとも 1 つの変数名パラメー
ターをもつようにしてください。
ISRE425

ISRE421

パラメーターが欠落 - メンバー・コマン
ドには変数名パラメーターが必要です。

解説: メンバー割り当てステートメントには、現在編
集されているメンバーの必須変数名が欠落しています。
ユーザー応答: メンバー割り当てステートメントを訂
正して、現在編集されているメンバーの必須変数名を組
み込むようにしてください。
パラメーターが欠落 - LRECL コマンド
には変数名パラメーターが必要です。

解説: LRECL 割り当てステートメントには、データに
使用可能な最大スペース (バイト) の必須変数名が欠落
しています。
ユーザー応答: LRECL 割り当てステートメントを訂正
して、データに許される最大スペース (バイト) の必須
変数名を組み込むようにしてください。
ISRE423

パラメーターが欠落 - FLOW_COUNTS
コマンドには変数名パラメーターが少なく
とも 1 つ必要です。

解説: FLOW_COUNTS 割り当てステートメントには、
最近入力された TFLOW コマンドの変数名が欠落して
います。 FLOW_COUNTS 割り当てステートメント変数
を少なくとも 1 つ指定する必要があります。
ユーザー応答: FLOW_COUNTS 割り当てステートメン
トを訂正して、少なくとも 1 つの変数名パラメーター
をもつようにしてください。

指定が無効 - DATAID コマンドの GET
割り当てタイプが正しくありません。

解説: DATAID 割り当てステートメントに無効な変数
名があるか、あるいはパラメーターが欠落しています。
ユーザー応答: DATAID 割り当てステートメントに構
文エラーやパラメーターの欠落がないことを確認してく
ださい。
ISRE426

ISRE422

パラメーターが欠落 EXCLUDE_COUNTS コマンドには変数
名パラメーターが少なくとも 1 つ必要で
す。

指定が無効 - メンバー・コマンドの GET
割り当てタイプが正しくありません。

解説: メンバー割り当てステートメントに無効な変数
名があるか、あるいはパラメーターが欠落しています。
ユーザー応答: メンバー割り当てステートメントに構
文エラーやパラメーターの欠落がないことを確認してく
ださい。
ISRE427

指定が無効 - LRECL コマンドの GET
割り当てタイプが正しくありません。

解説: LRECL 割り当てステートメントに無効な変数名
があるか、あるいはパラメーターが欠落しています。
ユーザー応答: LRECL 割り当てステートメントに構文
エラーやパラメーターの欠落がないことを確認してくだ
さい。
ISRE428

指定が無効 - FLOW_COUNTS コマンド
の GET 割り当てタイプが正しくありま
せん。

解説: FLOW_COUNTS 割り当てステートメントに無効
な変数名があるか、あるいはパラメーターが欠落してい
ます。
ユーザー応答: FLOW_COUNTS 割り当てステートメン
トに構文エラーやパラメーターの欠落がないことを確認
してください。
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ISRE429

指定が無効 - EXCLUDE_COUNTS コマ
ンドの GET 割り当てタイプが正しくあ
りません。

解説: EXCLUDE_COUNTS 割り当てステートメントに
無効な変数名があるか、あるいはパラメーターが欠落し
ています。
ユーザー応答: EXCLUDE_COUNTS 割り当てステート
メントに構文エラーやパラメーターの欠落がないことを
確認してください。
ISRE430

キーワードが無効 - 指定できるのは X
(excluded) または NX (non-excluded)
のいずれかです。

解説: SORT コマンドでは X または NX だけが指定
できます。 同じコマンドで両方を使用することはでき
ません。
ユーザー応答: SORT コマンドを変更して X
(excluded) または NX (non-excluded) のいずれかを使用
するようにしてください。
ISRE431

解説:

SORT パラメーターが無効 - 有効なパラ
メーターは、X、NX、A、D または
aaaaaaaa 範囲 (あるいは両方) だけで
す。

入力された SORT パラメーターが無効です。

ユーザー応答: SORT パラメーターを訂正してくださ
い。 有効な SORT パラメーターは、X、NX、A、D、
または有効なラベル範囲です。

ISRE434

解説: 入力された分類フィールド・パラメーターが多
過ぎます。 SORT で許される分類フィールドは 5 個ま
でです。
ユーザー応答: 分類フィールドの数を 5 個以下に変更
してください。
ISRE435

ユーザー応答: SORT コマンドの開始桁番号が終了桁
番号より小さくなるように変更してください。
ISRE436

ユーザー応答: 分類フィールドの数を 5 個以下に変更
してください。
ISRE433

桁が無効 - 分類桁は左右の境界桁
(aaaaaaaa 〜 bbbbbbbb) の間になければ
なりません。

解説: 入力した分類桁の 1 つが左または右のデータ境
界の内側にありません。
ユーザー応答: データ境界内部にない分類境界桁を変
更してください。

SORT パラメーターが無効 - どのフィー
ルドにも A か D を指定するか、あるい
はまったく指定しないでください。

解説: SORT コマンドは、A (昇順)、D (降順)、または
ブランク (省略時の昇順) のみを受け付けます。 同じ
SORT コマンドで、昇順とブランク、または降順とブラ
ンクを指定することはできません。
ユーザー応答: 分類桁フィールドを変更して、昇順、
降順、またはブランクのいずれかを使用してください。
組み合わせはできません。

分類フィールドが多過ぎる - 分類フィー
ルドは 5 個までしか指定できません。

解説: 入力された分類フィールド・パラメーターが多
過ぎます。 SORT で許される分類フィールドは 5 個ま
でです。

桁 1 が桁 2 より小さい - 分類桁は必ず
対で指定し、開始桁を最初に指定しなけれ
ばなりません。

解説: SORT コマンドで、開始桁番号が終了桁番号よ
り大きくなっています。 開始桁番号は終了桁番号より
小さくなければなりません。

ISRE437
ISRE432

分類フィールドが多過ぎる - 分類フィー
ルドは 5 個までしか指定できません。

SORT パラメーターが無効 - どのフィー
ルドにも A か D を指定するか、あるい
はまったく指定しないでください。

解説: SORT コマンドは、A (昇順)、D (降順)、または
ブランク (省略時の昇順) のみを受け付けます。 同じ
SORT コマンドで、昇順とブランク、または降順とブラ
ンクを指定することはできません。
ユーザー応答: 分類桁フィールドを変更して、昇順、
降順、またはブランクのいずれかを使用してください。
組み合わせはできません。
ISRE438

開始桁と終了桁を入力する必要 - どの分
類フィールドにも開始桁と終了桁の両方を
指定しなければなりません。

解説: SORT コマンドには開始桁フィールドと終了桁
フィールドが必須です。 両方を指定しなければなりま
せん。
ユーザー応答:

SORT コマンドを変更して、開始桁と
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終了桁の範囲を組み込むようにしてください。
ISRE439

桁が重なっている - 分類フィールドの桁
はオーバーラップしてはいけません。

解説: 入力された分類桁フィールドの 1 つが、別の分
類桁フィールドと重なり合っています。
ユーザー応答: 桁フィールドが重ならないように分類
桁フィールドを変更してください。

ISRE444

指定されたラベルが無効 - SORT コマン
ドで指定したラベル aaaaaaaa が存在しま
せん。

解説: 存在しないラベルが SORT コマンドに指定され
ています。
ユーザー応答:
てください。

分類ラベルを存在するラベルに訂正し

桁が重なっている - 分類フィールドの桁
はオーバーラップしてはいけません。

分類ラベルの範囲が無効 - 分類する行の
範囲を示すには、ラベルを 2 つ正しく指
定してください。

解説: SORT コマンドで指定した桁が重なり合ってい
ます。 Sort コマンドの桁はオーバーラップできませ
ん。

解説: 入力されたラベル範囲の 1 つが存在しないか、
あるいは無効です。

ISRE445
ISRE440

ユーザー応答: SORT コマンドに指定した桁が重なら
ないように変更してください。
ISRE441

記憶域が不足 - 分類を実行するために必
要な記憶域が足りません。

解説: SORT コマンドに記憶域を指定したが、使用可
能な記憶域が十分ありません。
ユーザー応答: SORT コマンド・フィールドを変更し
てもっと小さい区域を分類するようにするか、システ
ム・プログラマーに連絡してもっと多くの記憶域をもら
うか、あるいは記憶域を使い果たした原因を調べてくだ
さい。
システム・プログラマー応答: ユーザーにもっと多く
の記憶域を与えるか、ユーザーが記憶域を使い果たした
原因を見付けてください。
ISRE442

ユーザー応答:
ください。

SORT コマンドの分類範囲を確認して

レコードは分類済み - レコードはすでに
分類済みなので、データの移動は行われま
せんでした。

解説: SORT コマンドに分類範囲と分類順序が指定さ
れたが、データはすでに正しい順序に分類済みです。
ユーザー応答: データを整理するために指定した分類
範囲を確認してください。

310

ISRE446

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

パラメーターが矛盾する - HILITE コマン
ドに対して ’aaaaaaaa’ と ’bbbbbbbb’ の
両方は指定できません。

解説: HILITE コマンドが指定されたが、パラメーター
の組み合わせが無効です。 ON と OFF は一緒に指定で
きません。また、LOGIC、IFLOGIC、および DOLOGIC
も一緒には指定できません。
ユーザー応答: 誤ったパラメーターを取り除いて
HILITE コマンドを再発行してください。
ISRE447

分類すべきレコードがない - 分類するレ
コードが検出されませんでした。

解説: SORT コマンドに範囲が与えられましたが、分
類するレコードがありません。

ISRE443

ユーザー応答: SORT コマンドに使用されているラベ
ルが存在することを確認してください。 無効なラベル
を訂正してください。

パラメーターが無効 - HILITE コマンドの
有効なパラメーターは、ON、OFF、
PAREN、LOGIC、IFLOGIC、DOLOGIC、
SEARCH、CURSOR、FIND、RESET、
AUTO、DISABLED または有効な言語名
です。

解説: HILITE の有効なパラメーターは上記の通りで
す。 HILITE 設定値をメニュー・インターフェースから
変更するには、パラメーターを指定せずに HILITE コマ
ンドを入力してください。
ユーザー応答: 有効なパラメーターを指定して HILITE
コマンドを再発行してください。
ISRE448

探索は許されない - HILITE SEARCH が
許可されるのは、HILITE がオンで、言語
が DEFAULT でない場合だけです。

解説: HILITE SEARCH がサポートされるのは、強調
表示がオンで、編集中の言語が DEFAULT でない場合
だけです。
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ユーザー応答: HILITE SEARCH ON を使用して強調
表示をオンにし、それから SEARCH オペランドを使用
してください。 これが成功しない場合は、PROFILE コ
マンドを使用して編集強調表示が使用している言語を判
別してください。 言語が DEFAULT の場合は、HILITE
コマンドを使用して特定の言語を指定してください。
ISRE449

LOGIC サポートなし - HILITE LOGIC
がサポートされる言語は、BOOK、C、
DTL、OTHER、PASCAL、PLI、
REXX、および SKEL だけです。

解説: HILITE LOGIC をサポートする言語は、
BOOK、C、 DTL、OTHER、PASCAL、PLI、REXX、お
よび SKEL だけです。現在使用されている言語は強調
表示ロジックをサポートしていないので、HILITE コマ
ンドで LOGIC オペランドを指定することはできませ
ん。
ISRE450

DEFINE 名が無効 - DEFINE で指定した
名前が 8 桁を超えています。

解説: DEFINE コマンドで指定した名前が長過ぎま
す。 DEFINE コマンドでの名前は 8 文字を超えること
はできません。
ユーザー応答: 有効な名前を指定して DEFINE コマン
ドを再発行してください。

ISRE453

解説: 編集プログラムでコマンドが出されたが、有効
な編集コマンドではありません。 有効な編集コマンド
は次のとおりです。
v 組み込み編集コマンド
v マクロ専用コマンド (編集マクロでのみ有効)
v SYSPROC における CLIST
v SYSPROC または SYSEXEC における REXX EXEC
v プログラム・マクロ
CLIST と EXEC もまた、TSO ALTLIB コマンドで指定
されたライブラリーに駐在することができます。
ISRE454

DEFINE の構文が無効 - DEFINE
new-alias-name ALIAS alias-of-name
の形式を使用してください。

解説: 別名を定義するために出された編集マクロ
DEFINE コマンドで、無効な構文が検出されました。
正しい構文は次のとおりです。
DEFINE new-alias-name ALIAS alias-of-name.
ユーザー応答: 上記の構文を使用してコマンドを再発
行してください。
ISRE452

DEFINE が無効 - マクロ専用のコマンド
を上書きするマクロは定義できません。

解説: 編集マクロがマクロ専用コマンドを上書き使用
としました。 DEFINE 編集マクロ・コマンドは、コマ
ンド (編集マクロ・コマンドであるが対話式基本コマン
ドでない) を上書きするためにマクロ内で使用すること
はできません。

コマンド名が無効 - 名前 ’aaaaaaaa’ が無
効です。 編集コマンドでもマクロ名でも
ありません。

解説: コマンド aaaaaaaa はマクロ名として有効では
ありません。 有効なマクロ名は、8 桁以下で、英字ま
たは国別文字で開始され、最初の文字の後は、英字、国
別文字、あるいは数字です。 さらに、プログラム・マ
クロは感嘆符で開始してかまいません。
ユーザー応答: 編集コマンドに有効な名前を使用して
コマンドを再入力してください。
ISRE455

ISRE451

コマンドが見付からない - ″aaaaaaaa″ は
編集コマンドでもマクロでもありません。

DEFINE 名が見付かりません - aaaaaaaa
は、NOP または DISABLED 要求用に前
もって定義されていません。

解説: aaaaaaaa コマンドは、組み込みコマンドまたは
定義済みコマンドとして編集プログラムに現在認知され
ていないので、使用不能にはされません。
ユーザー応答: 使用不能にするコマンドを誤って入力
した場合は、正しいコマンド名を指定して、DEFINE を
再発行してください。
ISRE457

DEFINE alias-to 名 - alias-to 名が省略
されていますが、これは必須です。

解説: 別名を定義するために出された編集マクロ
DEFINE コマンドで、無効な構文が検出されました。
正しい構文は次のとおりです。
DEFINE new-alias-name ALIAS alias-of-name.
ユーザー応答: 上記の構文を使用してコマンドを再発
行してください。

プログラマー応答: DEFINE コマンドを取り除くか変
更してください。 マクロ名を定義したい場合は、マク
ロに別の名前を選んでください。

第2章 PDF メッセージ

311

PDF メッセージ
ISRE458

DEFINE パラメーターが多過ぎる DEFINE
MACRO/NOP/RESET/DISABLED コマン
ドに無効なパラメーター aaaaaaaa があり
ます。

解説: DEFINE コマンドが出されたが、無効なパラメ
ーターが指定されています。
ユーザー応答: 正しい構文の定義コマンドを再発行し
てください。 DEFINE コマンドの構文の説明を知りた
い場合は、このメッセージが表示された後で HELP コ
マンドを入力してください。
ISRE459

ユーザー応答: 繰り返し問題が起こる場合は、いった
んログオフして再度ログオンし、操作を再試行してくだ
さい。 それでもエラーが起こる場合は、IEBCOPY など
の別のプログラムを試して、そのデータ・セットに永続
的な問題があるのか調べてください。 さらに援助が必
要であれば、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
パラメーターが多過ぎる - DEFINE コマ
ンドで指定できるパラメーターは最大 3
個です。

解説: DEFINE マクロ・コマンドのパラメーターが多
過ぎます。 DEFINE マクロ・コマンドで使用できるパ
ラメーターは 3 個までです。パラメーター数が超過し
ました。

ユーザー応答: DEFINE マクロ・キーワードのうち 1
つだけを使用するようにマクロを訂正してください。
ISRE463

ユーザー応答: 必須キーワードのいずれか 1 つを使用
するように、DEFINE マクロを訂正してください。
ISRE464

解説: DEFINE マクロ・コマンドで使用が許されるキ
ーワードは次のうちの 1 つだけです。
MACRO、ALIAS、NOP、RESET、または DISABLED。
ユーザー応答: DEFINE マクロ・キーワードのうち 1
つだけを使用するようにマクロを訂正してください。

DEFINE 名が必要 - コマンド名を
MACRO、ALIAS、NOP、RESET または
DISABLED と定義して指定してくださ
い。

解説: DEFINE マクロ・コマンドには次のキーワード
の 1 つが必要です。 MACRO、ALIAS、NOP、RESET
または DISABLED。
ユーザー応答: 必須キーワードの 1 つを指定して
DEFINE マクロを使用してください。
ISRE465

キーワードが矛盾 - 許されるキーワード
は次のいずれか 1 つだけです。
MACRO、ALIAS、NOP、RESET または
DISABLED。

必須キーワードの指定が必要 - 次のキー
ワードのうち 1 つだけを指定してくださ
い。MACRO、ALIAS、NOP、RESET ま
たは DISABLED。

解説: DEFINE マクロ・コマンドには次のキーワード
の 1 つが必要です。 MACRO、ALIAS、NOP、RESET
または DISABLED。

ユーザー応答: DEFINE コマンドを変更し、3 個以下
のパラメーターを使用してください。
ISRE461

パラメーターが無効 - DEFINE コマンド
に無効なパラメーターが指定されました。

解説: DEFINE マクロ・コマンドで使用が許されるキ
ーワードは次のうちの 1 つだけです。
MACRO、ALIAS、NOP、RESET、または DISABLED。
ユーザーの DEFINE マクロは無効なキーワードを使用
しています。

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

解説: PDS または PDSE のディレクトリーにアクセス
しようとしたときに、エラーが起こりました。

ISRE460

ISRE462

範囲が必要 - コマンドをマクロから出す
場合、aaaaaaaa には範囲の指定が必要で
す。

解説: 出されたコマンドには使用する範囲の指定が必
要です。
ユーザー応答: 使用中のマクロ・コマンドを使用する
場合、必要な範囲を設定してください。
ISRE466

パラメーターが無効 - Process コマンド
に、余分なまたは無効なパラメーターが指
定されました。

解説: PROCESS マクロ・コマンドが、使用中に無効な
パラメーターか、余分なパラメーターを渡しました。
ユーザー応答: PROCESS マクロ・コマンドを変更して
正しいパラメーターを使用するようにするか、あるいは
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パラメーターを調べて渡されるパラメーター数が正しい
ことを確認してください。
ISRE467

パラメーターが多過ぎる - Process のキ
ーワードは DEST と RANGE です。
RANGE の後には 1 〜 2 の名前が続き
ます。

解説: PROCESS マクロ・コマンドのキーワード
RANGE および DEST がその構文内でパラメーターを
たくさん使い過ぎています。 DEST キーワードに許さ
れるパラメーターは 1 つ、RANGE キーワードに許さ
れるパラメーターは 2 つです。
ユーザー応答: PROCESS マクロ・コマンドを訂正し、
キーワード DEST または RANGE が正しいパラメータ
ー数を使用するようにしてください。
ISRE468

BUILTIN コマンドが無効 - BUILTIN に
続く名前が組み込み編集コマンドで使えま
せん。

解説: 使用中の BUILTIN マクロ・コマンドに、組み
込み編集コマンドで使えないコマンド名があります。
ユーザー応答: 組み込み編集コマンドの使用または解
決のためには BUILTIN マクロ・コマンドを訂正してく
ださい。
ISRE470

割り当てコマンドのエラー - CURSOR
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: CURSOR マクロ・コマンドの使用中に重大エラ
ー (戻りコード 20) を受け取りました。 使用しようと
したラベルは割り当てられていません。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、行ラベルを
CURSOR コマンドのパラメーターとして使用する前
に、それらのラベルをすべて正しく設定するようにして
ください。
ISRE471

割り当てコマンドのエラー - AUTOLIST
コマンドの割り当てタイプ (GET/SET) が
正しくありません。

解説: AUTOLIST マクロ・コマンドの使用中に重大エ
ラー (戻りコード 20) を受け取りました。 AUTOLIST
コマンドで使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、AUTOLIST コ
マンドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてく
ださい。

ISRE472

割り当てコマンドのエラー - AUTONUM
コマンドの割り当てタイプ (GET/SET) が
正しくありません。

解説: AUTONUM マクロ・コマンドの使用中に重大エ
ラー (戻りコード 20) を受け取りました。 AUTONUM
コマンドで使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、AUTONUM コ
マンドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてく
ださい。
ISRE473

割り当てコマンドのエラー - BOUNDS
コマンドの割り当てタイプ (GET/SET) が
正しくありません。

解説: BOUNDS マクロ・コマンドの使用中に重大エラ
ー (戻りコード 20) を受け取りました。 BOUNDS コマ
ンドで使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、BOUNDS コマ
ンドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてくだ
さい。
ISRE474

割り当てコマンドのエラー - CAPS コマ
ンドの割り当てのタイプ (GET/SET) が正
しくありません。

解説: CAPS マクロ・コマンドの使用中に重大エラー
(戻りコード 20) を受け取りました。 CAPS コマンドで
使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、CAPS コマン
ドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてくださ
い。
ISRE475

割り当てコマンドのエラー USER_STATE コマンドの割り当てのタ
イプ (GET/SET) が正しくありません。

解説: USER_STATE マクロ・コマンドの使用中に重大
エラー (戻りコード 20) を受け取りました。 コマンド
で使用された割り当て変数が無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、USER_STATE
コマンドに正しい割り当て変数を使用するようにしてく
ださい。
ISRE476

割り当てコマンドのエラー - HEX コマン
ドの割り当てのタイプ (GET/SET) が正し
くありません。

解説: HEX マクロ・コマンドの使用中に重大エラー
(戻りコード 20) を受け取りました。 コマンドで使用さ
れた割り当てタイプが無効です。
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ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、HEX コマンド
に正しい割り当てタイプを使用するようにしてくださ
い。
ISRE477

割り当てコマンドのエラー - LINE コマ
ンドの割り当てのタイプ (GET/SET) が正
しくありません。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: MASKLINE コマンドを変更して、
適切なパラメーターを指定してください。編集プログラ
ムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および編
集マクロ を参照してください。
割り当てコマンドのエラー - NULLS コ
マンドの割り当てのタイプ (GET/SET) が
正しくありません。

解説: LINE マクロ・コマンドの使用中に重大エラー
(戻りコード 20) を受け取りました。 コマンドで使用さ
れた割り当てタイプが無効です。

ISRE481

ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、LINE コマンド
に正しい割り当てタイプを使用するようにしてくださ
い。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド NULLS を含
む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プロ
グラムは、そのステートメントが GET タイプの要求
(現行の編集プログラムの設定値を入手して、それをダイ
アログ指定の変数に入れよという PDF に対する要求)
なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ指定
の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよという
編集プログラムに対する要求) なのかを、判別すること
ができませんでした。

ISRE478

割り当てコマンドのエラー - LINENUM
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: LINENUM マクロ・コマンドの使用中に重大エ
ラー (戻りコード 20) を受け取りました。 コマンドで
使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、LINENUM コ
マンドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてく
ださい。
ISRE479

割り当てコマンドのエラー - SETUNDO
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: SETUNDO マクロ・コマンドの使用中に重大エ
ラー (戻りコード 20) を受け取りました。 コマンドで
使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、SETUNDO コ
マンドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてく
ださい。
ISRE480

割り当てコマンドのエラー - MASKLINE
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド MASKLINE
を含む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集
プログラムは、そのステートメントが GET タイプの要
求 (現行の編集プログラムの設定値を入手して、それを
ダイアログ指定の変数に入れよという PDF に対する要
求) なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ
指定の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよと
いう編集プログラムに対する要求) なのかを、判別する
ことができませんでした。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: NULLS コマンドを変更して、適切
なパラメーターを指定してください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。
ISRE482

割り当てコマンドのエラー - NUMBER
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド NUMBER を
含む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プ
ログラムは、そのステートメントが GET タイプの要求
(現行の編集プログラムの設定値を入手して、それをダイ
アログ指定の変数に入れよという PDF に対する要求)
なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ指定
の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよという
編集プログラムに対する要求) なのかを、判別すること
ができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: NUMBER コマンドを変更して、適
切なパラメーターを指定してください。 編集プログラ
ムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および編
集マクロ を参照してください。
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ISRE483

割り当てコマンドのエラー - RECOVERY
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド RECOVERY
を含む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集
プログラムは、そのステートメントが GET タイプの要
求 (現行の編集プログラムの設定値を入手して、それを
ダイアログ指定の変数に入れよという PDF に対する要
求) なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ
指定の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよと
いう編集プログラムに対する要求) なのかを、判別する
ことができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: RECOVERY コマンドを変更して、
適切なパラメーターを指定してください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および
編集マクロ を参照してください。
ISRE484

割り当てコマンドのエラー - STATUS コ
マンドの割り当てのタイプ (GET/SET) が
正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド STATUS を
含む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プ
ログラムは、そのステートメントが GET タイプの要求
(現行の編集プログラムの設定値を入手して、それをダイ
アログ指定の変数に入れよという PDF に対する要求)
なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ指定
の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよという
編集プログラムに対する要求) なのかを、判別すること
ができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: STATUS コマンドを変更して、適
切なパラメーターを指定してください。 編集プログラ
ムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および編
集マクロ を参照してください。
ISRE485

割り当てコマンドのエラー - STATS コ
マンドの割り当てのタイプ (GET/SET) が
正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド STATS を含
む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プロ
グラムは、そのステートメントが GET タイプの要求
(現行の編集プログラムの設定値を入手して、それをダイ
アログ指定の変数に入れよという PDF に対する要求)
なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ指定
の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよという

編集プログラムに対する要求) なのかを、判別すること
ができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: STATS コマンドを変更して、適切
なパラメーターを指定してください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。
ISRE486

割り当てコマンドのエラー - TABS コマ
ンドの割り当てのタイプ (GET/SET) が正
しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド TABS を含む
編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プログ
ラムは、そのステートメントが GET タイプの要求 (現
行の編集プログラムの設定値を入手して、それをダイア
ログ指定の変数に入れよという PDF に対する要求) な
のか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ指定の
値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよという編
集プログラムに対する要求) なのかを、判別することが
できませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TABS コマンドを変更して、適切
なパラメーターを指定してください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。
ISRE487

割り当てコマンドのエラー - TABSLINE
コマンドの割り当てのタイプ (GET/SET)
が正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド TABSLINE
を含む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集
プログラムは、そのステートメントが GET タイプの要
求 (現行の編集プログラムの設定値を入手して、それを
ダイアログ指定の変数に入れよという PDF に対する要
求) なのか、それとも SET タイプの要求 (ダイアログ
指定の値に基づく編集プログラムの設定値を変更せよと
いう編集プログラムに対する要求) なのかを、判別する
ことができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: TABSLINE コマンドを変更して、
適切なパラメーターを指定してください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および
編集マクロ を参照してください。
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ISRE488

NEXT が無効 - NEXT は、順次データ・
セットの編集またはビューの実行中には許
可されません。

解説: 順次データ・セットの編集またはビューの実行
中に、COMPARE コマンドで NEXT が指定されまし
た。 NEXT は、連結された区分データ・セットに対し
てのみサポートされます。
ユーザー応答: 明示のデータ・セット名を使用してコ
マンドを出してください。
ISRE489

メンバーが見付からない - この編集また
はビュー・セッションを呼び出すために用
いられたデータ・セットの上位階層で、メ
ンバー aaaaaaaa が検出できませんでし
た。

解説: NEXT が COMPARE コマンドで指定された
が、同じ名前のメンバーは、編集またはビュー階層の上
位レベルに存在しません。 これが SCLM セッションの
場合なら、編集プログラムが SCLM 階層のグループす
べてを一度に割り振りできないことに注意する必要があ
ります。
ユーザー応答: 現行のメンバーと比較したいデータ・
セットの名前を判別し、データ・セット名を明示的に使
用して COMPARE コマンドを発行してください。
ISRE490

パラメーターが欠落 - RECFM コマンド
には変数名パラメーターが必要です。

解説: RECFM 編集マクロ・コマンドが呼び出された
が、編集プログラムが現行設定値を入れる場所を示す変
数名が指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: RECFM コマンドを変更して、適切
なパラメーターを指定してください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。
ISRE491

パラメーターが欠落 - MACRO_LEVEL
コマンドには変数名パラメーターが必要で
す。

解説: MACRO_LEVEL 編集マクロ・コマンドが呼び出
されたが、編集プログラムが現行設定値を入れる場所を
示す変数名が指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
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て、適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE492

パラメーターが欠落 - RANGE_CMD コ
マンドには変数名パラメーターが必要で
す。

解説: RANGE_CMD 編集マクロ・コマンドが呼び出さ
れたが、編集プログラムが現行設定値を入れる場所を示
す変数名が指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: RANGE_CMD コマンドを変更し
て、適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE493

パラメーターが欠落 - DATA_CHANGED
コマンドには変数名パラメーターが必要で
す。

解説: DATA_CHANGED 編集マクロ・コマンドが呼び
出されたが、編集プログラムが現行設定値を入れる場所
を示す変数名が指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATA_CHANGED コマンドを変更
して、適切なパラメーターを指定してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE495

指定が無効 - RECFM コマンドの GET
割り当てタイプが正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド RECFM を含
む編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プロ
グラムは、そのステートメントが GET タイプの要求
(現行の編集プログラムの設定値を入手して、それをダイ
アログ指定の変数に入れよという PDF に対する要求)
なのかどうかを認識できません。 GET タイプの要求の
みが、RECFM マクロ・コマンドでの唯一の有効な要求
タイプです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: RECFM コマンドを変更して、適切
なパラメーターを指定してください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。
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ISRE496

指定が無効 - MACRO_LEVEL コマンド
の GET 割り当てタイプが正しくありま
せん。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド
MACRO_LEVEL を含む編集マクロ・ステートメントに
遭遇したが、編集プログラムは、そのステートメントが
GET タイプの要求 (現行の編集プログラムの設定値を入
手して、それをダイアログ指定の変数に入れよという
PDF に対する要求) なのかどうかを認識できません。
GET タイプの要求のみが、MACRO_LEVEL マクロ・コ
マンドでの唯一の有効な要求タイプです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: MACRO_LEVEL コマンドを変更し
て、適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE497

指定が無効 - RANGE_CMD コマンドの
GET 割り当てタイプが正しくありませ
ん。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド
RANGE_CMD を含む編集マクロ・ステートメントに遭
遇したが、編集プログラムは、そのステートメントが
GET タイプの要求 (現行の編集プログラムの設定値を入
手して、それをダイアログ指定の変数に入れよという
PDF に対する要求) なのかどうかを認識できません。
GET タイプの要求のみが、RANGE_CMD マクロ・コマ
ンドでの唯一の有効な要求タイプです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: RANGE_CMD コマンドを変更し
て、適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE498

指定が無効 - DATA_CHANGED コマン
ドの GET 割り当てタイプが正しくあり
ません。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド
DATA_CHANGED を含む編集マクロ・ステートメント
に遭遇したが、編集プログラムは、そのステートメント
が GET タイプの要求 (現行の編集プログラムの設定値
を入手して、それをダイアログ指定の変数に入れよとい
う PDF に対する要求) なのかどうかを認識できませ
ん。 GET タイプの要求のみが、DATA_CHANGED マ
クロ・コマンドでの唯一の有効な要求タイプです。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATA_CHANGED コマンドを変更
して、適切なパラメーターを指定してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE500

パラメーターが多過ぎる - ASIS コマン
ドにはパラメーターを定義しません
(CAPS OFF を参照)。

解説: ASIS 編集コマンドがパラメーターを指定して呼
び出されました。 ASIS コマンド (CAPS OFF コマンド
と同等) はいずれのパラメーターも使用しません。
ユーザー応答: ASIS コマンドのパラメーターを除去
し、コマンドを再び出すか、マクロを再び実行してくだ
さい。 編集プログラムのコマンド構文については、
ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してください。
マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エ
ラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: ASIS コマンドからパラメーターを
すべて除去するようマクロを変更してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE501

パラメーターが欠落 - SET CURSOR コ
マンドでは、行番号または桁番号 (または
その両方) の指定が必要です。

解説: PDF 編集マクロ・コマンド CURSOR を呼び出
してカーソル位置を設定する場合、行番号の値か桁番号
の値 (またはその両方) を指定しなければなりません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: CURSOR コマンドを変更して、適
切なパラメーターを指定してください。 編集プログラ
ムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および編
集マクロ を参照してください。
ISRE502

パラメーターが無効 - AUTONUM コマン
ドで指定できる有効なパラメーターは、
ON か OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド AUTONUM が、ON または
OFF 以外のパラメーターを指定して呼び出されまし
た。
ユーザー応答: コマンドを変更して AUTONUM コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの
再発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および
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編集マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別
の人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり
援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、AUTONUM コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE503

パラメーターが多過ぎる - AUTONUM コ
マンドで指定できる有効なパラメーター
は、ON か OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド AUTONUM が、2 つ以上の
パラメーターを指定して呼び出されました。
AUTONUM コマンドに対しては、パラメーターは 1 つ
だけが (ON または OFF のどちらか) 指定できます。
ユーザー応答: コマンドを変更して AUTONUM コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの
再発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および
編集マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別
の人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり
援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、AUTONUM コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE504

行番号が無効 - CURSOR コマンドで相
対行番号 0 の指定は無効です。

解説: PDF 編集マクロ・コマンド CURSOR を呼び出
す場合、行番号に指定できる最小値は 1 で、最大値は
ユーザーのデータの最終行の相対行番号です。
プログラマー応答: CURSOR コマンドを変更して有効
な行番号を指定してください。 CURSOR マクロ・コマ
ンドの適切な呼び出しについては、ISPF 編集機能およ
び編集マクロ を参照してください。
ISRE505

指定が無効 - CURSOR コマンドに指定
された行 / 桁番号がデータ長を超えてい
ます。

解説: PDF 編集マクロ・コマンド CURSOR を呼び出
す場合、行番号に指定できる最大値はユーザーのデータ
の最終行の相対行番号です。 桁番号に指定できる最大
値は、ユーザーのデータの論理レコード長です。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答:
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カーソル、またはその両方に有効な値を指定してくださ
い。 CURSOR マクロ・コマンドの適切な呼び出しにつ
いては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してく
ださい。
ISRE506

パラメーターが多過ぎる - CANCEL コマ
ンドにはパラメーターは定義しません。

解説: CANCEL 編集コマンドがパラメーターを指定し
て呼び出されました。 CANCEL コマンドはどのような
パラメーターもとりません。
ユーザー応答: CANCEL コマンドのパラメーターを外
し、コマンドの再発行か、マクロの再実行をしてくださ
い。 編集プログラムのコマンド構文については、ISPF
編集機能および編集マクロ を参照してください。 マク
ロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エラー
の訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: CANCEL コマンドのパラメーター
をすべて外すようマクロを変更してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE507

行番号が無効 - CURSOR コマンドでデ
ータを超えた相対行番号の指定は無効で
す。

解説: PDF 編集マクロ・コマンド CURSOR を呼び出
す場合、行番号に指定できる最小値は 1 で、最大値は
ユーザーのデータの最終行の相対行番号です。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: CURSOR コマンドを変更して有効
な行番号を指定してください。 CURSOR マクロ・コマ
ンドの適切な呼び出しについては、ISPF 編集機能およ
び編集マクロ を参照してください。
ISRE510

パラメーターが多過ぎる - CAPS コマン
ドで指定できる有効なパラメーターは、
ON/OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド CAPS が、2 つ以上のパラメ
ーターを指定して呼び出されました。 CAPS コマンド
に対しては、パラメーターは 1 つだけが (ON または
OFF のどちらか) 指定できます。
ユーザー応答: コマンドを変更して CAPS コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
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プログラマー応答: マクロを変更し、CAPS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE511

パラメーターが無効 - CAPS コマンドで
指定できるパラメーターは、ON/OFF だ
けです。

解説: PDF 編集コマンド CAPS が、ON または OFF
以外のパラメーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して CAPS コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、CAPS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE512

パラメーターが矛盾 - CAPS コマンド
で、aaaaaaaa と bbbbbbbb の両方は指定
できません。

解説: CAPS コマンドの呼び出しで、同時には指定で
きないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定さ
れました。
ユーザー応答: コマンドを変更して CAPS コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、CAPS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE513

パラメーターが多過ぎる ON/OFF、VERT/DATA だけが有効な
HEX コマンド・パラメーターです。

マンド構文については、ISPF 編集機能および編集マク
ロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人であ
れば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を得
てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、hex コマンドに対
して適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE514

パラメーターが無効 ON/OFF、VERT/DATA だけが有効な
HEX コマンド・パラメーターです。

解説: hex 編集コマンドの呼び出しで無効なパラメータ
ーが指定されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して HEX コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、hex コマンドに対
して適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE515

パラメーターが矛盾 - HEX コマンドで、
aaaaaaaa と bbbbbbbb の両方は指定でき
ません。

解説: HEX コマンドの呼び出しで、同時には指定でき
ないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定され
ました。
ユーザー応答: コマンドを変更して HEX コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、HEX コマンドに
対して適切なパラメーターを指定してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。

解説: HEX 編集コマンドの呼び出しで多過ぎるパラメ
ーターが指定されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して hex コマンドに対
して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行か
マクロの再実行をしてください。 編集プログラムのコ
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ISRE516

パラメーターが多過ぎる - NONULLS コ
マンドにはパラメーターは定義しません。
(NULLS OFF を参照)。

解説: NONULLS 編集コマンドがパラメーターを指定
して呼び出されました。 NONULLS コマンド (NULLS
OFF コマンドと同等) はいずれのパラメーターも使用し
ません。
ユーザー応答: NONULLS コマンドのパラメーターを
外し、コマンドの再発行か、マクロの再実行をしてくだ
さい。 編集プログラムのコマンド構文については、
ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してください。
マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エ
ラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: NONULLS コマンドのパラメータ
ーをすべて外すようマクロを変更してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE517

システム異常終了 ’aaaa’ - ’bbb(44)’ で異
常終了 ’aaaa’ が起きたため SUBMIT が
失敗しました。

解説: データ・セット bbb(44) に対し SUBMIT 編集コ
マンドを処理しようとしたとき、システム異常終了コー
ド aaaa が出されました。 このことは、編集プログラ
ムがユーザーの編集セッションからデータの実行依頼を
するときに使用する、一時データ・セットの作成に必要
なデータ・セットまたはボリュームのスペースが不十分
なことを示しています。

集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE520

パラメーターが多過ぎる - NONUM コマ
ンドにはパラメーターは定義しません。
(NUM OFF を参照)。

解説: NONUM 編集コマンドがパラメーターを指定し
て呼び出されました。 NONUM コマンド (NUM OFF
コマンドと同等) はいずれのパラメーターも使用しませ
ん。
ユーザー応答: NONUM コマンドのパラメーターを外
し、コマンドの再発行か、マクロの再実行をしてくださ
い。 編集プログラムのコマンド構文については、ISPF
編集機能および編集マクロ を参照してください。 マク
ロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エラー
の訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: NONUM コマンドのパラメーター
をすべて除去するようマクロを変更してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE523

パラメーターが多過ぎる - NOTABS コ
マンドにはパラメーターは定義しません。
(TABS OFF を参照)。

解説: NOTABS 編集コマンドがパラメーターを指定し
て呼び出されました。 NOTABS コマンド (TABS OFF
コマンドと同等) はいずれのパラメーターも使用しませ
ん。

ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡して、
このデータ・セットの実行依頼に十分なスペースを解放
するよう依頼してください。 ユーザーのシステムにお
ける通常のスペース使用法によっては、再度実行依頼す
ることで、要求が正常に行われる可能性があります。

ユーザー応答: NOTABS コマンドのパラメーターを外
し、コマンドの再発行か、マクロの再実行をしてくださ
い。 編集プログラムのコマンド構文については、ISPF
編集機能および編集マクロ を参照してください。 マク
ロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エラー
の訂正にあたり援助を得てください。

パラメーターの誤り - CAPS コマンドで
指定できるパラメーターは ON/OFF だけ
です。

プログラマー応答: NOTABS コマンドのパラメーター
をすべて外すようマクロを変更してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。

ISRE519

解説: PDF 編集コマンド CAPS が、ON または OFF
以外のパラメーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して CAPS コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、CAPS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
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ISRE524

パラメーターが多過ぎる - PROFILE コ
マンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

解説: PROFILE 編集コマンドが、許可されている最大
数を超えたパラメーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: PROFILE コマンドから余分なパラメー
ターを外し、コマンドを再発行するか、マクロを再実行
してください。 編集プログラムのコマンド構文につい
ては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してくだ
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さい。 マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連
絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: PROFILE コマンドの余分なパラメ
ーターを外すようマクロを変更してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE525

パラメーターが矛盾する - PROFILE コ
マンドに対して ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は指定できません。

解説: PROFILE コマンドの呼び出しで、同時には指定
できないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定
されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して PROFILE コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再
発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラ
ムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および編
集マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の
人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援
助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、PROFILE コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE526

パラメーターが多過ぎる - NULLS コマ
ンドで指定できる有効なパラメーターは、
ON/OFF と STD/ALL だけです。

解説: NULLS 編集コマンドの呼び出しで多過ぎるパラ
メーターが指定されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して NULLS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、NULLS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE527

パラメーターが無効 - 有効な NULLS コ
マンド・パラメーターは、ON/OFF およ
び STD/ALL だけです。

解説: NULLS 編集コマンドの呼び出しで無効なパラメ
ーターが指定されました。

ユーザー応答: コマンドを変更して NULLS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、NULLS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE528

パラメーターが矛盾する - NULLS コマ
ンドに対して ’aaaaaaaa’ と ’bbbbbbbb’
の両方は指定できません。

解説: NULLS コマンドの呼び出しで、同時には指定で
きないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定さ
れました。
ユーザー応答: コマンドを変更して NULLS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、NULLS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE529

パラメーターの使い方が無効 - 無効なパ
ラメーターまたはパラメーターの無効な組
み合わせが TABS コマンドに指定されま
した。

解説: 2 つのパラメーターが PDF 編集コマンド TABS
に渡されましたが、ON がありませんでした。 TABS
に対しての 2 つのパラメーターの組み合わせでは、ON
が含まれているものだけが有効です。
ユーザー応答: コマンドを変更して TABS コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、TABS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
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能および編集マクロ を参照してください。
ISRE530

NUMBER パラメーターが多過ぎる NUMBER コマンドに指定したパラメータ
ーが多過ぎます。

解説: NUMBER 編集コマンドが、許可されている最大
数を超えたパラメーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: NUMBER コマンドから余分なパラメー
ターを外し、コマンドを再発行するか、マクロを再実行
してください。 編集プログラムのコマンド構文につい
ては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してくだ
さい。マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡
し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: NUMBER コマンドの余分なパラメ
ーターを外すようマクロを変更してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE531

NUMBER コマンド・パラメーターが無効
- 有効な NUMBER パラメーターは、
ON/OFF、STD/NOSTD、
NOCOB/COBOL、NODISPL/DISPLAY
です。

解説: 編集コマンド NUMBER にパラメーターが 1 つ
指定されましたが、許可された値 (ON、OFF、STD、
NOSTD、COBOL、NOCOB、NODISPL および
DISPLAY) ではありません。
ユーザー応答: NUMBER コマンドに対するパラメータ
ーを訂正し、コマンドを再発行するか、マクロを再実行
してください。 編集プログラムのコマンド構文につい
ては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してくだ
さい。マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡
し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、NUMBER コマン
ドに対するパラメーターを訂正してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE532

パラメーターが矛盾する - NUMBER コ
マンドに対して ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は指定できません。

解説: NUMBER コマンドの呼び出しで、同時には指定
できないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定
されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して NUMBER コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再
発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラ
ムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および編
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集マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の
人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援
助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、NUMBER コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE533

パラメーターが多過ぎる - AUTOLIST コ
マンドで指定できる有効なパラメーター
は、ON か OFF だけです。

解説: AUTOLIST 編集コマンドが、2 つ以上のパラメ
ーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: AUTOLIST コマンドに対するパラメー
ターを訂正し、コマンドを再発行するか、マクロを再実
行してください。 編集プログラムのコマンド構文につ
いては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してく
ださい。マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連
絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、AUTOLIST コマ
ンドに対するパラメーターを訂正してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE534

パラメーターが無効 - AUTOLIST コマン
ドで指定できる有効なパラメーターは、
ON か OFF だけです。

解説: AUTOLIST 編集コマンドが、ON または OFF
以外のパラメーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: AUTOLIST コマンドに対するパラメー
ターを訂正し、コマンドを再発行するか、マクロを再実
行してください。 編集プログラムのコマンド構文につ
いては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してく
ださい。マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連
絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、AUTOLIST コマ
ンドに対するパラメーターを訂正してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE536

パラメーターが多過ぎる - RECOVERY
コマンドで指定できる有効なパラメーター
は、ON、OFF、WARN および
NOWARN だけです。

解説: 編集コマンド RECOVERY に最大許容数を超え
るパラメーターが指定されました。
ユーザー応答:

RECOVERY コマンドに対するパラメー
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ターを訂正し、コマンドを再発行するか、マクロを再実
行してください。 編集プログラムのコマンド構文につ
いては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してく
ださい。マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連
絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、RECOVERY コマ
ンドに対するパラメーターを訂正してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE537

パラメーターが無効 - RECOVERY コマ
ンドで指定できる有効なパラメーターは、
ON、OFF、WARN および NOWARN だ
けです。

解説: 編集コマンド RECOVERY にパラメーターが 1
つ指定されましたが、許可された値 (ON、OFF、WARN
および NOWARN) ではありません。
ユーザー応答: RECOVERY コマンドに対するパラメー
ターを訂正し、コマンドを再発行するか、マクロを再実
行してください。 編集プログラムのコマンド構文につ
いては、ISPF 編集機能および編集マクロ を参照してく
ださい。マクロの提供者が別の人であれば、作成者に連
絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、RECOVERY コマ
ンドに対するパラメーターを訂正してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE538

パラメーターが矛盾する - ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は RECOVERY コマン
ドに指定できません。

解説: RECOVERY コマンドの呼び出しで、同時には指
定できないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指
定されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して RECOVERY コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの
再発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能および
編集マクロ を参照してください。マクロの提供者が別
の人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり
援助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、RECOVERY コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。

ISRE540

パラメーターが多過ぎる - RENUM パラ
メーターとして有効なのは、ON、
DISPLAY、STD、COBOL だけです。

解説: RENUM 編集コマンドの呼び出しで多過ぎるパ
ラメーターが指定されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して RENUM コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、RENUM コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE541

パラメーターが無効 - ON、DISPLAY、
STD、COBOL だけが有効な RENUM パ
ラメーターです。

解説: PDF 編集コマンド RENUM が呼び出されました
が、ON、DISPLAY、STD、または COBOL 以外のパラ
メーターが指定されています。
ユーザー応答: コマンドを変更して RENUM コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、RENUM コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE542

パラメーターが矛盾 - RENUM コマンド
で、aaaaaaaa と bbbbbbbb の両方は指定
できません。

解説: RENUM コマンドの呼び出しで、同時には指定
できないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定
されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して RENUM コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
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し、コマンドの再発行か、マクロの再実行をしてくださ
い。 編集プログラムのコマンド構文については、ISPF
編集機能および編集マクロ を参照してください。マク
ロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エラー
の訂正にあたり援助を得てください。

プログラマー応答: マクロを変更し、RENUM コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE543

データ行がない - DELETE コマンドで処
理するための標準行がありません。

プログラマー応答: SAVE コマンドのパラメーターを
すべて除去するようマクロを変更してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。

解説: 編集コマンド DELETE が入力されたが、コマン
ドで指定した範囲内に削除対象の行が検出されませんで
した。
ユーザー応答: 入力された行ラベルまたは X/NX キー
ワードが正しいことを確認し、マクロを再実行してくだ
さい。 パラメーターがすべてユーザーの意図したとお
りに指定されているなら、ユーザーの基準に合致する行
がないということです。 基準を変えるか、あるいは引
き続き編集セッションの次の論理ステップに進んでくだ
さい。
ISRE544

aaaa 行が削除済み - aaaa 行は DELETE
コマンドによって削除されました。

解説: これは通知メッセージです。 編集コマンド
DELETE が出され、編集プログラムは指定された基準に
合致する行 aaaa を検出しました。 そして、それらの
行はすべて削除されました。
ISRE545

LRECL が十分大きくない - LRECL が
COBOL 行番号と標準行番号に対して十
分大きくありません。

解説: NUMBER ON STD COBOL と同等の編集コマ
ンドが入力されたが、それは編集プログラムに標準行番
号と COBOL 行番号の両方を保持するよう要求するも
のです。 それにはデータ・セットのレコード長が少な
くとも 15 バイトは必要です。 編集中のデータ・セッ
トは 15 バイトより小さいので、編集プログラムは両方
のタイプの行番号を保守することができません。 編集
プログラムは COBOL 行番号だけを保守します。
ユーザー応答: COBOL 行番号だけでユーザーのニーズ
には十分であれば、処置は必要ありません。 十分でな
いなら、NUM ON STD、NUM OFF、または UNNUM
コマンドを出して、行番号をニーズに合うように設定し
てください。
ISRE546

パラメーターが多すぎる - SAVE コマン
ドにはパラメーターはありません。

解説: SAVE 編集コマンドがパラメーターを指定して
呼び出されました。 SAVE コマンドはどのようなパラ
メーターもとりません。
ユーザー応答:
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解説: 8 文字より長いメンバー名またはデータ・セッ
ト名修飾子が、編集コマンド MOVE、COPY、
CREATE、または REPLACE に渡されました。

|
|
|

ユーザー応答: メンバー名またはデータ・セット名修
飾子を 8 文字までに訂正し、コマンドを再び出してく
ださい。
ISRE550

無効な名前 - メンバー名またはデータ・
セット名修飾子は 8 桁を超えてはなりま
せん。

パラメーターが多過ぎる - ″STATS″ コマ
ンドで指定できる有効なパラメーターは、
ON と OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド STATS が、2 つ以上のパラ
メーターを指定して呼び出されました。 STATS コマン
ドに対しては、パラメーターは 1 つだけが (ON または
OFF のどちらか) 指定できます。
ユーザー応答: コマンドを変更して STATS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、STATS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE551

パラメーターが無効 - 有効な ″STATS″
コマンド・パラメーターは、ON および
OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド STATS が、ON または OFF
以外のパラメーターを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して STATS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
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マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、STATS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE552

パラメーターが矛盾する - ″STATS″ コマ
ンドに対して、″aaaaaaaa″ と ″bbbbbbbb″
の両方は指定できません。

解説: STATS コマンドの呼び出しで、同時には指定で
きないパラメーター (aaaaaaaa と bbbbbbbb) が指定さ
れました。
ユーザー応答: コマンドを変更して STATS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、STATS コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE553

パラメーターが多過ぎる - ″SUBMIT″ コ
マンドで指定できるパラメーターは範囲の
値だけです。

解説: PDF 編集コマンド SUBMIT が、3
ラメーターを指定して呼び出されました。
マンドで指定できるパラメーターは、2 つ
の範囲の最初と最後を示す 2 つのラベル)

つ以上のパ
SUBMIT コ
(実行依頼行
だけです。

ユーザー応答: コマンドを変更して SUBMIT コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、SUBMIT コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。

ISRE554

″SUBMIT″ のパラメーターが無効 - ラベ
ルが無効または未定義か、またはその他の
範囲指定の誤りと思われます。

解説: PDF 編集コマンド SUBMIT が、現行の編集セ
ッション内に存在しない行ラベルまたは行番号を指定し
て呼び出されました。
ユーザー応答: コマンドを変更して SUBMIT コマンド
に対して適切な行の範囲を指定し、コマンドの再発行か
マクロの再実行をしてください。 編集プログラムのコ
マンド構文については、ISPF 編集機能および編集マク
ロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人であ
れば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を得
てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、SUBMIT コマン
ドに対して適切な行の範囲を指定してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE555

パラメーターが無効 - ″SUBMIT″ コマン
ドで指定できるパラメーターは範囲の値だ
けです。

解説: PDF 編集 SUBMIT コマンドが、有効な行ラベ
ルまたは行番号以外のパラメーターを指定して呼び出さ
れました。 SUBMIT コマンドに対して有効なパラメー
ターは、SUBMIT する行の範囲を指定するための、始め
と終わりの行ラベル、または行番号のみです。
ユーザー応答: コマンドを変更して SUBMIT コマンド
に対して適切な範囲を指定し、コマンドの再発行かマク
ロの再実行をしてください。 編集プログラムのコマン
ド構文については、ISPF 編集機能および編集マクロ を
参照してください。 マクロの提供者が別の人であれ
ば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を得て
ください。
プログラマー応答: マクロを変更し、SUBMIT コマン
ドに対して適切な行の範囲を指定してください。 編集
プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能
および編集マクロ を参照してください。
ISRE556

パラメーターが多すぎる - UNNUM コマ
ンドにはパラメーターはありません。

解説: UNNUM 編集コマンドがパラメーターを指定し
て呼び出されました。 UNNUM コマンドはどのような
パラメーターもとりません。
ユーザー応答: UNNUM コマンドのパラメーターを外
し、コマンドの再発行か、マクロの再実行をしてくださ
い。 編集プログラムのコマンド構文については、ISPF
編集機能および編集マクロ を参照してください。 マク
ロの提供者が別の人であれば、作成者に連絡し、エラー
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のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。

の訂正にあたり援助を得てください。
プログラマー応答: UNNUM コマンドのパラメーター
をすべて除去するようマクロを変更してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE557

システム異常終了 ’aaaa’ - 異常終了のた
めに SUBMIT が失敗しました。

解説: 編集コマンド SUBMIT を実行しようとして、シ
ステム異常終了コード aaaa が返されました。
ユーザー応答: 異常終了のデバッグについての情報
を、MVS/ESA システム・コード で参照するか、システ
ム・プログラマーに連絡して援助を求めてください。
プログラマー応答: 異常終了のデバッグについての情
報を、MVS/ESA システム・コード で参照するか、シス
テム・プログラマーに連絡して援助を求めてください。
ISRE558

範囲指定が不完全です。 - SUBMIT コマ
ンドに対しては、単一ラベルによる範囲指
定は無効です。

解説: PDF 編集コマンド SUBMIT が、行ラベルまた
は行番号を 1 つだけ指定して呼び出されました。 2 つ
のラベルか 2 つの行番号 (SUBMIT する行範囲の始め
と終わりをマーキングする) を指定して行範囲を
SUBMIT するか、またはパラメーターをまったく指定し
ないで編集セッションのすべての行を SUBMIT するか
のいずれかです。
ユーザー応答: コマンドを変更して SUBMIT コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
のコマンド構文については、ISPF 編集機能および編集
マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、SUBMIT コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
ISRE559

範囲指定が無効 - SUBMIT コマンドに対
して、無効な行ポインター (ラベル) を指
定しました。

解説: SUBMIT コマンドに対して指定された 2 つの行
ラベルのうち一方が無効です。
ユーザー応答: コマンドを変更して SUBMIT コマンド
に対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発
行かマクロの再実行をしてください。 編集プログラム
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プログラマー応答: マクロを変更し、SUBMIT コマン
ドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
機能および編集マクロ を参照してください。
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解説: COMPARE 編集基本コマンドが入力されました
が、パラメーターが多過ぎます。データ・セット名かメ
ンバー名、または NEXT か SESSION を指定すること
ができます。名前、NEXT、または SESSION は、
EXCLUDE、SYSIN、および SAVE とともに指定するこ
とができます。 COMPARE コマンドをパラメーターを
指定せずに入力すると、ラベルや、除外および比較の設
定値を変えることができます。

パラメーターが無効です - パラメーター
が多すぎる COMPARE 編集基本コマン
ドが入力されました。データ・セット名、
メンバー名、または NEXT か SESSION
を与えてください。名前、NEXT、または
SESSION を指定する場合、EXCLUDE、
SYSIN、および SAVE を指定することが
できます。またパラメーターなしで
COMPARE コマンドを入力すると、ラベ
ル、除外、および比較設定を変更すること
ができます。

ユーザー応答: 余分なパラメーターが COMPARE コマ
ンドに指定されていないことを確認し、コマンドを再び
出してください。
ISRE561

無効なメンバー名 - メンバー名は 8 桁よ
り長い文字数であってはなりません。

解説: 8 文字より長いメンバー名が編集コマンド
MOVE、COPY、CREATE、または REPLACE に渡され
ました。
ユーザー応答: メンバー名を 8 文字までに訂正し、コ
マンドを再び出してください。
ISRE562

パラメーターが多過ぎる - 有効な形式は
次のとおりです。 COPY メンバー名 行
#1 行 #2 AFTER 行ポインター″

解説: PDF 編集コマンド COPY が、許可されている
最大数より多くのパラメーターを指定して呼び出されま
した。
ユーザー応答: コマンドを変更して COPY コマンドに
対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行
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かマクロの再実行をしてください。 編集プログラムの
コマンド構文については、ISPF 編集機能および編集マ
クロ を参照してください。マクロの提供者が別の人で
あれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を
得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、COPY コマンド
に対して適切なパラメーターを指定してください。 編
集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集機
能および編集マクロ を参照してください。
ISRE563

無効な行範囲 - aaaaaaaa が 1 つだけ指
定されたが、bbbbbbbb には範囲が 2 つ
必要です。

解説: PDF 編集コマンド (bbbbbbbb) が、行ラベルま
たは行番号を 1 つだけ指定して呼び出されました。 2
つのラベルか 2 つの行番号 (SUBMIT する行範囲の始
めと終わりをマーキングする) を指定して、行範囲を処
理するか、またはパラメーターを指定しないで編集セッ
ションのすべての行を処理するかのいずれかです。
ユーザー応答: コマンドを変更してコマンドに対して
適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行かマク
ロの再実行をしてください。 編集プログラムのコマン
ド構文については、ISPF 編集機能および編集マクロ を
参照してください。マクロの提供者が別の人であれば、
作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てくだ
さい。
プログラマー応答: マクロを変更し、コマンドに対し
て適切なパラメーターを指定してください。 編集プロ
グラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能およ
び編集マクロ を参照してください。

| ISRE564
|
|
|
|
|

メンバー名が不許可 - 順次データ・セッ
トの編集中、メンバー名だけが
COMPARE コマンドに与えられました。
順次データ・セットを比較する場合、明示
的なデータ・セット、また必要であればメ
ンバー名を指定してください。

解説: 順次データ・セットの編集中、COMPARE コマ
ンドにメンバー名だけが指定されました。 順次デー
タ・セットを比較するときは、データ・セットを明示的
に指定してください。必要であればメンバー名を指定し
ます。
ユーザー応答: 明示のデータ・セットを指定し、必要
であればメンバー名を指定してください。

ISRE565

メンバー名が見付からない - メンバー
aaaaaaaa は、このデータ・セットまたは
連結内に検出できません。

解説: COMPARE コマンドでメンバー名が指定された
が、編集連結内にはそのメンバーが検出できません。
ユーザー応答: 明示のデータ・セット名を指定して
COMPARE コマンドを出すか、連結内に確実にあること
がわかっているメンバー名を使用してください。
ISRE566

aaaaaaaa が未定義 - キーワード AFTER
か BEFORE のあとには有効な aaaaaaaa
が必要です。

解説: AFTER または BEFORE キーワードを使用し
て、編集プログラムにデータを入れる場所を指示すると
きには、AFTER または BEFORE のあとに行ポインタ
ーか行番号を指定する必要があります。
ユーザー応答: コマンドを変更してコマンドに対して
適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行かマク
ロの再実行をしてください。 編集プログラムのコマン
ド構文については、ISPF 編集機能および編集マクロ を
参照してください。マクロの提供者が別の人であれば、
作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てくだ
さい。
プログラマー応答: マクロを変更し、コマンドに対し
て適切なパラメーターを指定してください。 編集プロ
グラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能およ
び編集マクロ を参照してください。
ISRE567

メンバー名が必要 - 順次データ・セット
と区分データ・セットの比較には、メンバ
ー名の指定が必要です。

解説: 順次データ・セットの編集中、COMPARE コマ
ンドに区分データ・セット名が渡されました。 メンバ
ー名を指定しなければなりません。
ユーザー応答: 順次データ・セットを区分データ・セ
ットのメンバーと比較するには、データ・セット名とメ
ンバー名を指定して、COMPARE コマンドを出します。
ISRE568

メンバー名は使えない - 順次データ・セ
ットの比較中に、メンバー名を指定しない
でください。

解説: COMPARE コマンドに順次データ・セット名が
渡されたが、メンバー名もまた指定されました。
ユーザー応答: オペランドからメンバー名を除去し
て、COMPARE コマンドを再び出してください。
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ISRE569

aaaa が無効 - 指定された aaaa がメンバ
ー bbbbbbbb に存在しません。

解説: 編集コマンドが、コマンドの宛先として行ラベ
ルまたは行番号を指定して呼び出されたが、そのラベル
または行番号は編集データ内にありません。
ユーザー応答: コマンドを変更してコマンドに対して
適切なパラメーターを指定し、コマンドの再発行かマク
ロの再実行をしてください。 編集プログラムのコマン
ド構文については、ISPF 編集機能および編集マクロ を
参照してください。マクロの提供者が別の人であれば、
作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助を得てくだ
さい。
プログラマー応答: マクロを変更し、コマンドに対し
て適切なパラメーターを指定してください。 編集プロ
グラムのコマンド構文については、ISPF 編集機能およ
び編集マクロ を参照してください。
ISRE570

パラメーターの指定が無効 LOCK/UNLOCK パラメーターはプロファ
イル名または番号とともには指定できませ
ん。

解説: LOCK または UNLOCK パラメーターは、
PROFILE コマンドでプロファイル名または番号と同時
には指定できません。
ユーザー応答: LOCK または UNLOCK パラメーター
と、名前または番号パラメーターの指定は、別々のコマ
ンドで行ってください。
ISRE573

パラメーターが多すぎる - TABS コマン
ドの有効なパラメーターは
ON/OFF、STD/ALL/? だけです。

解説: TABS コマンドでは最高 2 つまでのパラメータ
ーを指定することができます。最初のパラメーターは
ON か OFF のいずれか、2 番目のパラメーターは
STD、ALL、あるいはタブ文字のいずれかです。
ユーザー応答: TABS コマンドに、パラメーターを正
しい数だけ指定してください。
ISRE574

無効なパラメーター - TABS コマンドの
有効なパラメーターは ON/OFF、
STD/ALL(any)/? だけです。

ISRE575

パラメーターが矛盾する - TABS コマン
ドに対して ’aaaaaaaa’ と ’bbbbbbbb’ の
両方は指定できません。

解説: パラメーター aaaaaaaa と bbbbbbbb の組合わ
せは TABS コマンドでは許可されていません。
ユーザー応答: TABS コマンドに有効なパラメーター
の組み合わせを指定してください。
ISRE576

PROFILE PARM が無効 - 有効なパラメ
ーターは行カウント、プロファイル名、ま
たは LOCK/UNLOCK のみです。

解説: PROFILE コマンドに対して無効なパラメーター
が指定されました。 有効なパラメーターは、
LOCK、UNLOCK、プロファイル名、表示するプロファ
イル行の数です。
ユーザー応答: PROFILE コマンドに対して有効なパラ
メーターを使用してください。
ISRE577

プロファイル名が無効 - 名前は、英字で
始まる 1 から 8 桁までの英数字列でな
ければなりません。

解説: PROFILE コマンドで無効な名前が指定されまし
た。プロファイル名は 1 文字の英字で始まり、そのあ
とに 7 文字までの英字が続く有効なメンバー名である
必要があります。
ユーザー応答: PROFILE コマンドに有効なメンバー名
を指定してください。
ISRE579

新しい編集プロファイル - aaaaaaaa
(bbbbbbbb-cccccccc) は編集プロファイル
として定義されていません。

解説: これは通知メッセージです。 新規の編集プロフ
ァイル aaaaaaaa が作成されました。
ISRE580

STATS が無効 - 順次ファイルの場合
は、STATS モードはオンにできません。

解説: STATS コマンドは区分データ・セットのメンバ
ーに対してのみ有効です。
ユーザー応答: STATS コマンドは区分データ・セット
の編集時のみ出してください。

解説: TABS コマンドに対して無効なパラメーターが
指定されました。

ISRE581

ユーザー応答: TABS コマンドに有効なパラメーター
を指定してください。最初のパラメーターは ON か
OFF のいずれか、2 番目のパラメーターは
STD、ALL、あるいはタブ文字のいずれかです。

解説: COBOL 番号付けが可変長レコードを持つデー
タ・セットに対して指定されました。 COBOL 番号付
けは、固定長レコード (RECFM = F) を持つデータ・セ
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COBOL 番号付けが無効 - COBOL 番号
付けが正しくありません。
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ットに対してのみ実行できます。
ユーザー応答: COBOL 番号付けを使用するデータ・セ
ットが、固定長のレコード (RECFM = F) として割り振
りされていることを確認してください。
ISRE582

NUMBER モードでない - UNNUM は
NUMBER モードでのみ有効です。

解説: UNNUM コマンドは番号付けがオンになってい
るときにのみ有効です。
ユーザー応答: UNNUM コマンドは、行番号つきのメ
ンバーまたはデータ・セットを編集しているときだけ発
行してください。
ISRE583

STATS モードでない - VERSION また
は LEVEL コマンドは STATS モードで
のみ有効です。

解説: VERSION または LEVEL コマンドが有効なの
は、STATS モードになっている場合に限られます。
ユーザー応答: STATS ON を指定し、区分データ・セ
ットのメンバーに対して STATS を獲得してください。
STATS コマンドは順次データ・セットでは指定できま
せん。
ISRE584
解説:

16 進モードでは無効 - TE は、16 進モ
ードでは無効です。

TE 行コマンドは 16 進モードでは無効です。

ISRE587

解説: DELETE コマンドで、パラメーター aaaaaaaa
と bbbbbbbb の両方を同時に指定することはできませ
ん。
ユーザー応答: DELETE コマンドを変更して、有効な
パラメーターの組み合わせを指定してください。
ISRE588

コマンドが無効 - テキスト入力モードで
は 16 進モードは無効です。

解説: テキスト入力モードでは 16 進モードは入力で
きません。
ユーザー応答: Enter キーを押してテキスト入力モード
を終了してから、HEX コマンドを入力してください。
ISRE586

パラメーターが多過ぎる - DELETE コマ
ンドの有効なパラメーターは、ALL
X/NX、lptr-1、lptr-2 です。

解説: DELETE コマンドで指定したパラメーターが多
過ぎます。
ユーザー応答: DELETE コマンドに、パラメーターを
正しい数だけ指定してください。

パラメーターが無効 - DELETE コマンド
の有効なパラメーターは、ALL X/NX、
lptr-1、lptr-2 です。

解説: DELETE コマンドに対して無効なパラメーター
が指定されました。
ユーザー応答: DELETE コマンドが有効なパラメータ
ー名を使用していることを確認してください。
ISRE589

パラメーターが無効 - DELETE コマンド
の有効なパラメーターは、ALL X/NX お
よびラベルの範囲です。

解説: DELETE コマンドに対して無効なパラメーター
が指定されました。
ユーザー応答: DELETE コマンドが有効なパラメータ
ー名を使用していることを確認してください。
ISRE590

ユーザー応答: HEX OFF を指定して 16 進モードをオ
フにしてから、TE コマンドを使用してください。
ISRE585

パラメーターが矛盾する - DELETE コマ
ンドに対して ’aaaaaaaa’ と ’bbbbbbbb’
の両方は指定できません。

必須パラメーターがない - 指定方法:
DELETE ALL X/NX または DELETE
X/NX .A .B または DELETE ALL .A .B

解説: DELETE コマンドで指定したパラメーターが不
完全です。
ユーザー応答: DELETE コマンドでパラメーターが指
定されていることを確認してください。 パラメーター
は範囲を含む必要があります。 以下に例を示します。
v ALL
v .A .B
v ALL .A .B
ALL .A .B の指定以外では、パラメーターの 1 つは、
除外される行の処理方法を示す、X または NX でなけ
ればなりません。
ISRE591

DELETE パラメーターがない - ALL を
指定した場合は、X、NX、またはラベル
の範囲が必要です。

解説: パラメーター ALL を DELETE コマンドで指定
した場合は、X、NX、またはラベル範囲のうちのいずれ
か 1 つのパラメーターを指定しなければなりません。
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ユーザー応答: コマンドを更新し、欠落しているパラ
メーターの 1 つを指定してください。
ISRE592

DELETE パラメーターがない - X または
NX を指定した場合は、ALL またはラベ
ルの範囲が必要です。

解説: パラメーター X または NX を DELETE コマン
ドで指定した場合は、ALL またはラベル範囲のパラメ
ーターのうちのいずれか 1 つを指定しなければなりま
せん。
ユーザー応答: コマンドを更新し、欠落しているパラ
メーターの 1 つを指定してください。
ISRE593

行は削除されない - 削除すべき除外行が
ありません。

解説: X パラメーターを DELETE コマンドで指定し
たが、1 行も除外されませんでした。
ユーザー応答: 削除されるべき行を除外してから、X
パラメーター指定の DELETE コマンドを出してくださ
い。
ISRE594

行は削除されない - 削除すべき除外行が
ありません。

解説: NX パラメーターを DELETE コマンドで指定し
たが、すべての行が除外されています。
ユーザー応答: NX パラメーターを指定した DELETE
コマンドを発行する前に、削除されるべき行を除外しな
いでください。
ISRE595

パラメーターの指定がない - DELETE コ
マンドのパラメーターには省略時の値があ
りません。

解説: DELETE コマンドが出されたが、削除すべきも
のを示すパラメーターが指定されていません。
ユーザー応答: DELETE コマンドに、削除すべき行を
示すパラメーターを指定してください。
ISRE596

行ポインターが無効 - DELETE コマンド
で指定した行を位置付けできません。

解説: DELETE コマンドに指定された 1 つあるいは両
方のラベルが定義されていません。
ユーザー応答: DELETE コマンドで使用する両方のラ
ベルを定義してから、コマンドを出してください。 ラ
ベルの割り当ては、編集プログラムが表示する行番号の
上に、ラベルを上書きすることで可能です。
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ISRE597

解説:

行は削除されない - 「データの初め」お
よび「データの終わり」は相対行番号とし
て無効です。

削除基準に合致した行がありません。

ユーザー応答: 意図した行を削除するように、DELETE
に指定したパラメーターを変更してください。
ISRE598

範囲指定が不完全 - DELETE コマンドに
対しては、単一ラベルによる範囲指定は無
効です。

解説: DELETE コマンドに対しては、初めのラベルと
終わりのラベルを指定して、範囲を指定しなければなり
ません。
ユーザー応答: DELETE コマンドで 2 つのラベルを指
定してください。 第 1 のラベルは削除すべき最初の
行、第 2 のラベルは削除すべき最後の行を表します。
削除したい行が 1 行だけならば、その行を範囲の始め
と終わり として指定してください。
ISRE599

行ポインターは無効 - DELETE の対象範
囲の開始行として ″0″ を指定しました
が、これは無効です。

解説: DELETE コマンドに指定したラベルの一方ある
いは両方に 0 (ゼロ) が設定されています。
ユーザー応答: データ行を示すように、DELETE コマ
ンドで使うラベルを更新すなわち変更してください。
ISRE600

無効な BOUNDS パラメーター ″aaaaaaaa″ は BOUNDS コマンドのパラ
メーターとして無効です。

解説: BOUNDS コマンドで指定した値 aaaaaaaa は有
効なパラメーターではありません。
ユーザー応答: BOUNDS コマンドを入力するときにす
べてのパラメーターが有効であることを確認してくださ
い。 ヘルプを使用して、BOUNDS コマンドの情報を得
ることができます。
ISRE601

パラメーターが多過ぎる - BOUNDS コ
マンドの有効なパラメーターは左右の桁番
号 (または *) だけです。

解説: BOUNDS コマンドで指定したパラメーターが多
過ぎます。 BOUNDS コマンドは、パラメーターを指定
しないか、または 2 つのパラメーターを指定しなけれ
ばなりません。 2 つのパラメーターは、左の桁番号と
右の桁番号です。
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ISRE602

指定が無効 - BOUNDS オペランドは、
両方とも指定するか、両方とも指定しない
かのどちらかです。

解説: BOUNDS コマンドでパラメーターが 1 個だけ
指定されました。 BOUNDS コマンドは、パラメーター
を必要としないか、または 2 つのパラメーターを必要
とします。
ユーザー応答: BOUNDS コマンドにパラメーターを指
定せずに、省略時の境界桁を使用するか、左右両方のカ
ラムを指定してください。 ″*″ (アスタリスク) を使用
して左右いずれかのカラム・パラメーターとすることも
できます。これは境界桁の現行値を保存するということ
を示します。
ISRE603

左の境界桁が無効 - 左の境界桁に無効な
値が指定されたので、省略時の値にリセッ
トされました。

解説: 指定された左の境界桁は最初のデータより前
か、あるいは最後のデータ列より後ろです。
ユーザー応答:
ださい。

左の境界桁をデータ列内に指定してく

ユーザー応答: 境界桁の値はデータ列の範囲内に指定
してください。
ISRE607

解説: CURSOR コマンドで指定したパラメーターが多
過ぎます。 無効な行番号、桁番号、またはラベルが原
因であると考えられます。
ユーザー応答: CURSOR コマンドが持つパラメーター
の数が正しいことを確認してください。
ISRE608

右の境界桁が無効 - 右の境界桁に無効な
値が指定されたので、省略値の値にリセッ
トされました。

解説: 指定された右の境界桁は最初のデータ列より前
か、あるいは最後のデータ列より後ろです。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE605

右の境界桁をデータ列内に指定してく

左の境界桁が右を超えた - 左の境界桁の
指定が右の境界桁の指定を超えてはなりま
せん。

解説: 指定された最初の値、すなわち左の境界桁が、
右の境界桁として指定された値より大きい値を持ってい
ます。 左の境界桁に指定する値は、右の境界桁に指定
する値より小さくなくてはなりません。
ユーザー応答: 左の境界桁に、右の境界桁の値より小
さい値を指定してください。
ISRE606

両方の境界桁が無効 - 両方の境界桁に無
効な値が指定され、省略時の値にリセット
されました。

解説: 指定された左の境界桁が最初のデータ列の前
か、最後のデータ列の後ろであるか、あるいは指定され
た右の境界桁が最初のデータ列の前か、最後のデータ列
の後ろであるかのいずれかです。

パラメーターが無効 - 行番号、桁番号、
ラベル、または CURSOR コマンドのキ
ーワードが無効です。

解説: CURSOR コマンドで指定したパラメーターが無
効です。 無効な行番号、桁番号、またはラベルが原因
であると考えられます。
ユーザー応答: CURSOR コマンドで指定されている行
番号と桁番号が有効であることを確認してください。
ISRE609

ISRE604

パラメーターが多過ぎる - 行番号、桁番
号、ラベル、または CURSOR コマンド
のキーワードが無効です。

パラメーター認識不可能 - 行番号、桁番
号、ラベル、または CURSOR コマンド
のキーワードが無効です。

解説: CURSOR コマンドで指定されたパラメーター
は、有効なパラメーターであると認識されませんでし
た。 無効な行番号、桁番号、またはラベルが原因であ
ると考えられます。
ユーザー応答: CURSOR コマンドが持つパラメーター
の数が正しく、またそれらがすべて有効であることを確
認してください。
ISRE610

変更は保管されない - データの変更内容
はビュー・セッション内では保管されませ
ん。 変更を保管するには、作成または置
き換えを使用してください。

解説: SAVE または END コマンドがビュー内で実行
中の編集マクロから要求されました。 ビューはデータ
に対する変更内容を保管しません。
ユーザー応答: 変更内容を保管するためには、基本コ
マンド CREATE または REPLACE を使用してくださ
い。
プログラマー応答: そのマクロがビューから実行し、
データを変更するように設計されていているならば、取
り消しコマンドを出してビュー・セッションを抜けてく
ださい。
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ISRE632

変更が示された - ファイルの差異が現在
強調表示されています。 このファイル
は、’aaaaaaaa’ と比較されました。

解説: 比較コマンドが正常に完了し、ファイル間の違
いが強調表示されています。 編集データ・セットが比
較された相手のファイルは長メッセージ (aaaaaaaa) に
表示されています。

てを入れられないか、または SuperC のエラーの結果で
ある可能性が考えられます。
ユーザー応答: ユーティリティー・セクションで
SuperC ダイアログを使用して、ファイルの比較を行っ
てください。
ISRE644

ユーザー応答: いくつかの違いが表示されていなかっ
たり、あるいは比較方式を修正したい場合には、オペラ
ンドを指定しない COMPARE コマンドを使用して、比
較設定を変更してください。
ISRE633

ファイルが同じ - このファイルは
’aaa(56)’ と比較されませんでした。 比較
されたファイルに差異はありません。

解説: 比較コマンドが正常に完了し、ファイル間の違
いはありませんでした。 編集データ・セットが比較さ
れた相手のファイルは長メッセージ (aaa(56)) に表示さ
れています。

解説: COMPARE 編集コマンドは差異を検出しません
でした。 しかし、比較設定の編集パネルで、比較プロ
グラムに対して入力をフィルターするオプションが選択
されています。 その結果、比較の際にいくつかの違い
が無視され、編集プログラムで強調表示されない可能性
があります。
ISRE648

ユーザー応答: いくつかの違いが表示されていなかっ
たり、あるいは比較方式を修正したい場合には、オペラ
ンドを指定しない COMPARE コマンドを使用して、比
較設定を変更してください。
ISRE638

SuperC エラー - SuperC が戻りコード
aa で終了しました。

解説: SuperC 比較プログラム (COMPARE コマンドで
指定したファイルを比較するために使用される) が戻り
コード (aa) を返して終了しました 。これは比較が失敗
したことを示します。 失敗の理由としては、I/O エラー
があった、サポートされないデータ・セットのタイプ、
割り振りエラー、またはそれ以外の障害が考えられま
す。
ユーザー応答: ユーティリティー・セクションで
SuperC ダイアログを使用して、ファイルの比較を行っ
てください。 そこで失敗がおこるようであれば、
SuperC リストによって原因を検出できる可能性があり
ます。
ISRE639

デルタ・ファイルのエラー - 認識されて
いない制御カードが、デルタ・ファイルに
見付かりました。 ユーティリティー・セ
クションで SuperC ダイアログを使用し
て、ファイルの比較を行ってください。

解説: ユーティリティー・セクションで SuperC が比
較実行中に作成したデルタ・ファイルで見付かりまし
た。 これは編集プログラムが作成した一時デルタ・フ
ァイルが小さすぎて、SuperC で書かれたレコードすべ
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ファイルが比較された - 差異は見付から
なかったが、表示されていない差異がある
かもしれません。 比較中にいくつかのデ
ータを無視するオプションが比較設定の編
集パネルで、選択されました。 このファ
イルは、’aaa(56)’ と比較されました。

ファイルが比較された - 差異は見付から
なかったが、比較設定の編集パネルで
SuperC の「非処理」オプションが選択
されているため、表示されていない差異が
あるかもしれません。 このファイルは、
’aaa(56)’ と比較されました。

解説: COMPARE 編集コマンドは差異を検出しません
でした。 しかし、比較設定の編集パネルで SuperC の
「非処理」オプションが選択されています。 その結
果、比較の際にいくつかの違いが無視され、編集プログ
ラムで強調表示されない可能性があります。
ISRE720

パラメーターが多過ぎる - MOVE コマン
ドでメンバー名と、 aaaaaaaa を伴う
AFTER または BEFORE を指定している
可能性があります。

解説: MOVE コマンドで指定したパラメーターが多過
ぎます。
ユーザー応答:
い。
ISRE721

解説:

無効なパラメーターを除去してくださ

無効なパラメーター - メンバー名と、
aaaaaaaa を後ろに伴う AFTER または
BEFORE を指定している可能性がありま
す。

無効なパラメーターが指定されました。

ユーザー応答: 無効なパラメーターを除去して、再試
行してください。
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ISRE722

解説:

宛先が必要 - aaaaaaaa には
AFTER/BEFORE lptr が必要です。 メン
バー名も必要です。

宛先パラメーターが省略されています。

ユーザー応答: AFTER または BEFORE のいずれかと
メンバー名を指定してください。
ISRE723

解説:

メンバー名が必要 - マクロでは、
aaaaaaaa コマンドがメンバー名を必要と
します。

メンバー名が省略されています。

ユーザー応答:
い。
ISRE724

解説:

多過ぎるパラメーターが指定されました。

ISRE725

ISRE730

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE731

無効なパラメーターを除去してくださ

パラメーターが無効です - CREATE コマ
ンドでは、メンバー名またはデータ・セッ
ト名およびメンバー、および aaaaaaaa 範
囲を指定できます。

ユーザー応答: 無効なパラメーターを除去して、
CREATE コマンドを再試行してください。
パラメーターが多すぎる - REPLACE コ
マンドでは、メンバー名またはデータ・セ
ット名およびメンバー、および aaaaaaaa
範囲を指定できます。

解説: REPLACE コマンドで指定したパラメーターが多
過ぎます。
ユーザー応答: 不要なパラメーターを除去して、再試
行してください。
ISRE729

無効なブロック・サイズ - 指定したブロ
ック・サイズのブロック・サイズがゼロに
なっています。

解説: 指定したデータ・セットのブロック・サイズが
ゼロになっています。ゼロは無効です。

ISRE732
解説:

パラメーターが無効です - REPLACE コ
マンドでは、メンバー名またはデータ・セ
ット名およびメンバー、および aaaaaaaa
範囲を指定できます。

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: 仮想記憶域の追加を要求します。 エラ
ーが再発する場合は、システム・プログラマーに連絡し
てください。
システム・プログラマー応答: システム障害の可能性
があります。 障害の原因を切り離してください。
ISRE733

無効なパラメーターが指定されました。

ISRE728

STAE マクロ・エラー - STAE マクロに
必要な記憶域を確保できません。サブプー
ル 0 が一杯です。

ユーザー応答: 別のデータ・セットを選択するか、ブ
ロック・サイズを変更してください。

パラメーターが多すぎる - CREATE コマ
ンドでは、メンバー名またはデータ・セッ
ト名およびメンバー、および aaaaaaaa 範
囲を指定できます。

ユーザー応答:
い。

解説:

有効なメンバー名を指定してくださ

ユーザー応答: 無効なパラメーターを除去して、コマ
ンドを再試行してください。

読み取り時の I/O エラー - データを読み
取ることができません。

解説: データ・セットを読み取ろうとして、障害が発
生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: システム・エラーの可
能性があります。 エラーを切り離し、弊社サポート部
門に連絡してください。
ISRE734

メンバーが見付からない - 要求されたメ
ンバーが PDS のディレクトリーにあり
ませんでした。

解説: 指定したメンバーが、データ・セットのディレ
クトリーに存在しません。
ユーザー応答:
てください。

メンバーが存在するかどうかを確認し

解説: REPLACE コマンドに対して無効なパラメーター
が指定されました。
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ISRE735

区分データ・セットではない - メンバー
名を指定しましたが、このデータ・セット
は区分データ・セットではありません。

解説: メンバー名を指定する場合、データ・セットは
区分データ・セットでなければなりません。
ユーザー応答: メンバー名を除去するか、データ・セ
ット名を訂正してください。
ISRE736

メンバー・リストの更新エラー - メンバ
ー名がメンバー・リストに追加されていま
せん。 更新中にエラーが発生しました。

解説: メンバー・リストを更新しようとして、失敗し
ました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

ISREDIT MACRO ステートメントを追加してくださ
い。
ISRE741

解説: 入力したマクロ名には、最初の実行可能命令と
して ISREDIT MACRO ステートメントがありません。
ユーザー応答:
い。

解説:

メンバー名が無効 - メンバー名 aaaaaaaa
は区分データ・セットの名前としては無効
です。

無効なメンバー名が入力されました。

ユーザー応答:

ISRE742

解説:

ユーザー応答: SYSPROC を割り振って操作を再試行
するか、コマンドを訂正してください。

メンバー名を訂正します。

メンバー aaaaaaaa は作成済み aaaaaaaa は bbbbbbbb に追加済みです。

これは通知メッセージです。

ISRE739

パラメーターが多過ぎる - スクロール・
コマンドで指定したパラメーターが多過ぎ
ます。

解説: SCROLL コマンドに対して入力されたパラメー
ターが多過ぎます。
ユーザー応答:
い。
ISRE740

無効なパラメーターを除去してくださ

コマンドがマクロでない - ″aaaaaaaa″ に
ISREDIT MACRO ステートメントが含ま
れていません。

解説: 入力したコマンドは、有効な編集マクロではあ
りません。
ユーザー応答: 正しい編集マクロ名を指定してくださ
い。 編集マクロ名が正しいならば、担当のプログラマ
ーに連絡してください。
プログラマー応答:
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システム・エラー、SYSPROC なし - コ
マンドが無効かまたはマクロです。 マク
ロには SYSPROC の割り振りが必要で
す。

解説: 無効なコマンドを入力したか、または
SYSPROC を割り振らないでマクロの実行を要求しまし
た。

ISRE743
ISRE738

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: マクロの中の最初の実行可能命令
が ISREDIT MACRO 命令であるかどうかを確認してく
ださい。

システム・プログラマー応答: システム障害の可能性
があります。 障害の原因を切り離してください。
ISRE737

コマンドを実行できない - 実行可能ステ
ートメントの前には ISREDIT MACRO
ステートメントが必要です。

マクロ名を確認し、マクロに
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解説:
た。

コマンド名が無効 - ″aaaaaaaa″ は無効な
マクロ名か、または無効な SYSPROC メ
ンバー名です。

無効なコマンドまたはマクロ名を入力しまし

ユーザー応答:
ださい。
ISRE744

コマンドまたはマクロ名を訂正してく

マクロへのアクセス・エラー SYSPROC メンバー ″aaaaaaaa″ にアク
セスするときに BLDL エラーが発生しま
した。

解説: 指定されたマクロにアクセスしようとしたとき
に、BLDL エラーを受け取りました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
分離してください。

システム障害の原因を
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ISRE745

コマンド名が無効 - ″aaaaaaaa″ は有効な
編集コマンドまたはマクロ名ではありませ
ん。

解説: 無効なマクロ名または編集コマンドを入力しま
した。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE746

コマンドまたはマクロ名を訂正してく

ISRE750

解説: 指定したデータ・セットには項目用のディレク
トリー・スペースがもうありません。
ユーザー応答: ディレクトリー項目を追加して、デー
タ・セットを再割り振りしてください。

コマンドが見付からない - ISREDIT のあ
とにコマンド名がありません。

ISRE751

解説: 必要なコマンド・パラメーターを付けずに
ISREDIT コマンドを入力しました。
ユーザー応答: コマンド名を訂正したうえで、ISREDIT
コマンドを再入力してください。
ISRE747

無効なマクロ・コマンド - 括弧の外側の
パラメーターが
PROCESS/NOPROCESS となっていま
せん。

解説: PROCESS または NOPROCESS のつづりが間違
っている可能性があります。
ユーザー応答:
い。
ISRE748

ディレクトリーにスペースがない - PDS
のディレクトリーがいっぱいです。ディレ
クトリー用のブロックをもっと割り振って
ください。

解説: ディレクトリー情報を書き込もうとして、エラ
ーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: システム障害の可能性
があります。 STOW エラーの原因を分離してくださ
い。
ISRE752

マクロ・コマンドを訂正してくださ

パラメーターが無効 - ″aaaaaaaa″ マク
ロ・コマンドにはパラメーターを指定でき
ません。

STOW で I/O エラー - ディレクトリ
ー・ブロックの更新中に、永続 I/O エラ
ーが発生しました。

STOW で I/O エラー - メンバーの後に
EOF マークを書き込んでいる最中に、永
続 I/O エラーが発生しました。

解説: EOF マーカーを書き込もうとして、エラーが発
生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

解説: 追加のパラメーターが指定されていますが、こ
のサービスでは指定できません。

システム・プログラマー応答: システム障害の可能性
があります。 障害の原因を見付けてください。

ユーザー応答:
い。

ISRE753

ISRE749

無効なパラメーターを除去してくださ

MACRO コマンドが無効 - MACRO コマ
ンドは、マクロ内で 1 回だけ指定してく
ださい。

解説: 指定したマクロに複数の MACRO ステートメン
トがあります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
さい。

マクロのロジックを訂正してくだ

切り捨ての警告 - 編集中のデータは可変
長データで、そのうちの少なくとも 1 つ
のレコードは、ブランクで終了していま
す。このデータを保管すると、すべてのレ
コードから末尾ブランクが削除 (remove)
されます。 ブランクを除去したくない場
合には、PRESERVE ON コマンドを発行
できます。

解説: 編集中のデータは可変長レコードを含んでお
り、それらのうちの 1 つまたは複数のレコードがブラ
ンクで終了しています。データの保管に Edit SAVE コ
マンドまたは Edit END コマンドを使用している場合
は、エディターは、レコードを書き込む前に、各レコー
ドの末尾ブランクをすべて削除 (remove) します。個々
のレコードが編集セッション中に変更されたかどうかに
かかわらず、ブランクは削除 (remove) されます。
PRESERVE ON コマンドを発行すると、編集プログラ
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ムにレコードからブランクを取り除かないよう指示され
ます。
ISRE754
解説:

書き込み時 I/O エラー - データを書き込
むことができません。

置換を指定した STOW が失敗しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: システム障害の可能性
があります。 障害の原因を切り離してください。
ISRE755

解説:

システム異常終了 ’aaaaaaaa’ - 異常終了
のためにデータの保管に失敗しました。
詳しくは、HELP キーを押してくださ
い。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: 解説パネルによるヘルプが不十分であ
れば、MVS メッセージ・ライブラリー : システム・コ
ード の異常終了コードについての説明を参照してくだ
さい。
ISRE756
解説:
た。

無効なコマンド - 有効なコマンドは
LOCATE (L) だけです。

ISRE757

メンバー名が PDS 登録簿に見つからな
いか、データ・セット名がカタログされて
いません。

解説: 複写要求が出されたメンバーまたはデータ・セ
ットが見つかりませんでした。
ユーザー応答: メンバー名またはデータ・セット名を
変更してください。
ISRE758

記憶域の不足 - (STOW を使用した) ディ
レクトリーの更新に必要な記憶域が足りま
せん。

解説: 仮想メモリーの不足のために STOW が失敗しま
した。
ユーザー応答: 時間をおいてから再試行してくださ
い。 エラーが再発する場合は、システム・プログラマ
ーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: エラーが再発する場
合、システム障害が発生している可能性があります。
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aaaaaaaa 入力エラー - VPUT が変数
bbbbbbbb を cccccccc 値に設定できませ
んでした。

解説: ISPF 内部 VPUT が編集マクロで値 bbbbbbbb
の設定に失敗しました。 プログラム・マクロでこれが
発生する原因としては以下のことが考えられます。
v その値が、プログラム内で VDEFINE された変数よ
りも長い。
v その値が、プログラム内で VDEFINE されたタイプ
として格納できない。
すべての種類のマクロにあてはまる原因として、以下の
ことも考えられます。
v 変数プール内のすべての変数の長さが 32K を超えて
いる。
v プロファイル・テーブルにエラー (I/O または内部形
式の) がある。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 上記にリストした問題をチェック
してください。 これらの問題のどれもあてはまらない
ときは、弊社サービス部門に連絡してください。
ISRE760

このパネルでは無効なコマンドが入力されまし

ユーザー応答: コマンドを LOCATE メンバーまたは
L メンバーに変更してください。
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ISRE759

パラメーターが多過ぎる EDIT、VIEW、BROWSE コマンドには、
メンバー名だけが有効なパラメーターで
す。

解説: EDIT、VIEW、または BROWSE コマンドに指
定したコマンドが多過ぎます。
EDIT、VIEW、BROWSE コマンドでパラメーターとし
て指定できるのは、メンバー名だけです。
ユーザー応答: 余分なコマンドを除去して、コマンド
を再試行してください。
ISRE761

無効なパラメーター - EDIT、VIEW、ま
たは BROWSE コマンドに余分なパラメ
ーターまたは無効なパラメーターが指定さ
れています。

解説: EDIT、VIEW、または BROWSE コマンドに余
分なパラメーターまたは無効なパラメーターが指定され
ています。 EDIT、VIEW、BROWSE コマンドでパラメ
ーターとして指定できるのは、メンバー名だけです。
ユーザー応答: 無効なパラメーターを除去して、コマ
ンドを再試行してください。

PDF メッセージ
ISRE762

メンバー / ファイル名がない EDIT、VIEW、BROWSE コマンドで、必
須パラメーターのメンバー / ファイル名
が指定されていません。

解説: EDIT、VIEW、BROWSE コマンドを使用するた
めには、メンバー名またはファイル名が必要です。
ユーザー応答: EDIT、VIEW、BROWSE コマンドを使
用するときは、メンバー名またはファイル名を指定して
ください。
ISRE763

無効なメンバー名 - メンバー名
″aaaaaaaa″ は英字で始まる英数字でなけ
ればなりません。

解説: EDIT、VIEW、または BROWSE コマンドのメ
ンバー名が無効です。
ユーザー応答: メンバー名は英数字で構成され、最初
の文字は英字でなければなりません。 メンバー名を訂
正し、コマンドを再試行してください。
ISRE764

無効なメンバー名 - メンバー名 aaaaaaaa
はメンバー名の長さとして認められる 8
桁を超えています。

解説: EDIT、VIEW、または BROWSE コマンドのメ
ンバー名が無効です。
ユーザー応答: メンバー名は 8 文字以下でなければな
りません。 メンバー名を訂正し、コマンドを再試行し
てください。
ISRE765

メンバー名は不可 - 順次データ・セット
を編集、ビュー、表示している場合は、メ
ンバー名を指定することはできません。

解説: 順次データ・セットを編集、ビュー、表示して
いる時は、メンバー名を指定して EDIT、VIEW、
BROWSE コマンドを呼び出すことはできません。
ユーザー応答: メンバー名を付けずに EDIT、VIEW、
または BROWSE を指定し、再試行してください。

ISRE767

解説: この画面では回復処理中であるため、EDIT およ
び VIEW コマンドは許可されません。 回復処理は、新
しい回復データ・セットの作成をするまえに完了してい
る必要があります。
ユーザー応答: 編集またはビューを終了してから、
EDIT または VIEW コマンドを実行してください。
ISRE768

解説:

解説:

変数の処理エラー - EDIT または VIEW
コマンドで変数を処理中にエラーが起きま
した。

重大な内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

EDIT または VIEW テーブルのエラー EDIT または VIEW コマンドの処理中に
テーブルのエラーが起こりました。

重大な内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE769
解説:

弊社サポート部門まで

メッセージ行のエラー - メッセージ行の
形式設定中に、エラーが起こりました。

このメッセージ行を形式設定できません。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE770

弊社サポート部門まで

パラメーターが多過ぎる - 編集の NOP
基本コマンドではパラメーターを指定でき
ません。

解説: 編集基本 NOP コマンドではパラメーターを使
用できません。
ユーザー応答: コマンドのパラメーターを外してコマ
ンドをもう一度試してください。
ISRE771

ISRE766

編集、ビューは不可 - 回復セッションが
活動状態の時は、編集、ビューを繰り返し
入力することはできません。

パラメーターが多過ぎる - 編集の
MACRO 基本コマンドではパラメーター
を指定できません。

解説: 編集基本 MACRO コマンドではパラメーターを
使用できません。
ユーザー応答: コマンドのパラメーターを外してコマ
ンドをもう一度試してください。

弊社サポート部門まで
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ISRE772

解説:

パラメーターがない - 編集スクロール・
マクロには
MAX/CSR/PAGE/HALF/DATA またはス
クロール量の指定が必要です。

マクロのパラメーターが無効です。

ユーザー応答: 有効なパラメーターは MAX、CSR、
PAGE、HALF、DATA、または実スクロール量です。
ISRE773

解説:

データ・パネルのエラー - PQUERY を
使ってデータ表示パネルを処理中に重大な
エラーが起こりました。

解説:

ユーザー応答:
い。

ISRE774

ISRE778

弊社サポート部門まで

記憶域の割り振りエラー - 編集データを
表示するために記憶域を獲得中に、重大な
エラーが起こりました。

解説: 編集データを表示するための記憶域を確保でき
ません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE775

弊社サポート部門まで

重大な表示エラー - 編集データを表示し
ようとしたときに重大なエラーが発生しま
した。

解説: 編集データを表示しようとしたときに重大なエ
ラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE776

弊社サポート部門まで

無効なパラメーター - コマンドに無関係
な、または無効なパラメーターを指定しま
した。

解説: コマンドで、余分な、または無効なパラメータ
ーが指定されました。
ユーザー応答: コマンドから余分なパラメーターを除
去するか、無効なパラメーターを訂正してから、コマン
ドを再試行してください。
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担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
してください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

ディレクトリーを更新中にエラー STOW が失敗しました。 戻りコード
=aaaaaaaa 理由コード=bbbbbbbb
(x’cccccccc’)。

内部エラーが発生しました。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。
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ISRE777

ディレクトリーのサイズを大きく

システム異常終了 ’aaaaaaaa’ - データを
保管しようとしたときに異常終了が発生し
ました。 ターゲット順次データ・セット
内の既存の情報は上書きされました。
CANCEL コマンドは、データ・セット内
のデータを復元しません。 詳しくは、
HELP キーを押してください。

解説: データを保管しようとしたときに異常終了が発
生しました。指定された異常終了コードが B37、D37、
E37 である場合、ディスク・パックにスペースがない
か、あるいはデータ・セットにスペースがないため、デ
ータを保管できません。順次データ・セットへの書き込
み中に x37 の異常終了が発生した場合は、そのデー
タ・セットは上書きされています。 CANCEL コマンド
を使用しても、元の内容は復元されません。UNDO が
使用可能であれば、変更をすべて取り消し、データ・セ
ットを SAVE して、元の内容を復元できます。
ユーザー応答: 編集セッション (編集データ表示画面)
からは、次のことを実行できます。
v 画面を分割して、データ・セットを再割り振りする。
v CREATE または REPLACE コマンドを入力して、別
のデータ・セットに保管する。
v CANCEL 基本コマンドを入力して、保管せずに
EDIT を終了する。
作成メニューまたは置換メニューからは、次のことを実
行できます。
v 画面を分割して、データ・セットを再割り振りする。
v END を使用して、データを保管せずに作成メニュー
または置換メニューを終了する。
ISRE779

パネルが見付からない - 編集 / ビューの
パネル・フィールドで指定したパネル名が
見付かりません。

解説: EDIT サービスが呼び出され、編集データを表示
するときに使用するパネル名が渡されました。 そのパ
ネルは現行の ISPPLIB 連結には存在していません。
ユーザー応答: パネルがどのデータ・セットに存在し
ているかを判別し、ISPF 割り振りリストまたはログオ
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ン・プロシージャーを修正して、そのデータ・セットを
入れるようにします。
ISRE780

パラメーターが多過ぎる - RFIND コマン
ドで指定したパラメーターが多過ぎます。

解説: RFIND コマンドで指定したパラメーターが許可
されていません。
ユーザー応答: コマンドのパラメーターを外してコマ
ンドをもう一度試してください。
ISRE781

パラメーターが多過ぎる - RCHANGE コ
マンドではパラメーターを指定してはいけ
ません。

解説: RCHANGE コマンドで指定したパラメーターが
許可されていません。
ユーザー応答: コマンドのパラメーターを外してコマ
ンドをもう一度試してください。
ISRE782

CHANGE コマンドが必要 - RCHANGE
コマンドは、有効な CHANGE コマンド
が出された後でしか機能しません。

解説: RCHANGE コマンドが出されたが、その前に
CHANGE コマンドが出されていません。
ユーザー応答: CHANGE コマンドを出してから、
RCHANGE コマンドを出します。
ISRE783

FIND コマンドが必要 - RFIND コマンド
は、有効な FIND コマンドが出された後
でしか機能しません。

解説: RFIND コマンドが出されたが、その前に FIND
コマンドが出されていません。
ユーザー応答: FIND コマンドを出してから、RFIND
コマンドを出してください。
ISRE784

ISRE785

レベルが範囲外 - レベル・パラメーター
は 0 から 255 までの正の値です。

解説: 指定されたレベル・パラメーターが 0 〜 255
の範囲外にあります。
ユーザー応答: LEVEL パラメーターとして 0 〜 255
の範囲の値を入力し、コマンドを再試行してください。

データ・セットが無効 - データ・セット
を、固定レコード長を持たないデータ・セ
ットと比較する際には、いずれのデータ・
セットも 32757 より長いレコード長であ
ってはいけません。

解説: 編集比較コマンドでは、ファイルの一方または
両方の論理レコード長が 32756 より長く、少なくとも
一方のファイルのレコード形式が可変長 (V) あるいは
非ブロック (U) である場合、比較ができません。
ユーザー応答: ファイルを比較する必要がある場合
は、編集 COMPARE コマンドを使用せず、SuperC ユー
ティリティーを使用してリストを作成してください。
ISRE790

パラメーターが多過ぎる - LABEL コマ
ンドで指定したパラメーターが多過ぎま
す。

解説: LABEL コマンドで指定したパラメーターが多過
ぎます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LABEL コマンドに、パラメーター
を正しい数だけ指定してください。
ISRE791

解説:

無効なラベル名 - LABEL コマンドで指
定した ’aaaaaaaa’ は無効なラベル名で
す。

ラベル名が無効です。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LABEL コマンドに有効なラベル名
を指定してください。 ラベル名はピリオドから始ま
り、1 〜 8 桁の英字が続きます。最初の英字は Z でな
ければなりません。
ISRE792

ラベルが見付からない - LABEL コマン
ドで指定された行に対応するラベルがあり
ません。

解説: LABEL コマンドで指定された行に関連付けられ
たラベルがありません。
ユーザー応答:
い。

行に対応するラベルを指定してくださ
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ISRE793

無効なラベル名 - 名前が予約文字の ″Z″
で始まっています。

解説: ラベル名は Z で始まっていますが、これは編集
プログラム定義済みラベルとして予約されています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: Z 以外の文字から始まる有効なラ
ベル名を指定してください。
ISRE794

解説:

ラベル名がない - LABEL コマンドに対
して、必須のラベル名パラメーターが正し
く指定されていません。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LABEL コマンドに対応するラベル
名を指定してください。
ISRE795

割り当てコマンドのエラー - LABEL コ
マンドの割り当ての形式 (取り出し / セ
ット) が正しくありません。

ISRE796

ISRE799

解説:
ん。

解説: これは通知メッセージです。 LABEL コマンド
で指定した行番号が存在しません。
ISRE797

必須の PARM がない - LABEL コマン
ドで指定したパラメーターが不足していま
す。

解説: LABEL コマンドで指定したパラメーターが少な
すぎます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LABEL コマンドに必要なパラメー
ターをすべて指定してください。
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無効なパラメーター - LABEL コマンド
の任意のレベル・パラメーターは、数値で
なければなりません。

レベル・パラメーターが数値になっていませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ラベル・パラメーターとして 0 〜
255 の数値を指定してください。
ISRE800

弊社サポート部門まで

行ポインターが無効 - LABEL コマンド
で指定した行ポインターがありません。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LABEL コマンドを訂正し、LABEL
LINE-POINTER というフレーズを入れてください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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ユーザー応答:
い。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

無効なキー・フレーズ - LABEL キー・
フレーズ LABEL LINE-POINTER を必要
とします。

解説: LABEL コマンドには、LABEL LINE-POINTER
というフレーズが入っていなければなりません。

ラベル名が見付かりません。

ユーザー応答:
い。

解説:

ISRE798

編集プロファイルを使用できない - 編集
プロファイル・テーブル・メンバー
’aaaaaaaa’ を作成または読み取りできま
せん。 自分または別のユーザーがすでに
使用している可能性があります。 編集は
省略時のプロファイルを使って実行されま
す。 編集プロファイルに加えた変更は保
管されません。

解説: 編集プロファイル・テーブルを作成または読み
取りできません。
ユーザー応答: アプリケーションを終了し、再試行し
てください。 それでもなお、このメッセージが表示さ
れるなら、プロファイル・データ・セットを圧縮してみ
るか、編集プロファイル・テーブルを削除してみてくだ
さい。
ISRE801

編集テーブルがオープンされていない テーブル ’aaaaaaaa’ がオープンしていま
せん。テーブル・サービスの
RC=bbbbbbbb。

解説: 編集プロファイル・テーブルがオープンされま
せん。
ユーザー応答: アプリケーションを終了し、再試行し
てください。 それでもなお、このメッセージが表示さ
れるなら、プロファイル・データ・セットを圧縮してみ
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るか、編集プロファイル・テーブルを削除してみてくだ
さい。
ISRE802

無効な編集テーブル - テーブル
’aaaaaaaa’ に無効な変数が入っていま
す。 テーブル・サービスの
RC=bbbbbbbb。

解説: 編集プロファイル・テーブルに無効な変数が入
っています。
ユーザー応答: プロファイル・データ・セットから編
集プロファイル・テーブルを削除してください。
ISRE803

ISRE806

メンバーは指定できない - メンバーの指
定は区分データ・セットについてのみ許可
されます。

解説: CREATE、REPLACE、MOVE、または COPY コ
マンドにメンバー名が指定されたが、データ・セットが
区分されていません。
ユーザー応答: メンバー名を付けずにコマンドを指定
してください。
ISRE807

編集 PROFILE のエラー - 編集プロファ
イルの変更は、このセッションではディス
クに保管されません。

解説: 編集プロファイルにエラーがあります。 この編
集セッションで、編集プロファイルに対してなされた変
更は、どのようなものであっても保管されません。

エラー: ファイルが変更された - 編集セ
ッションの開始以降にこのメンバーが変更
されています。 データを保管して、
COMPARE 機能を再発行してください。
データを保管しない場合は、CREATE ま
たは REPLACE コマンドを使用してデー
タを一時的な位置に保管してから、その一
時ファイルを編集中にして、COMPARE
コマンドを使用してください。

ユーザー応答: アプリケーションを終了し、再試行し
てください。 それでもなお、このメッセージが表示さ
れるなら、プロファイル・データ・セットを圧縮してみ
るか、編集プロファイル・テーブルを削除してみてくだ
さい。

解説: データが変更されている編集セッションで
COMPARE サービスが発行されました。 COMPARE コ
マンドを機能させるには、編集セッションのデータは、
編集セッションと同じデータがディスクに存在していな
ければなりません。 したがって、データが編集プログ
ラム内で変更される前の比較のみが有効です。

無効なラベル - レベル 0 に割り当てられ
たラベル名で、ピリオドのあとの文字が
5 文字を上回っています。

ユーザー応答: データを保管して、COMPARE 機能を
再発行してください。 データを保管しない場合は、
CREATE または REPLACE コマンドを使用してデータ
を一時的な位置に保管してから、その一時ファイルを編
集中にして、COMPARE コマンドを使用してください。

ISRE804

解説: レベル 0 に割り当てるラベル名では、ピリオド
のあとに 5 文字までしか使用できません。 割り当てら
れているラベル名には 6 文字以上の文字があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ラベル・ステートメントを訂正
し、ピリオドの後ろに 5 桁以下の文字を持つラベル名
を割り当ててください。
ISRE805
解説:
た。

ラベル使用不可能 - ラベル名はデータ行
でだけ入力できます。

ラベル名がデータ行以外の行に入力されまし

ユーザー応答:
い。

ISRE808

パラメーターが必要です - COMPARE マ
クロ・コマンドにはパラメーターが必要で
す。

解説: COMPARE 編集マクロ・コマンドがパラメータ
ーなしで発行されました。 編集マクロ・コマンドでは
パネルを表示しないため、編集マクロ内で、COMPARE
パラメーターはパラメーターの指定が必須です。
ユーザー応答:
い。

編集マクロの作者に連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロを変更し、COMPARE
マクロ・コマンドにパラメーターを含めてください。

データ行にラベル名を入力してくださ
ISRE809

ファイル割り振りエラー - 一時 SuperC
デルタ・ファイルを割り振ることができま
せん。

解説: SuperC デルタ・ファイルの作成時に割り振りエ
ラーが発生しました。
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ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 構成テーブル
ISRCONFG の PDFCUNIT フィールドが、50 トラック
の一時データ・セットを割り振ることができる、有効な
装置を指示していることを確認してください。
ISRE810

解説:

内部エラー - このエラーの理由について
は、システム開発担当者に問い合わせてく
ださい。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

解説:

ラベルが見付からない - ’aaaaaaaa’ コマ
ンドの範囲を指示するために、2 つのラ
ベルを入力する必要があります。

未除外行があります - 保留行コマンドを
含んでいる行は除外されていません。

保留中の行コマンドを含む行は除外されませ

ユーザー応答: 行コマンドを実行してから、行を除外
してください。
ISRE813
解説:

オープン・エラー - PDS をオープンしよ
うとしてエラーが発生しました。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE814
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弊社サポート部門まで

I/O エラー - メンバー・リストの作成中
に I/O エラーが起きました。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

範囲が除外された - bbbbbbbb から
cccccccc までの範囲の aaaaaaaa が除外
されました。

これは通知メッセージです。

ISRE818
解説:

システム・プログラマーに連絡してく
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除外された行はなし - aaaaaaaa 行が
EXCLUDE 基準を満たしていました。

これは通知メッセージです。
BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE819

弊社サポート部門まで

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

解説: アクセス中のデータ・セットにはメンバーがあ
りません。
ユーザー応答: メンバーを持つデータ・セットを指定
し、コマンドを再試行してください。
ISRE820

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

解説:

ISRE816

解説:

全行が除外された - aaaaaaaa 行が除外さ
れました。

これは通知メッセージです。

弊社サポート部門まで

ユーザー応答: 範囲を示す 2 つのラベルを指定し、コ
マンドを再試行してください。

解説:
ん。

解説:

ISRE817

解説: このコマンドの範囲を指示するために 2 つのラ
ベルが必要です。

ISRE812

ISRE815

弊社サポート部門まで

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE811

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

パラメーターが多過ぎる - PACK コマン
ドで指定できるパラメーターは、ON/OFF
だけです。

解説: PACK コマンドで指定したパラメーターが多過
ぎます。
ユーザー応答: PACK コマンドに ON か OFF のどち
らかをパラメーターとして指定し、コマンドを再試行し
てください。
ISRE821

パラメーターが矛盾する - PACK コマン
ドで、aaaaaaaa と bbbbbbbb の両方は指
定できません。

解説: PACK コマンドに対して入力されたパラメータ
ーが矛盾しています。
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ユーザー応答: PACK コマンドのパラメーターとして
ON か OFF のいずれかを入力し、コマンドを再試行し
てください。
ISRE822

パラメーターの誤り - PACK コマンドで
指定できるパラメーターは ON/OFF だけ
です。

解説: PACK コマンドで指定したパラメーターが無効
です。
ユーザー応答: PACK コマンドのパラメーターとして
ON か OFF を指定し、コマンドを再試行してくださ
い。
ISRE823

パラメーターが無効 - PACK コマンドで
指定できるパラメーターは、ON/OFF だ
けです。

解説: PACK コマンドで指定したパラメーターが無効
です。
ユーザー応答: PACK コマンドのパラメーターとして
ON か OFF を指定し、コマンドを再試行してくださ
い。
ISRE824

必要なパラメーターがない - NOWARN
パラメーターは OFF キーワードの指定が
なければ受け入れられません。

解説: NOWARN パラメーターと一緒に OFF キーワー
ドを指定する必要があります。
ユーザー応答: OFF キーワードを NOWARN パラメー
ターと共に指定し、コマンドを再試行してください。
ISRE825

解説:

割り当てコマンドのエラー - PACK コマ
ンドの割り当ての形式 (取り出し / セッ
ト) が正しくありません。

ISRE827

解説: AUTOSAVE コマンドで指定したパラメーターが
矛盾しています。
ユーザー応答: AUTOSAVE コマンドのパラメーターと
して ON か PROMPT のいずれかを指定し、コマンド
を再試行してください。
ISRE828

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRE826

弊社サポート部門まで

必要なパラメーターがない - WARN パラ
メーターは OFF キーワードの指定がなけ
れば受け入れられません。

解説: WARN パラメーターと一緒に OFF キーワード
を指定する必要があります。
ユーザー応答: OFF キーワードを WARN パラメータ
ーと共に指定し、コマンドを再試行してください。

必要なパラメーターがない NOPROMPT パラメーターは OFF キー
ワードの指定がなければ受け入れられませ
ん。

解説: NOPROMPT パラメーターと一緒に OFF キーワ
ードを指定する必要があります。
ユーザー応答: OFF キーワードを NOPROMPT パラメ
ーターと共に指定し、コマンドを再試行してください。
ISRE829

解説:

ISRE830
解説:
す。

END でデータが保管されず AUTOSAVE OFF NOPROMPT: 変更さ
れたデータは END コマンドで自動保管
されない。

これは通知メッセージです。
ラベル aaaaaaaa が無効 - ラベルは英字
でなければなりません。

ラベル aaaaaaaa には英字だけを使用できま

ユーザー応答:
ください。
ISRE831

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

パラメーターの矛盾 - AUTOSAVE コマ
ンドに対して、ON および PROMPT の
両方は指定できません。

英字だけからなるラベルを再指定して

ラベル aaaaaaaa が無効 - Z で始まるラ
ベルはシステム用に予約されています。

解説: ラベル名は Z で始まっていますが、これは編集
プログラム定義済みラベルとして予約されています。
ユーザー応答: Z 以外の文字から始まる有効なラベル
名を指定してください。
ISRE832

aaaaaaaa 名が無効 - コマンド名が 6 文
字 (行コマンド域の長さ) を超えていま
す。

解説: PROCESS マクロ・コマンドで使用されている行
コマンドが 6 文字を超えています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ
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プログラマー応答: PROCESS マクロ・コマンドに使用
される行コマンド名を訂正してください。
ISRE833

範囲名が必要です - PROCESS の範囲キ
ーワードでは、行コマンド名を 1 つ指定
することが必要です。

解説: PROCESS マクロ・コマンドの範囲キーワードで
行コマンドが指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: PROCESS マクロ・コマンドの範囲
キーワードに対する行コマンドを指定してください。
ISRE834

未知のパラメーター - PROCESS パラメ
ーターが RANGE または DEST キーワ
ードでありません。形式は PROCESS
<DEST> <RANGE cmdname>。

解説: PROCESS マクロ・コマンドで不正なパラメータ
ーが入力されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: PROCESS マクロ・コマンドを訂正
して、RANGE と DEST キーワードを使用するように
してください。
ISRE835

解説:

CMD が無効な行にある - aaaaaaaa 行コ
マンドは、データ行に対応づけられたコマ
ンド域に入れます。

ISRE836

無効な処理要求 - 以前に処理されたエン
ド・ユーザー入力です。 マクロ・コマン
ドで NOPROCESS を指定してくださ
い。

入力はすでに処理されています。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: PROCESS マクロ・コマンドを使用
する前に、マクロに NOPROCESS を指定してくださ
い。
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変数名がない - 情報を変数に戻すことが
できません。変数名が見当たらないからで
す。

解説: 情報を返すために使用する変数名が指定されて
いません。
ユーザー応答:
てください。
ISRE838

コマンドに変数名を付けて、再試行し

メンバーは置換されず - REPLACE コマ
ンドが確認されていません。

解説: ユーザーの要求によって、置換確認パネルが表
示されました。 ユーザーは、END コマンドを入力する
ことによってメンバーの置換をしないという選択をしま
した。
ISRE839

メンバーが作成されない - メンバーはす
でに存在しています。 CREATE コマン
ドが確認されていません。

解説: ユーザーの要求によって、作成確認パネルが表
示されました。 ユーザーは END コマンドを入力し
て、メンバーを置換しないという選択をしました。
CREATE 確認パネルは、最下位レベルのライブラリー
に、CREATE コマンドで要求されたのと同じ名前のメ
ンバーがあって、置換の確認が選択された場合にのみ表
示されます。
ISRE840

コマンドが無効な行にあります。

ユーザー応答: 行コマンドは、データ行を含むコマン
ド域に入れてください。

解説:

ISRE837

パラメーターが多過ぎる - VERSION コ
マンドで指定できるパラメーターはバージ
ョン番号だけです。

解説: VERSION コマンドでパラメーターとして指定で
きるのはバージョン番号だけです。
ユーザー応答: VERSION コマンドにバージョン番号だ
けを指定して、コマンドを再試行してください。
ISRE841

パラメーターが不正 - VERSION コマン
ドで指定できるパラメーターはバージョン
番号だけです。

解説: VERSION コマンドで指定したパラメーターが無
効です。
ユーザー応答: VERSION コマンドにバージョン番号だ
けを指定して、コマンドを再試行してください。
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ISRE842

パラメーターが無効 - VERSION コマン
ドで指定できるパラメーターは、バージョ
ン番号だけです。

ISRE847

パラメーターが矛盾する - AUTOSAVE
コマンドに対して ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ の両方は指定できません。

解説: VERSION コマンドで指定したパラメーターが無
効です。

解説: AUTOSAVE コマンドで矛盾したパラメーターが
指定されています。

ユーザー応答: VERSION コマンドにバージョン番号を
指定して、コマンドを再試行してください。

ユーザー応答: 矛盾しているパラメーターのいずれか
一方だけを指定し、AUTOSAVE コマンドを再試行して
ください。

ISRE843

必須パラメーターがない - VERSION コ
マンドにはバージョン番号パラメーターが
必須です。

ISRE848

解説: VERSION コマンドにはバージョン番号パラメー
ターが必要です。
ユーザー応答: VERSION コマンドにバージョン番号を
指定して、コマンドを再試行してください。
ISRE844

無効なバージョン番号 - 指定するバージ
ョン番号は 1 から 99 までの範囲でなけ
ればなりません。

解説: VERSION コマンドで指定したバージョン番号が
無効です。
ユーザー応答: VERSION コマンドに 1 から 99 まで
のバージョン番号を指定して、コマンドを再試行してく
ださい。
ISRE845

解説:

割り当てコマンドのエラー - AUTOSAVE
コマンドの割り当ての形式 (取り出し /
セット) が正しくありません。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

ISRE846

解説: AUTOSAVE コマンドで指定したパラメーターが
無効です。
ユーザー応答: AUTOSAVE コマンドで ON か OFF、
および PROMPT か NOPROMPT を指定し、コマンド
を再試行してください。
ISRE849

パラメーターが無効 - 有効な
AUTOSAVE パラメーターは、ON/OFF
および PROMPT/NOPROMPT だけで
す。

解説: AUTOSAVE コマンドで指定したパラメーターが
無効です。
ユーザー応答: AUTOSAVE コマンドで ON か OFF、
および PROMPT か NOPROMPT を指定し、コマンド
を再試行してください。
ISRE850

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

パラメーターが不正 - 有効な
AUTOSAVE パラメーターは、ON/OFF
および PROMPT/NOPROMPT だけで
す。

パラメーターが多過ぎる - LEVEL コマ
ンドで指定できるパラメーターは修正レベ
ル番号だけです。

弊社サポート部門まで

解説: LEVEL コマンドのパラメーターが多過ぎます。
0 〜 99 の範囲のパラメーターを 1 つだけが受け入れ
られます。

パラメーターが多過ぎる - 有効な
AUTOSAVE パラメーターは、ON/OFF
および PROMPT/NOPROMPT だけで
す。

ユーザー応答: 0 〜 99 の範囲のパラメーターを 1 つ
だけ指定して LEVEL コマンドを発行してください。

解説: AUTOSAVE コマンドで指定したパラメーターが
多過ぎます。
ユーザー応答: AUTOSAVE コマンドで ON か OFF、
および PROMPT か NOPROMPT を指定し、コマンド
を再試行してください。

ISRE851

無効な修正レベル番号 - LEVEL の有効
値は 0 から 99 までの範囲です。

解説: LEVEL コマンドのパラメーターが有効範囲外で
す。 0 〜 99 の範囲内である必要があります。
ユーザー応答: 0 〜 99 の範囲のパラメーターを 1 つ
だけ指定して LEVEL コマンドを発行してください。
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ISRE852

割り当てコマンドのエラー - LEVEL コ
マンドの割り当ての形式 (取り出し / セ
ット) が正しくありません。

解説: 変数に割り当てるための修正レベルの設定また
はその検索が失敗しました。 LEVEL マクロ・コマンド
が正しく使用されていません。
ユーザー応答: LEVEL マクロ・コマンドが使用されて
いるダイアログのプログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: LEVEL マクロ・コマンドの構文を
チェックして、エラーを見付けてください。

ユーザー応答: CTL_LIBRARY コマンドを変更して、
適切なパラメーターを指定してください。 PDF 編集プ
ログラムのコマンド構文については、編集機能および編
集マクロ を参照してください。 マクロの提供者が別の
人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援
助を得てください。
プログラマー応答: CTL_LIBRARY コマンドを変更し
て、適切なパラメーターを指定してください。 編集プ
ログラムのコマンド構文については、PDF 編集機能お
よび編集マクロ を参照してください。
ISRE858

ISRE853

パラメーターが無効 - LEVEL コマンド
に対する有効なパラメーターは、0 〜 99
の範囲の番号だけです。

解説: LEVEL コマンドのパラメーターが無効です。 0
〜 99 の範囲の数でなければなりません。
ユーザー応答: 0 〜 99 の範囲のパラメーターを 1 つ
だけ指定して LEVEL コマンドを発行してください。
ISRE854

解説:

必須パラメーターがない - LEVEL コマ
ンドには 0 から 99 までの範囲の数値パ
ラメーターが必要です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRE855

割り当てコマンドのエラー - VERSION
コマンドの割り当ての形式 (取り出しまた
はセット) が正しくありません。

解説: 変数に割り当てるためのバージョン番号の設定
またはその検索が失敗しました。 VERSION マクロ・コ
マンドが正しく使用されていない可能性があります。
ユーザー応答: VERSION 編集マクロを使用しているダ
イアログを作成したプログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: VERSION マクロ・コマンドの構文
をチェックして、エラーを見付けてください。
ISRE857

割り当てコマンドのエラー CTL_LIBRARY コマンドの割り当ての形
式 (取り出し) が正しくありません。

解説: PDF 編集プログラムが CTL_LIBRARY を含む
編集マクロ・ステートメントに遭遇したが、編集プログ
ラムは、そのステートメントを取り出し形式の要求
(PDF に対し、現行の編集プログラムの設定値を取り出
し、それをダイアログ指定の変数に入れるという要求)
として認識できませんでした。 取り出し形式の要求の
みが、CTL_LIBRARY マクロ・コマンドでの唯一の有効
な要求形式です。
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コマンドがない - aaaaaaaa プログラム・
マクロはロードできませんでした。

解説: ロード・モジュールが見付からないか、ロー
ド・モジュールに実行不能のマークが付けられていま
す。
ユーザー応答: ロード・モジュール名のつづりが正し
いかどうかを確認してください。 ロード・モジュール
名のつづりが正しい場合は、そのロード・モジュールの
プログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: ロード・モジュールに実行不能の
マークが付いている場合は、再リンクが必要になること
があります。 ロード・モジュールがシステムによって
位置づけされていない場合は、それを適切なライブラリ
ーに追加しなければなりません。
システム・プログラマー応答: ロード・モジュールが
入っているライブラリーが、ユーザー環境の中で連結さ
れていない可能性があります。 この場合は、適切なラ
イブラリーを探すために、ユーザーのライブラリー連結
を変更しなくてはならないかもしれません。
ISRE859

データ・セットは未置換 - 置換コマンド
は確認されていません。

解説: ユーザーの要求によって、置換確認パネルが表
示されました。 ユーザーは End コマンドを入力して、
データ・セットを置換しないという選択をしました。
ISRE860

パラメーターが多過ぎる - IMACRO コマ
ンドに対して指定できるパラメーターは、
名前または NONE だけです。

解説: IMACRO コマンドに対して複数のパラメーター
が入力されました。 IMACRO コマンドの有効なパラメ
ーターは名前または NONE だけです。
ユーザー応答: 名前、または NONE のどちらかを唯一
のパラメーターとして指定して、IMACRO コマンドを
再発行してください。
プログラマー応答:

編集マクロを調べて、IMACRO に
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多過ぎるパラメーターを指定している ISREDIT マク
ロ・コマンドがないかどうかを確かめてください。
ISRE861

割り当てコマンドのエラー - IMACRO コ
マンドの割り当ての形式 (取り出しまたは
セット) が正しくありません。

解説: 割り当てタイプ (GET/SET) が ISREDIT マク
ロ・コマンドについて認識されませんでした。
IMACRO の値は、変数に取り出される (GET) かまたは
割り当てられます (SET)。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、IMACRO を
参照している ISREDIT マクロ・コマンドが正しいかど
うかを確かめてください。
システム・プログラマー応答: 編集マクロの呼び出し
を調べて、読み取り (GET) または書き込み (SET) のエ
ラーがないかどうかを確かめてください。
ISRE863

解説:
ん。

必須パラメーターがない - IMACRO コマ
ンドでは、パラメーターとして初期マクロ
名の指定が必要です。

マクロ名にパラメーターが指定されていませ

ユーザー応答: マクロ名、または NONE のどちらかを
指定して、IMACRO コマンドを再発行してください。
プログラマー応答: 編集マクロを調べて、IMACRO に
パラメーターを割り当てていない ISREDIT マクロ・コ
マンドを探してください。
ISRE864

マクロ名が無効 - IMACRO コマンドで指
定した aaaaaaaa はマクロ名として無効で
す。

解説: 無効なマクロ名が指定されました。 有効なパラ
メーターは、有効なマクロ名または NONE です。
ユーザー応答: 有効なマクロ名、または NONE のどち
らかを指定して、IMACRO コマンドを再発行してくだ
さい。

ISRE865

マクロ名が無効 - IMACRO コマンドに対
して指定した名前 aaaaaaaa の長さが無効
です。

解説: IMACRO コマンドのマクロ名の文字数が、名前
の最大長さを超えています。
ユーザー応答: 適切な長さのマクロ名を指定して、
IMACRO コマンドを再発行してください。
プログラマー応答: 編集マクロを調べて、IMACRO に
不適切な長さのマクロ名を割り当てている ISREDIT マ
クロ・コマンドを探してください。
ISRE866

IMACRO 名が受け入れられない - プロフ
ァイルがロックされている間、新しい
IMACRO 名は受け入れられない。

解説: 編集プロファイルがロックされている場合、
IMACRO コマンドは使用できません。
ユーザー応答: プロファイルのロックを解除して、
IMACRO コマンドを再発行してください。 IMACRO
コマンドが編集マクロ内にあってプロファイルがロック
解除できない場合は、担当プログラマーに相談してくだ
さい。
プログラマー応答: 編集マクロを調べてください。
IMACRO コマンドを正常に発行するためには、プロフ
ァイルがロック解除状態である必要があります。
ISRE867

SETUNDO は使用不可 - システム・プロ
グラマーが SETUNDO コマンドを使用可
能にしていません。

解説: SETUNDO コマンドを使用できるのは、システ
ム・プログラマーがこの機能を使用可能に設定している
場合だけです。 SETUNDO は PDF 構成テーブルを通
じて使用可能になります。
ユーザー応答: 回復をオフにして UNDO サポートを使
用可能にしてください。
システム・プログラマー応答: SETUNDO コマンドを
使用可能にするには、PDF 構成テーブルで、UNDOSIZE
の値をゼロでない値に変更します。

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、IMACRO に
無効なマクロ名を割り当てている ISREDIT マクロ・コ
マンドを探してください。
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ISRE868

処理されなかったデータがある - ファイ
ルは異なるが、表示されていない差異が存
在する可能性があります。 比較中にいく
つかのデータを無視するオプションが比較
設定の編集パネルで、選択されました。
このファイルは、’aaa(56)’ と比較されま
した。

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、RMACRO に
多過ぎるパラメーターを指定している ISREDIT マク
ロ・コマンドがないかどうかを確かめてください。
ISRE871

割り当てコマンドのエラー - RMACRO
コマンドの割り当ての形式 (取り出し /
セット) が正しくありません。

解説: COMPARE 編集コマンドは差異を検出しません
でした。 しかし、比較設定の編集パネルで、比較プロ
グラムに対して入力をフィルターするオプションが選択
されています。 その結果、比較の際にいくつかの違い
が無視され、編集プログラムで強調表示されない可能性
があります。
現行ファイルについての注釈は差異としてマークさ
れません。
再フォーマットされた行は差異としてマークされま
せん。
比較されたファイルの中の注釈はまったく表示され
ない可能性があります。
大文字と小文字の違いはまったく表示されない可能
性があります。

解説: 割り当てタイプ (GET/SET) が ISREDIT マク
ロ・コマンドについて認識されませんでした。
RMACRO の値は、変数に取り出される (GET) かまた
は割り当てられます (SET)。

ユーザー応答: COMPARE コマンドを使用して別のフ
ァイルから変更を組み込む場合を除き、処置は必要あり
ません。 COMPARE コマンドを使用して別のファイル
から変更を組み込む場合は、比較設定の編集パネルで
「非処理」オプションをすべて選択解除し、COMPARE
を再度実行してください。 「非処理」オプションを選
択解除するには、コマンド行で、パラメーターを指定せ
ずに COMPARE とタイプし、ENTER キーを押してく
ださい。

ISRE873

ISRE869

未割り振りデータ・セット - マクロで
は、目標データ・セットを aaaaaaaa コマ
ンドに割り振ってください。

解説: 指定されたデータ・セット名は割り振られてい
ません。
ユーザー応答:
てください。

割り振られたデータ・セットを指定し

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、RMACRO を
参照している ISREDIT マクロ・コマンドが正しいかど
うかを確かめてください。
システム・プログラマー応答: 編集マクロの呼び出し
を調べて、読み取り (GET) または書き込み (SET) のエ
ラーがないかどうかを確かめてください。
必須のパラメーターがない - RMACRO
コマンドでは、パラメーターとして回復マ
クロ名の指定が必要です。

解説: パラメーターとして、回復マクロ名または
NONE のどちらも指定されていません。
ユーザー応答: 有効なマクロ名、または NONE のどち
らかを指定して、RMACRO コマンドを再発行してくだ
さい。
プログラマー応答: 編集マクロを調べて、RMACRO に
パラメーターを割り当てていない ISREDIT マクロ・コ
マンドを探してください。
ISRE874

マクロ名が無効 - RMACRO コマンドで
指定した名前 aaaaaaaa の長さが無効で
す。

解説: 無効なマクロ名が指定されました。 有効なパラ
メーターは、有効なマクロ名または NONE です。

パラメーターが多過ぎる - RMACRO コ
マンドで指定できるパラメーターは、名前
または NONE だけです。

ユーザー応答: 有効なマクロ名、または NONE のどち
らかを指定して、RMACRO コマンドを再発行してくだ
さい。

解説: RMACRO コマンドに複数のパラメーターが入力
されました。 RMACRO コマンドの有効なパラメータ
ーは名前または NONE だけです。

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、RMACRO に
無効なマクロ名を割り当てている ISREDIT マクロ・コ
マンドを探してください。

ISRE870

ユーザー応答: 名前、または NONE のどちらかを唯一
のパラメーターとして指定して、RMACRO コマンドを
再発行してください。
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ISRE875

マクロ名が無効 - RMACRO コマンドで
指定した名前 aaaaaaaa の長さが無効で
す。

解説: RMACRO コマンドのマクロ名の文字数が、名前
の最大長さを超えています。
ユーザー応答: 適切な長さのマクロ名を指定して、
RMACRO コマンドを再発行してください。
プログラマー応答: 編集マクロを調べて、RMACRO に
不適切な長さのマクロ名を割り当てている ISREDIT マ
クロ・コマンドを探してください。
ISRE876

パラメーターが多過ぎる - FLIP コマンド
には 1 つまたは 2 つのラベルが指定で
きます。

解説: 3 つ以上のラベルを付けて FLIP コマンドが発
行されました。
ユーザー応答: ラベルをゼロ、1 つ、または 2 つにし
て FLIP を再発行してください。
プログラマー応答: 3 つ以上のラベルを指定している
FLIP コマンドに対する編集マクロを調べてください。
ISRE877

パラメーターが無効 - FLIP コマンドには
1 つまたは 2 つのラベルが指定できま
す。

解説: FLIP にはゼロ、1 つ、または 2 つのラベルを
指定できます。 FLIP コマンドで指定されたパラメータ
ーの 1 つが、有効なラベルではありません。
ユーザー応答: ゼロ、1 つ、または 2 つの有効なラベ
ルを指定して、FLIP を再発行してください。
プログラマー応答: 無効なラベルを指定している FLIP
コマンドに対する編集マクロを調べてください。
ISRE878

メンバーが移動しない - MOVE コマンド
は確認されていません。

解説: ユーザーの要求によって、Confirm Move パネル
が表示されました。 ユーザーは END コマンドを入力
して、メンバーを移動しないという選択をしました。
Confirm Move パネルは、MOVE コマンドが要求したの
と同じ名前のメンバーが最下位レベルのライブラリーに
存在し、MOVE の確認が選択された場合に表示されま
す。

ISRE879

データ・セットが移動しない - MOVE コ
マンドは確認されていません。

解説: ユーザーの要求によって、Confirm Move パネル
が表示されました。 ユーザーは END コマンドを入力
して、データ・セットを移動しないという選択をしまし
た。 Confirm Move パネルは、移動の確認が選択された
ときにのみ表示されます。
ISRE880

MODEL クラス・エラー - パラメーター
が多過ぎます。 正しい形式は MODEL
CLASS NAME です。

解説: MODEL マクロ・コマンドのパラメーターが多
過ぎます。 正しい構文は MODEL CLASS NAME で
す。
ユーザー応答: 正しい構文で MODEL コマンドを再発
行してください。
ISRE881

メンバーが見付からない - 探しているメ
ンバーが ISPSLIB スケルトン・ライブラ
リーに見付かりません。

解説: スケルトン・ライブラリーにメンバー名が見付
かりません。 名前のつづりが誤っているか、スケルト
ン・ライブラリーにメンバーがないかのいずれかの可能
性があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: パネル・メンバー名のつづりに誤
りがないことを確認し、見付からないメンバーがあるか
どうかスケルトン・ライブラリーを確認してください。
問題判別: スケルトン・メンバー名のつづりがパネ
ル・メンバーで誤って入力されているか、スケルトン・
ライブラリーからなくなっている可能性があります。
ISRE882

メンバーの選択エラー - モデルを決定す
る選択パネル処理の途中でエラーが起きま
した。

解説: メッセージ・クラスのメンバー名を指定して
MODEL コマンドが発行されました。 メッセージのモ
デルは 1 つだけであるため、クラスと指定されたメン
バー名を連結するとエラーが発生します。
ユーザー応答: メンバー名を指定せずに MODEL コマ
ンドを再発行してください。
プログラマー応答: 編集マクロを調べて、メッセー
ジ・クラスのメンバー名を指定した MODEL コマンド
を探してください。
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ISRE883

I/O ERROR READING MEMBER - 要求
されたモデルの読み取り時に、I/O エラー
が起きました。

解説: 要求されたモデルの読み取り中に入出力エラー
を受け取りました。
ユーザー応答: MODEL コマンドを再発行してくださ
い。 エラーが再発する場合は、システム・プログラマ
ーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: モデル・データ・セッ
トを調べて、破壊されていないかどうかを確かめてくだ
さい。 モデル・データ・セットが使用不能であれば、
データ・セット回復技法を使用してください。
問題判別: モデル・データ・セットが破壊されている
可能性があります。 通常の I/O エラー問題判別技法を
使用してください。
ISRE884

MODEL コマンドが未決 - A または B
行コマンドまたは有効なラベルが指定され
ていません。

解説: モデルの宛先を指定せずに MODEL コマンドが
発行されました。 A 行または B 行のコマンドあるい
は有効なラベルが指定されていません。
ユーザー応答: A 行または B 行のコマンドあるいは有
効なラベルを指定してください。
ISRE885

モデル・クラスが変更された - モデル・
クラスが ″aaaaaaaa″ に設定されました。

解説: これは通知メッセージであり、モデル・クラス
が変更されたことを知らせます。 MODEL CLASS コマ
ンドを出し、別のクラスを選択すると、このメッセージ
が表示されます。
ISRE886

DVPUT のエラー - モデル機能の変数を
セットする DVPUT でエラーが起きまし
た。

解説: ISPF システム・エラー、インストール・エラ
ー、または回復不能な I/O エラーが起こりました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE887

ISRE888

DVGET のエラー - モデル機能に関する
変数を取り出す時のエラー・

解説: ISPF システム・エラー、インストール・エラ
ー、または回復不能な I/O エラーが起こりました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRE889

システム・プログラマーに連絡してく

モデル・クラス名が無効 - 名前が長過ぎ
ます。最大 8 文字までです。

解説: モデル・クラス名が入力されたが、長さが 8 文
字を超えています。
ユーザー応答: 適切な長さのクラス名を指定して、
MODEL コマンドを再発行してください。
プログラマー応答: ″name″ の長さが 8 文字を超えて
いる、″ISREDIT MODEL CLASS name″ について編集
マクロを調べてください。
ISRE890

マクロ・ループの可能性 - マクロのネス
ト・レベルが 255 になっています。 反
復的呼び出しがないか調べてください。

解説: マクロはそれぞれ別個のレベルで働きます。 キ
ーボードから操作するユーザーは、常に、レベル 0 と
なります。 そのユーザーが開始したマクロはレベル 1
で働きます。 レベル ″n″ のマクロによって開始された
マクロのレベルは ″n+1″ になります。 レベルの上限は
255 です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 1 つまたは複数のマクロを変更し
て、同じマクロの反復開始をなくしてください。 255
以上のマクロが開始されているならば、設計の変更が必
要です。
問題判別: マクロには以下のステートメントを追加で
きます。
ISREDIT (varname) = MACRO_LEVEL
マクロ・レベルを監視して問題を判別する場合、WRITE
ステートメントが役に立ちます。

システム・プログラマーに連絡してく
ISRE891

DVDEF のエラー - モデル機能に対して
変数を定義する時のエラー。

aaaaaaaa マクロ・エラー - aaaaaaaa マ
クロが戻りコード bbbbbbbb を設定しまし
た。

解説: ISPF システム・エラー、インストール・エラ
ー、または回復不能な I/O エラーが起こりました。

解説: EDIT マクロが 11 を超える戻りコードを設定し
ました。 11 より大きい戻りコードは、エラー・コード
であると考えられます。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答: エラーの原因を見付けてください。 エ
ラー・コードが 12 未満でなければならない場合は、プ
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ログラマーに相談してください。
プログラマー応答: 戻りコードが 12 未満である必要
があるならば、コードを変更することもできます。
ISRE892

MACRO コマンドのエラー - MACRO コ
マンドで、PROCESS/NOPROCESS キ
ーワードを 2 回以上指定しました。

解説: マクロ・コマンドで複数の
PROCESS/NOPROCESS キーワードが認識されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロ MACRO コマンドの
PROCESS/NOPROCESS キーワードは 1 つだけです。
MACRO コマンドを変更し、PROCESS/NOPROCESS キ
ーワードを 1 つだけにしてください。
問題判別: 複数の PROCESS/NOPROCESS キーワード
が認識されるのは、パラメーター・ストリングで分離さ
れた場合です。 パラメーター・ストリングで分けられ
ていない場合は、最初のキーワードが使用され、残りは
無視されますが、エラー・メッセージは出されません。
ISRE893

MACRO コマンドのエラー - MACRO の
パラメーターを区切る終わりの括弧があり
ません。

解説: MACRO コマンドのパラメーターが、終わりの
括弧で区切られていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロの MACRO コマンド
を、パラメーターが終わりの括弧を持つように変更して
ください。
ISRE894
解説:
た。

aaaaaaaa マクロ・エラー - コマンドが
″bbbbbbbb″ として入力されました。

編集マクロのコマンドがエラーで終了しまし

問題判別: 編集マクロを調べ、ユーザーが指定したパ
ラメーターが誤っていないか、編集マクロでのコマンド
指定が誤っていないか、実行すべきコマンドのバージョ
ンが誤っていないかを確認してください。
ISRE895

aaaaaaaa マクロ・エラー - END か
CANCEL あるいは重大エラーのあとのコ
マンドは実行されません。

解説: END、CANCEL、または重大エラーのあとの
ISREDIT または ISPEXEC ステートメントが実行され
ませんでした。
ユーザー応答: 重大エラーの原因を除去してから、編
集マクロを再発行してください。 重大エラーがない場
合は、担当プログラマーに相談してください。
プログラマー応答: 重大エラーの場合、編集マクロを
変更して、END または CANCEL のあとにマクロを終
了させることができます。
ISRE896

DEFINE 要求が無効 - NOP にしたコマ
ンド / マクロに対する別名の割り当ては
無効です。

解説: DEFINE コマンドを使って、名前を操作不能
(NOP) にすることができます。 DEFINE コマンドを使
って操作不能 (NOP) である名前の別名として、ある名
前を定義することはできません。
ユーザー応答: DEFINE コマンドを使用して、RESET
を通じ、操作不能な名前を操作可能にすることができま
す。 また DEFINE コマンドを使用して、操作可能な名
前に別名を割り当てることもできます。
ISRE897

モデル・メンバーなし - 必要なモデル・
メンバーをモデル・マクロ・コマンドに指
定してください。

解説: MODEL マクロ・コマンドは、コピーすべきモ
デルの名前の指定が必要です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ユーザー応答: 編集マクロにパラメーターが指定され
ている場合は、そのパラメーターを調べてください。
編集マクロでコマンドに無効なパラメーターが渡される
と、エラーの原因となります。 詳細については、編集
マクロのプログラマーに連絡してください。

プログラマー応答: 編集マクロに含まれる MODEL マ
クロ・コマンドでは、コピーされるモデル名が指定され
ていません。 編集マクロのコーディングを、MODEL
マクロ・コマンドの一部としてモデル名を指定するよう
に変更してください。

プログラマー応答: 編集マクロのコマンドがエラーで
終了しました。 コマンドに渡したパラメーターが正し
ければ、問題は、無効なコマンド構文か、間違ったバー
ジョンのコマンドの実行か、もしくはコマンド自体のエ
ラーが原因であると考えられます。

問題判別: モデル名を指定していない MODEL コマン
ドの編集マクロを調べてください。
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ISRE898

メンバーが見付からない - モデル
″aaaaaaaa″ が ISPSLIB スケルトン・ラ
イブラリーに見付かりません。

解説: MODEL マクロ・コマンドで指定されているモ
デル名が、ISPSLIB スケルトン・ライブラリーに見付か
りません。 モデルがそのライブラリーにないか、モデ
ル名のつづりが誤っている可能性があります。
ユーザー応答:
い。

クロのプログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: 無効な名前を指定している
IMACRO コマンドに対する編集マクロを調べてくださ
い。 無効な名前を有効な名前で置き換えてください。
ISRE901

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 正しくつづられたモデル名を指定
するよう編集マクロを訂正するか、ISPSLIB スケルト
ン・ライブラリーにモデルを追加する必要のあることが
あります。
問題判別: 編集マクロを調べて、モデル名のつづりの
間違いを探してください。 モデル名のつづりが正しい
場合は、そのモデルを ISPSLIB スケルトン・ライブラ
リーに追加する必要のあることがあります。

解説: ダイアログの読み取りルーチンから、予期しな
い戻りコードが返されました。 予期される戻りコード
は、0、8、16、および 20 です。
ユーザー応答:
ださい。

クラス名が無指定 - 必要なクラス名をモ
デル・マクロ・コマンドに指定してくださ
い。

解説: MODEL マクロ・コマンドの構文では、クラス
名を指定する必要があります。 クラス名が指定されて
いません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロの中の MODEL コマン
ドが、マクロ・コマンド・クラス名構文に従ったクラス
名を指定していない可能性があります。 MODEL
CLASS コマンドでクラス名を指定するように、マクロ
を変更してください。
問題判別: 編集マクロを調べて、MODEL CLASS コマ
ンド上でクラス名が欠落していないかどうかを確かめて
ください。
ISRE900

無効な IMACRO 名 - メンバー名の規則
に従った名前、または ″!″ で始まる 有効
な名前にしてください。

解説: IMACRO コマンドは、現在の編集プロファイル
の初期マクロの名前を保管します。 値 NONE は各編集
セッションの初めに実行するべきマクロがないことを指
定するものです。 名前は、メンバー名の規則に準じて
いるか、または最初に感嘆符 ! がついた正しい名前であ
る必要があります。
ユーザー応答: NONE または有効な名前を指定して、
IMACRO コマンドを再発行してください。 IMACRO
コマンドが編集マクロから出されている場合は、編集マ
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システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ダイアログの読み取り
ルーチンを調べて、エラーを見付けてください。 読み
取り中のデータに問題のある場合があります。
ISRE902

ISRE899

重大なエラー - ダイアログ提供の読み取
りルーチンで予期しない戻りコードが戻さ
れました。

大きすぎる DS - このデータ・セットの
読み取りには記憶域が足りません。

解説: 記憶域不足状態が検出されました。 GETMAIN
に対する十分な記憶域が確保できません。
ユーザー応答: 領域サイズを増やす必要があります。
領域サイズを大きくしても問題が解決しない場合や、す
でに領域サイズが最大限度である場合は、システム・プ
ログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: データ・セットを調べ
て、ユーザー環境にとって大きすぎないかどうかを確か
めてください。 領域サイズを大きくすれば、問題の解
決する場合があります。
ISRE903

データ読み取り中に I/O エラー - 編集デ
ータの読み取り時に I/O エラーが起きま
した。

解説: 戻りコードが 16 の I/O エラーが発生しまし
た。 これは、ISPF システム・エラー、インストール・
エラー、または回復不能な I/O エラーです。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
てください。

I/O エラーの原因を調べ

PDF メッセージ
ISRE904

解説:
た。

データ読み取り中に I/O エラー - 編集デ
ータの読み取り時に I/O エラーが起きま
した。 データ・セットのブロック・サイ
ズを調べてください。

編集データの読み取り中にエラーが発生しまし

ユーザー応答:
ださい。

プログラマー応答: ダイアログが 2 つの編集回復
PROCESS、CANCEL、または DEFER 機能を連続して
出そうとしました。 編集サービスを呼び出しているダ
イアログを調べてください。 ダイアログ・コードの訂
正が必要になる場合があります。
ISRE908

I/O エラーの原因を調べ

問題判別: パック・データの問題ではありません。パ
ック・データのエラーの場合は別のメッセージが出ま
す。 データ・セットのブロック・サイズがエラーの原
因と考えられます。
無効な EDIT/VIEW パラメーター DATAID の指定にはパスワードを使用で
きません。

解説: パスワードと DATAID の両方が指定されていま
す。 DATAID と一緒にパスワードを使用することはで
きません。
ユーザー応答: EDIT または VIEW サービスを呼び出
しているダイアログを作成したプログラマーに相談して
ください。
プログラマー応答: ダイアログを訂正して、DATAID
と一緒にパスワードを使用しないようにしてください。
ISRE906

担当のプログラマーに連絡してくださ

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
てください。

ISRE905

ユーザー応答:
い。

無効な EDIT/VIEW パラメーター - 指定
したデータ・セットは順次なのに、メンバ
ー・パラメーターが入っています。

解説: 順次データ・セット用のメンバーが指定されて
います。 これは誤りです。

EDREC サービスのエラー - 回復は保留
なので、EDREC の QUERY も INIT も
使えません。

解説: ダイアログが、回復保留中に、編集回復 QUERY
または INIT を実行しようとしました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ダイアログが 2 つの編集回復照会
を連続して出そうとしました。 編集サービスを呼び出
しているダイアログを調べてください。 ダイアログ・
コードの訂正が必要になる場合があります。
ISRE913

無効な定義要求 - 現在定義されていない
名前に対してリセットが試みられました。

解説: 未定義の名前に対して、DEFINE NAME RESET
コマンドが出されました。
ユーザー応答: コマンド構文を調べて、つづりが間違
った名前あるいは定義されていない名前を探してくださ
い。 DEFINE コマンドが編集マクロにある場合は、編
集マクロのプログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: 名前のスペルの誤りや、編集マク
ロで事前に定義していない名前を指定していないかどう
か、DEFINE NAME RESET コマンドを調べてくださ
い。

ユーザー応答: EDIT または VIEW サービスを呼び出
しているダイアログを作成したプログラマーに相談して
ください。

ISRE914

プログラマー応答: ダイアログを訂正して、順次デー
タ・セットと一緒にパスワードを使用しないようにして
ください。

解説: 編集マクロから SEEK マクロ・コマンドが出さ
れたが、キーワードのつづりが誤っているか、BOUNDS
または RANGE パラメーターが多過ぎます。

ISRE907

EDREC サービスのエラー - EDREC 処
理、取り消し、または据え置きが指定され
ましたが、回復が保留ではありません。

解説: ダイアログが、最初に照会を行わないままで、
編集回復の PROCESS、CANCEL、または DEFER を出
そうとしています。

PARAMETER 識別不可 - 次の点を調べ
てください : PARAMETER のつづり、
境界 / 範囲パラメーターの数。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、キーワード
のつづりを間違えているか、あるいは BOUNDS または
RANGE パラメーターが多過ぎる SEEK マクロ・コマ
ンドを見付けてください。 編集マクロのコーディング
を訂正する必要のある場合があります。
問題判別:

編集マクロ・コマンドにある SEEK マク
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ロ・コマンドを、ISPF 編集および編集マクロ にある
SEEK コマンドの構文と比較してください。 実行時の
キーワード、または BOUND、RANGE パラメーターが
間違っている場合があります。
ISRE915

ISRE925

解説: SETUNDO コマンドに指定したパラメーターが
多過ぎます。

パラメーターがない - SESSION コマン
ドには少なくとも 1 つの変数名パラメー
ターが必要です。

ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
SETUNDO コマンドを再発行してください。 SETUNDO
コマンドが編集マクロ内にある場合は、担当プログラマ
ーに連絡してください。

解説: SESSION 割り当てステートメントには、要求デ
ータを戻すのに使用する必須変数名が欠落しています。

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、多過ぎるパ
ラメーターを指定している SETUNDO マクロ・コマン
ドを見付けてください。 有効なパラメーターは、
ON、OFF、STG、および REC です。編集マクロ・コー
ドを訂正して、SETUNDO コマンド呼び出しに対応させ
る必要のある場合があります。

ユーザー応答: SESSION 割り当てステートメントを訂
正して、必須変数名を組み込むようにしてください。
ISRE917

必要なストリングがない - SEEK コマン
ドでは宛先ストリングを指定してくださ
い。

解説: 編集マクロ内の SEEK マクロ・コマンドが発行
されたが、探索ストリングが指定されていません。
ユーザー応答:
い。

ISRE928

担当のプログラマーに連絡してくださ

未知のパラメーター - SETUNDO コマン
ドの有効なパラメーターは
ON、OFF、STG、および REC です。

解説: 未知のパラメーターを指定した SETUNDO コマ
ンドが入力されました。 パラメーターが無効である
か、つづりが誤っている可能性があります。

プログラマー応答: 探索ストリングを指定していない
SEEK マクロ・コマンドがないか、編集マクロを調べて
ください。 編集マクロのコーディングを訂正する必要
のある場合があります。

ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
SETUNDO コマンドを再発行してください。 SETUNDO
コマンドが編集マクロにある場合は、編集マクロのプロ
グラマーに連絡してください。

問題判別: 編集マクロ・コマンドにある SEEK マク
ロ・コマンドを、ISPF 編集および編集マクロ にある
SEEK コマンドの構文と比較してください。 SEEK コ
マンドの探索ストリングが空である場合もまた実行時エ
ラーとなります。
ISRE918

パラメーターが多過ぎる - SETUNDO コ
マンドの有効なパラメーターは
ON、OFF、STG、および REC です。

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、誤ったパラ
メーターを指定している SETUNDO マクロ・コマンド
を見付けてください。有効なパラメーターは、
ON、OFF、STG、および REC です。編集マクロ・コー
ドを訂正して、SETUNDO コマンド呼び出しに対応させ
る必要のある場合があります。

パラメーターが矛盾 - SEEK コマンドで
aaaaaaaa と bbbbbbbb を同時に指定でき
ません。

無効な指定 - GET 割り当てタイプが
SESSION コマンドで認識されませんでし
た。

解説: 編集マクロ内の SEEK マクロ・コマンドが発行
されたが、LAST と PREV のように矛盾するパラメー
ターが指定されています。

ISRE929

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: SESSION 割り当てステートメントの変数名が無
効であるか、あるいはパラメーターが欠落しています。

プログラマー応答: 編集マクロを調べて、矛盾したパ
ラメーターを指定している SEEK マクロ・コマンドを
見付けてください。 編集マクロのコーディングを訂正
する必要のある場合があります。

ユーザー応答: SESSION 割り当てステートメントに構
文エラーやパラメーターの欠落がないことを確認してく
ださい。

問題判別: 編集マクロ・コマンドにある SEEK マク
ロ・コマンドを、ISPF 編集および編集マクロ にある
SEEK コマンドの構文と比較してください。
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|
|

ISRE930

無効な行番号 - LINE_CHANGED コマン
ドに与えられた関連行番号が無効です。

| 解説: 編集マクロ・コマンド LINE_CHANGED が出さ
| れたが、行番号が無効でした。この場合、行番号は
| line-pointer のタイプです。 相対行番号はファイル内に

PDF メッセージ
| 存在しない可能性があります。
| プログラマー応答: 構文 ISREDIT (var1,var2) =
| LINE_CHANGED line-pointer を使用して
| LINE_CHANGED コマンドを訂正してください。
|
|
|
|

ユーザーが渡そうとする行番号がファイル内に存在する
かどうかも確認してください。 LINENUM コマンドを
使用して、最後の行の相対行番号を入手することを考え
てください (.ZLAST)。

| ISRE934
|
|

必須パラメーターが省略 LINE_STATUS コマンドの必須パラメー
ターが省略されたか、または無効です。

| 解説: 編集マクロ・コマンド LINE_STATUS が出され
| たが、行番号パラメーターがありません。
| プログラマー応答: 次の構文に合致するように
| LINE_STATUS コマンドを訂正してください。
| ISREDIT (var) = LINE_STATUS line-pointer

| ISRE931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

無効な指定 - GET 割り当てタイプは、
LINE_CHANGED マンドに認識されませ
ん。

解説: PDF 編集プログラムが、コマンド
LINE_CHANGED を含む編集マクロ・ステートメントを
検出したが、編集プログラムは、そのステートメントが
GET タイプの要求 (現行の編集プログラムの設定値を入
手して、それをダイアログ指定の変数に入れるという
PDF に対する要求) なのかどうかを認識できません。
GET タイプの要求のみが、LINE_CHANGED マクロ・
コマンドでの唯一の有効な要求タイプです。

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
| プログラマー応答: LINE_CHANGED コマンドを変更
| して、適切なパラメーターを指定してください。編集プ
| ログラムのコマンド構文については、ISPF 編集および
| 編集マクロ を参照してください。
| ISRE932
|
|

多すぎるパラメーター - LINE_STATUS
コマンドに指定されたパラメーターが多す
ぎます。

| 解説: 編集マクロ・コマンド LINE_STATUS が出され
| たが、パラメーターが多過ぎました。
| プログラマー応答: 次の構文に合うように
| LINE_STATUS コマンドを訂正してください。
| ISREDIT (var) = LINE_STATUS line-pointer
|
| ISRE933
|
|

無効なパラメーター - LINE_STATUS コ
マンドに指定されたパラメーターが不要で
あるか、または無効です。

| 解説: 編集マクロ・コマンド LINE_STATUS が出され
| たが、パラメーターが無効でした。
| プログラマー応答: 次の構文に合致するように
| LINE_STATUS コマンドを訂正してください。
| ISREDIT (var) = LINE_STATUS line-pointer
|

|
| ISRE935
|
|

データ PARM が省略 - 必須データ・パ
ラメーターが LINE_STATUS コマンドに
指定されていません。

| 解説: 無効な LINE コマンドが入力されました。
| ユーザー応答: ISPF 編集および編集マクロ の LINE
| コマンドについての資料を見直してください。
| プログラマー応答: 次の構文に合うように
| LINE_STATUS コマンドを訂正してください。
| ISREDIT (var) = LINE_STATUS line-pointer
|
ISRE938

パラメーターがない - VOLUME コマン
ドには変数名パラメーターが必要です。

解説: VOLUME 割り当てステートメントには、編集デ
ータ・セット・ボリュームの必須変数名が欠落していま
す。
ユーザー応答: VOLUME 割り当てステートメントを訂
正して、現行編集データ・セット・ボリュームの必須変
数名を組み込むようにしてください。
ISRE939

無効な指定 - GET 割り当てタイプが
VOLUME コマンドで認識されませんでし
た。

解説: VOLUME 割り当てステートメントの変数名が無
効であるか、あるいはパラメーターが欠落しています。
ユーザー応答: VOLUME 割り当てステートメントに構
文エラーやパラメーターの欠落がないことを確認してく
ださい。
ISRE940

ダイアログは使用不可 - HILITE ダイアロ
グを編集マクロから始動することはできま
せん。

解説: オペランドなしの編集コマンド HILITE が、編
集コマンドに指定されています。 HILITE ダイアログ
は、編集マクロ環境では利用不能です。
ユーザー応答: 編集マクロで少なくとも 1 つのオペラ
ンドを HILITE コマンドに指定してください。
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ISRE941

無効な行番号 - コピーする行の相対番号
をゼロにすることはできません。

ISRE945

解説: コピー操作での相対行番号がゼロに指定されて
います。相対行番号は 1 以上でなければなりません。
ユーザー応答:

解説:

これは通知メッセージです。

相対行番号を再指定してください。
ISRE947

ISRE942

解説:

HILITE 使用不可 - HILITE コマンドは、
混合モードの編集セッションでは使用でき
ません。

解説:

これは通知メッセージです。

ISRE943

オプション使用不可 - 255 文字を超える
データの長さでデータ・セットを編集する
場合にのみ使用可能な HILITE サービス
は、FIND と CURSOR です。 HILITE
に依存する言語はすべて使用できません。

HILITE が使用不能 - HILITE コマンド
は、拡張編集カラーを有効にしていないと
使用できません。 拡張編集カラーが PDF
構成テーブルで使用不能になっているか、
あるいは使用中の編集パネルが拡張編集カ
ラーをサポートしていない可能性がありま
す。ユーザーが HILITE DISABLE コマ
ンドを出した可能性もあります。

ISRE949

解説: 以下のいずれかの理由で、拡張編集カラーが使
用不能になっています。
v 使用中の編集パネルが拡張カラーをサポートしていな
い。
v ISPF の導入時に、拡張カラー機能を使用不能に設定
した。
v コマンド行から HILITE DISABLE コマンドを入力し
た、あるいは変数マクロから HILITE DISABLE コマ
ンドが実行されている。
ユーザー応答: 使用中のパネルが有効となっていない
ために拡張カラーを使用できない場合は、使用中の編集
パネルを変更して使用できるようにしてください。 パ
ネルには、)ATTR セクションに、ZDATA と呼ばれる動
的区域、ZSHADOW と呼ばれるシャドー変数、および
特別な属性が必要です。 ISPF に付属している
ISREDDE2 パネルを参照してください。
システム・プログラマー応答: 拡張カラーを使用可能
にしようと決めた場合は、ISPF 構成テーブルを更新し
てください。 ISPF 計画とカスタマイズ を参照してく
ださい。
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HI DISABLE が使用不能 - 現在の編集パ
ネルでは拡張カラーを使用不能にできませ
ん。 HILITE DISABLE コマンドをサポ
ートするパネルは、ISREDDE2、
ISREDDE3 および FLMEDDE だけで
す。

解説: HILITE DISABLE コマンドをサポートしている
パネルは、ISREDDE2、ISREDDE3、および FLMEDDE
だけです。 これらは ISPF オプション 2 および SCLM
編集プログラムの出荷時の省略時パネルです。 拡張強
調機能をサポートしているカスタマイズされた (ユーザ
ー) パネルを使用しているときは、拡張強調機能を使用
不能に変更できません。

これは通知メッセージです。

ISRE944
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端末が無効 - この端末は拡張強調表示を
サポートしていないため、拡張カラーは使
えません。

これは通知メッセージです。

ISRE948

解説:

HILITE は使用不可 - HILITE コマンド
は、編集フォーマットの使用中には使えま
せん。

HILITE 使用不能 - エディターを GUI モ
ードで使用している間は、HILITE コマン
ドは使えません。

解説: ISPF のグラフィカル・ユーザー・インターフェ
ース (GUI) を使用している時は、編集時の強調表示は
使用できません。
ISRE970

読み取り専用メンバー - 選択した PDSE
に対する更新権限がありません。 表示機
能を使用して、編集環境においてメンバー
へアクセスしてください。

解説: 選択した PDSE に対する更新権限がありませ
ん。 EDIT を使用してそのメンバーにアクセスすること
はできません。
ユーザー応答: ビュー機能を使用して、メンバーへア
クセスしてください。

|
|
|

ISRE971

|
|
|

解説: 編集インターフェース (EDIF) サービスと表示イ
ンターフェース (VIIF) サービスは、ダイアログ提供の
コマンド・ルーチンを使用して MOVE、COPY、

コマンドのサポートなし - aaaaaaaa コマ
ンドはダイアログ提供のコマンド・ルーチ
ンでサポートされていません。
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|
|
|
|
|

CREATE、REPLACE、および EDIT 基本コマンドを処
理します。コマンド・ルーチンが入力されたコマンドを
無効であると判断し、戻りコード 12 を設定しました。
このメッセージは、ルーチンがメッセージを設定しない
ときに省略時値として出されます。

| ユーザー応答: ダイアログがサポートするいずれかの
| コマンドを入力してください。 サポートされているコ
| マンドの一覧を得るには、担当のプログラマーに連絡し
| てください。
|
|
|
|

プログラマー応答: サポートされているコマンドのリ
ストをユーザーに提供し、コマンド・ルーチンを更新し
て、もっと具体的なエラー・メッセージを設定してくだ
さい。

| ISRE972
|
|
|
|
|
|
|
|
|

重大エラー - ダイアログ提供のコマン
ド・ルーチンで重大エラーが発生しまし
た。

解説: ダイアログが呼び出した編集インターフェース
(EDIF) サービスまたは表示インターフェース (VIIF) サ
ービスに指定されているコマンド・ルーチンに重大エラ
ーが発生しました。ルーチンは戻りコード 20 を設定し
ました。 このメッセージは、ルーチンがエラー・メッ
セージを設定しないときに省略時値として発行されま
す。

| ISRE974
|
|
|
|
|
|
|

重大エラー - ダイアログ提供の読み取り
ルーチンで重大エラーが発生しました。

解説: 編集インターフェース (EDIF) または表示インタ
ーフェース (VIIF) サービス・コールに指定されている
読み取りルーチンで、重大エラーが発生しました。ルー
チンは戻りコード 20 を返しました。 このメッセージ
は、ルーチンがエラー・メッセージを設定しないときに
省略時値として発行されます。

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
| プログラマー応答: エラー状態に関する説明と対応策
| をユーザーに説明し、読み取りルーチンを更新して、も
| っと具体的なエラー・メッセージを設定してください。
| ISRE975
|
|
|
|
|
|
|

HILITE 使用不能 - HILITE コマンドが初
期マクロから発行されましたが、使用され
る編集パネルは高輝度をサポートしていま
せん。

解説: 編集初期マクロが、HILITE コマンドを出して編
集カラー強調表示を使用可能にしようとしましたが、編
集に使用するパネルは、次のいずれかの理由によって編
集強調表示をサポートすることができません。

| v そのパネルには動的区域がありません

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。

| v そのパネルには動的区域がありますが、ZSHADOW
という名のシャドー変数がありません
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|

プログラマー応答: エラー状態に関する説明と対応策
をユーザーに説明し、コマンド・ルーチンを更新して、
もっと具体的なエラー・メッセージを設定してくださ
い。

| ISRE973
|
|
|
|
|
|
|
|

重大エラー - ダイアログ提供のコマン
ド・ルーチンから予期しない戻りコードが
戻されました。

解説: ダイアログが呼び出した編集インターフェース
(EDIF) サービスまたは表示インターフェース (VIIF) サ
ービスに指定されているコマンド・ルーチンが、予期し
ない戻りコードを設定しました。コマンド・ルーチンで
サポートされている戻りコードは 0、4、12、および 20
です。

ユーザー応答: 編集強調表示が必要な場合、編集パネ
ルのカスタマイズについては ISPF 計画とカスタマイズ
を参照してください。強調表示をサポートする ISPF 編
集パネルのセットが出荷されていますので、変更のベー
スとして使用してください。
ISRE976

重大エラー - ダイアログ提供の書き込み
ルーチンで予期しない戻りコードが戻され
ました。

解説: ダイアログによる編集インターフェース (EDIF)
サービス呼び出しで指定した書き込みルーチンが、予期
しない戻りコードを設定しました。 書き込みルーチン
でサポートされている戻りコードは、0、16、および 20
です。

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。

ユーザー応答:
い。

|
|
|
|

プログラマー応答: 書き込みルーチンを更新し、サポ
ートされている戻りコードのいずれかを使用するように
してください。 ユーザーにエラー状態の解説とそれに
対する処理を説明してください。

プログラマー応答: コマンド・ルーチンを更新して、
サポートされている戻りコードのいずれかを使用してく
ださい。 ユーザーにエラー状態の解説とそれに対する
処理を説明してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ
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ISRE977

重大エラー - ダイアログ提供の書き込み
ルーチンで重大エラーが発生しました。

解説: 編集インターフェース (EDIF) サービス呼び出し
で指定した書き込みルーチンで重大エラーが発生しまし
た。 ルーチンは戻りコード 20 を返しました。 このメ
ッセージは、ルーチンがエラー・メッセージを設定しな
いときに省略時値として発行されます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラー状態に関する説明と対応策
をユーザーに説明し、書き込みルーチンを更新して、も
っと具体的なエラー・メッセージを設定してください。
ISRE978

データ作成入出力エラー - 編集データの
作成中に入出力エラーが発生しました。

解説: 編集インターフェース (EDIF) サービス呼び出し
で指定された書き込みルーチンで、出力エラーが発生し
ました。 ルーチンは戻りコード 16 を返しました。 こ
のメッセージは、ルーチンがエラー・メッセージを設定
しないときに省略時値として発行されます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: エラー状態に関する説明と対応策
をユーザーに説明し、書き込みルーチンを更新して、も
っと具体的なエラー・メッセージを設定してください。

| ISRE979
|
|
|
|
|
|
|
|

メンバー名が不許可 - EDIF あるいは
VIIF サービスを使用してデータを編集す
る場合は、メンバー名を指定できません。

解説: ダイアログが、編集インターフェース (EDIF) サ
ービスまたは表示インターフェース (VIIF) サービスを
使用して、データを編集または表示中です。 EDIF また
は VIIF セッションで EDIT、VIEW、または BROWSE
基本コマンドを使用しているときは、メンバー名を指定
できません。

| ユーザー応答: EDIT、VIEW、BROWSE コマンドを、
| メンバー名を指定しないで再入力してください。
ISRE980

LOCATE の範囲指定が無効 - LOCATE
コマンドの探索レンジを示すため 2 つの
有効な aaaaaaaa を指定する。

解説: LOCATE 基本編集コマンドの総称書式で範囲を
指定するには、有効なラベルを 2 つ使用しなければな
りません。 LOCATE 編集マクロ・コマンドの総称書式
で範囲を指定するには、相対行番号またはラベルのいず
れかを使用します。 範囲パラメーターの指定が 1 つだ
けであったか、入力されたパラメーターの一方または両
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方が無効なラベル、あるいは行番号であったかのいずれ
かです。
ユーザー応答: LOCATE 基本コマンドを使用している
場合は、2 つの有効なラベルを使用して、探索する行グ
ループを定義してください。 編集マクロを使用してい
る場合は、担当プログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: LOCATE マクロ・コマンドを更新
し、2 つの有効なラベルまたは 2 つの有効な行番号を
使用して、範囲を指定するようにしてください。
ISRE981

無効な行番号 - 行番号 aaaaaaaa は存在
していません。 LOCATE の無効な範囲
です。

解説: LOCATE 編集マクロ・コマンドの総称書式で範
囲を指定するために使用されている行番号の、一方また
は両方が無効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロ内の LOCATE マクロ・
コマンドを更新し、2 つの有効な行番号を使用して、行
の範囲を指定するようにしてください。
ISRE982

無効な LOCATE 構文 - 範囲はキーワー
ド X/ERR/CHG/SPECIAL/CMD/LABEL
が付いている場合のみ有効です。

解説: 範囲は、LOCATE 基本コマンドとマクロ・コマ
ンドの総称書式でのみ有効です。 このコマンドは、特
定の種類の行を探し出すために使用されます。 探し出
す行の種類を指定せずに、範囲が指定されました。
ユーザー応答: LOCATE 基本コマンドを使用している
場合は、コマンドを再入力して、探索する行の種類を定
義してください。 編集マクロを使用している場合は、
担当プログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: 見付け出す行の種類を含めるよう
に LOCATE マクロ・コマンドを更新してください。
ISRE983

LOCATE の対象となるレコードがない ファイルが空です。 LOCATE は、ファ
イル内のレコードに表示を設定できませ
ん。

解説: これは通知メッセージです。 空のファイルの中
で行を探索しようとしました。
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ISRE984

コマンド名がない - BUILTIN のあとには
有効な編集コマンド名がなければなりませ
ん。

解説: BUILTIN コマンドが入力されたが、実行すべき
コマンド名が指定されていません。
ユーザー応答: 編集コマンド名を指定して、コマンド
を再入力してください。
ISRE985

無効な行ポインター - LPTR は構文
″ISREDIT (varname) = aaaaaaaa LPTR″
の中の数値でもなくラベルでもありませ
ん。

解説: 上記の書式の割り当てステートメントには、行
ポインターとして有効なラベルまたは行番号が必要で
す。 使用されている行ポインターが無効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロ内の割り当てステート
メントを更新し、有効なラベルまたは行番号を指定して
ください。
ISRE986

無効な行ポインター - LPTR は構文
″ISREDIT aaaaaaaa LPTR = value″ の
中の数値でもなくラベルでもありません。

解説: 上記の書式の割り当てステートメントには、行
ポインターとして有効なラベルまたは行番号が必要で
す。 使用されている行ポインターが無効です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロ内の割り当てステート
メントを更新し、有効なラベルまたは行番号を指定して
ください。
ISRE987

マクロ / テキスト・モードが無効 - テキ
スト入力モードのときはマクロを実行でき
ません。

解説: テキスト入力モードにある編集マクロは実行で
きません。
ユーザー応答: テキスト入力を完了してから、マクロ
を呼び出してください。
ISRE988

コマンド・ストリングが長過ぎる - 変数
置換のあと、最大長の 512 を超過してい
ます。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: マクロ・コマンドを、それが変数
置換後に 512 バイト以下に変わるように補正してくだ
さい。
ISRE989

変数置き換えのエラー - ISREDIT ステー
トメントの記号変数実行中にエラーが起き
ました。

解説: 編集マクロで使用されている変数の 1 つが置き
換えできません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロ・コマンドで使用され
ている変数すべてに、値が正しく割り当てられているこ
とを確認してください。
ISRE997

LMF ロックが許可されない - 編集中のメ
ンバーが SCLM 制御プロジェクトに属し
ています。

解説: 編集中のメンバーが LMF ライブラリーと
SCLM ライブラリーの両方の制御下にあります。 LMF
のもとでメンバーを保管すると、そのメンバー用の
SCLM 会計情報が無効になります。
ユーザー応答: ライブラリー管理担当者に連絡して、
メンバー編集のために LMF または SCLM のどちらを
使用するかを決定してください。
ISRE998

SCLM 警告 - 編集中のメンバーは SCLM
制御プロジェクトに属しています。

解説: 編集中のメンバーが SCLM 制御プロジェクトに
属しています。 この場合、SCLM 外でのメンバーの編
集は、そのメンバーに関する会計情報を無効にします。
ユーザー応答: 変更を保管する前に、メンバーが
SCLM 制御プロジェクトに属していないかどうか確かめ
てください。
ISRF000

aaaaaaaa bbbbbbbb..cccccccc..OBJ(dddddddd) へ

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
前景のコンパイラー言語を表します。 長いメッセージ
はコンパイルされた出力オブジェクト・コードが保管さ
れる、ISPF ライブラリー・メンバーを表します。

解説: 変数置換を実行したところ、編集マクロが 512
バイトより長くなりました。
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ISRF001

aaaaaaaa - bbbbbbbb..OBJ(cccccccc) へ

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
前景のコンパイラー言語を表します。 長いメッセージ
はコンパイルされた出力オブジェクト・コードが保管さ
れる、区分データ・セット・メンバーを表します。
ISRF002

aaaaaaaa - bbbbbbbb..OBJ へ

ISRF009

aaaaaaaa - bbbbbbbb へ

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
前景のスクリプト言語を表します。 長いメッセージ
は、スクリプトされた出力が保管されるデータ・セット
を表します。
ISRF010

VDEFINE エラー RC=aaaaaaaa VDEFINE サービスの戻りコードが
aaaaaaaa でした。

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
前景のコンパイラー言語を表します。 長いメッセージ
はコンパイルされた出力オブジェクト・コードが保管さ
れる、順次データ・セットを表します。

解説: 重大な内部エラーが発生しました。 VDEFINE
サービスから予期しない戻りコードが返されました。

ISRF003

ユーザー応答:
ださい。

aaaaaaaa - bbbbbbbb..cccccccc.(dddddddd)
の

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
FORTRAN 対話式デバッグ・セッションを表します。
長いメッセージは、FORTRAN 対話式デバッグ・セッシ
ョンの実行対象である区分データ・セットを表します。
ISRF004

aaaaaaaa - bbbbbbbb..cccccccc の

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
FORTRAN 対話式デバッグ・セッションを表します。
長いメッセージは、FORTRAN 対話式デバッグ・セッシ
ョンの実行対象である順次データ・セットを表します。
ISRF005

aaaaaaaa bbbbbbbb..cccccccc..LOAD(dddddddd) へ

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
前景のリンケージ編集またはバインドを表します。 長
いメッセージはリンケージ・エディターまたはバインダ
ーの出力が保管される、ISPF ロード・ライブラリー・
メンバーを表します。

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRF011

ISRF007

aaaaaaaa - bbbbbbbb..LOAD(cccccccc) の

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
COBOL 対話式デバッグ・セッションを表します。 長
いメッセージは、COBOL 対話式デバッグ・セッション
の実行対象である区分データ・セットを表します。

DISPLAY の重大エラー - DISPLAY サー
ビスの重大エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRF012

形式 ″aaaaaaaa″ は重複 - 形式名
″aaaaaaaa″ はすでに存在しています。

ユーザー応答:

形式名を訂正してください。

″aaaaaaaa″ が存在しない - 形式名
″aaaaaaaa″ が存在していません。

解説: 指定された形式名 aaaaaaaa は様式テーブルに
存在していません。
ISRF014

テーブル・サービス・エラー - テーブ
ル・サービスの重大エラーが発生しまし
た。

解説: 重大な内部エラーが発生しました。 TABLE サ
ービスから予期しない戻りコードが返されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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弊社サポート部門まで

解説: 指定された形式名 aaaaaaaa は様式テーブルに
すでに存在しています。

aaaaaaaa - bbbbbbbb..LOAD(cccccccc) へ

解説: これは通知メッセージです。 短いメッセージは
前景のリンケージ編集またはバインドを表します。 長
いメッセージはリンケージ・エディターまたはバインダ
ーの出力が保管される、他の区分ロード・データ・セッ
ト・メンバーを表します。

弊社サポート部門まで

解説: 重大な内部エラーが発生しました。 DISPLAY
サービスから予期しない戻りコードが返されました。

ISRF013
ISRF006

システム・プログラマーに連絡してく

弊社サポート部門まで

PDF メッセージ
ISRF015

TBDISPL エラー RC=aaaaaaaa - テーブ
ル表示サービスの戻りコードが aaaaaaaa
でした。

解説: 重大な内部エラーが発生しました。 テーブル表
示サービスから予期しない戻りコードが返されました。
ユーザー応答:
ださい。

奇数のフィールド長が指定されています。

ユーザー応答: DBCS フィールド長として偶数値を指
定してください。
ISRF022

弊社サポート部門まで

フィールドの定義が必要 - 少なくとも 1
つフィールド定義が必要です。

解説: 形式定義では少なくとも 1 つのフィールド定義
が必要です。
ユーザー応答: 少なくとも 1 つのフィールド定義を入
力してください。
ISRF017

解説:

奇数長の DBCS フィールド - 奇数長の
DBCS フィールドが定義されています。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRF016

ISRF021

フィールド・オーバーラップ - フィール
ドがほかのフィールドとオーバーラップし
ています。

無効なコマンド - aaaaaaaa は無効なコマ
ンドです。

解説: 無効な書式選択リスト・コマンドが入力されま
した。
ユーザー応答: 無効な書式選択リスト・コマンドを訂
正してください。
ISRF023
解説:
す。

パラメーターが多過ぎる - コマンド域へ
のパラメーターが多過ぎます。

コマンド域に指定したパラメーターが多過ぎま

ユーザー応答:
い。

余分なパラメーターを除去してくださ

解説: あるフィールド定義が別のフィールド定義とオ
ーバーラップしています。

ISRF024

ユーザー応答: フィールド定義のオーバーラップを訂
正してください。

解説: 書式選択リスト・コマンドに無効なパラメータ
ーが指定されています。

ISRF018

操作の取り消し - 要求された機能が取り
消されました。

ユーザー応答:
ISRF025

解説: これは通知メッセージです。 要求された機能が
取り消されました。
ISRF019

正常に完了しました - 要求された機能は
正しく完了しました。

解説: これは通知メッセージです。 要求された機能が
正常に完了しました。
フィールド長のエラー - ゼロ長のフィー
ルドが定義されています。

解説: 無効なフィールド長であるゼロが指定されてい
ます。

″aaaaaaaa″ が存在しない - FROM 形式
名 ″aaaaaaaa″ が存在しません。

ユーザー応答:

FROM 形式名を訂正してください。

形式名がない - このコマンドには形式名
が必要です。

解説: 形式指定ユーティリティーでコピー操作をする
ために必要な、元の形式名がありません。
ISRF027

ユーザー応答: 1 から 71 までのフィールド長を指定
してください。

無効なパラメーターを訂正します。

解説: 形式指定ユーティリティーでコピー操作をする
ために、FROM 形式として aaaaaaaa が指定されまし
たが、それは存在していません。

ISRF026
ISRF020

無効なパラメーター - コマンド域に無効
なパラメーターが入力されました。

名前が重複 - 同じ ″TABLE(ISRFORM)″
中の同じ ″FORMAT″ が複写と指定され
ています。

解説: 複写用に同じ様式テーブルの同じ形式が指定さ
れています。
ユーザー応答:

形式名を訂正してください。
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ISRF028

″*″ は無効 - ISRFORM からのときには
″*″ は指定できません。

解説: テーブルが ISRFORM にある時には、アスタリ
スク (*) は指定できません。
ユーザー応答: 有効な FROM 形式名を指定するか、
ISRFORM でない FROM 形式名を指定してください。
ISRF029
解説:

形式名が重複している - この形式名はす
でに存在しています。

指定した形式名がすでに存在しています。

ユーザー応答:
ISRF030

形式名を訂正してください。

RECFM は固定長のみ有効 - 可変長レコ
ードでは形式化データはサポートされませ
ん。

解説: 可変長 RECFM 形式データ・セットはサポート
されていません。
ユーザー応答: 固定長の RECFM フォーマット化デー
タ・セットを指定するか、形式名を消去してください。
ISRF031

様式テーブルがない - 様式テーブル
ISRFORM が存在しません。

ISRF034

テーブル・サービス・エラー - 重大なテ
ーブル・サービス・エラーが発生しまし
た。

解説: 重大なテーブル・サービス・エラーが発生しま
した。 テーブル・データ・セットが破壊された可能性
があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: テーブル・データ・セットの保全
性をチェックしてください。 テーブル・データ・セッ
トが破壊されている場合は、再割り振りまたはバックア
ップからの復元を実行してください。 それができない
場合は、弊社サービス部門に連絡してください。
ISRF035
解説:

形式が見付からない - 指定した形式が存
在しません。

様式テーブルに指定した形式が存在しません。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 形式名のつづりを訂正するか、形
式設定ユーティリティー (オプション 3.11) を使用して
新しい形式を追加してください。

解説: 形式名が指定されているにもかかわらず、様式
テーブルが存在していません。

ISRF036

ユーザー応答: 形式設定ユーティリティー (オプション
3.11) を使用して、新しい形式を追加してください。

解説: 形式内の最大桁位置が、データ・セットのレコ
ード長を超えています。

ISRF032

形式テーブルは使用中 - 形式テーブルは
他のユーザーか現ユーザーが使っていま
す。

解説: 形式テーブルは他のユーザーか、あるいはユー
ザー自身が別の論理画面で使用中です。
ユーザー応答: 形式テーブルを他のユーザーが使用し
ていないかを調べ、使用していなければ別の論理画面で
使用している形式テーブルを解放してください。
ISRF033

ライブラリーは未割り振り - テーブル・
ライブラリーが割り振られていません。

解説: ISPF 用のテーブル・ライブラリーが割り振られ
ていません。
ユーザー応答: プログラム資料説明書で、ISPF のテー
ブル割り振りについての詳細を参照してください。
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形式が無効 - 形式の桁位置がレコード長
を超えています。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 形式設定ユーティリティー (オプシ
ョン 3.11) を使用して、形式内の桁位置の最大値がデー
タ・セットのレコード長を超えないように、形式を更新
してください。
ISRF037

LRECL 制限を超過 - LRECL と形式属性
バイトの合計値は編集 / ブラウズ lrecl
制限を超えることができません。

解説: データ・セットのレコード長と形式属性バイト
の合計値は、編集またはブラウズのレコード長制限を超
えることができません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 形式を 2 つのより小さい形式に分
割し、データ・セットの編集 / ブラウズは 2 回に分け
て行ってください。

PDF メッセージ
ISRF038

形式の発見不能 - 処理する形式テーブル
の項目がありません。

解説: 処理の対象となる様式テーブル項目が見付かり
ません。
ユーザー応答: オプション A を使用して、新しい形式
を追加してください。

ISRF044
解説:

無効な選択コードが指定されています。

ユーザー応答: 有効な選択コード (S) を、コピー形式
選択リストに入力してください。
ISRF900

ISRF040

無効な選択コード - 有効なコードは S
(選択) です。

テーブルがない - FROM テーブル
aaaaaaaa がありません。

機能が RC=X’aaaa’ で終了 - 選択した機
能が戻りコード X’aaaa’ で終了しまし
た。.

解説: 形式設定ユーティリティーで、コピー操作をす
るために指定された FROM テーブル aaaaaaaa は存在
しません。

解説: これは通知メッセージです。 選択した前景機能
が、戻りコード aaaa hex で終了しました。

ユーザー応答:
い。

ISRF901

ISRF041

FROM テーブル名を訂正してくださ

テーブルが使用中 - FROM テーブル
″aaaaaaaa″ が使用中です。

解説: 形式設定ユーティリティーで、コピー操作をす
るために指定された FROM テーブル aaaaaaaa は、別
のユーザーか、またはユーザー自身によって別の論理画
面で使用中です。
ユーザー応答: テーブルを他のユーザーが使用してい
ないかを調べ、そうでなければ別の論理画面で使用して
いるテーブルを解放してください。
ISRF042

テーブル・サービス・エラー - FROM テ
ーブルで重大なテーブル・サービス・エラ
ーが発生しました。

解説: FROM テーブルで重大なテーブル・サービス・
エラーが発生しました。 FROM テーブルが破壊されて
いる可能性があります。
ユーザー応答:
い。

ISRF043

解説:

解説: PDF メンバー拡張ルーチン (ISRLEMX) が失敗
し、戻りコード aaaa が返されました。 ISRLEMX の
戻りコードは次のとおりです。
1 〜 15
パラメーター n が長過ぎます (n は戻りコー
ド)。
16
指定したパラメーターが多過ぎます。
17
指定したパラメーターが少な過ぎます。
20
重大エラー。この失敗の詳細については、
DDNAME ISRLMSG に割り振られたデータ・
セットを参照してください。
ユーザー応答: ISRLEMX ルーチンの詳細については、
ISPF 対話開発者用 手引きと解説 および ISPF 計画と
カスタマイズ を参照してください。
ISRF902

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: FROM テーブルの保全性をチェッ
クしてください。 テーブルが破壊されている場合は、
再割り振りまたはバックアップからの復元を実行してく
ださい。 それができない場合は、弊社サービス部門に
連絡してください。
無効な選択コード - 有効なコードは、S
(選択)、U (更新)、R (名前変更)、または
D (削除) です。

無効な選択コードが指定されています。

ユーザー応答: 有効な選択コード (S、U、R、D) のど
れかを、形式選択リストに入力してください。

ISRLEMX が RC=aaaa で終了 - メンバ
ー拡張が戻りコード aaaa で終了しまし
た。

リスト・ファイルが見付からない aaaaaaaa 用のリスト・ファイル存在しな
いか、またはファイルが空です。

解説: これは通知メッセージです。 (変数 aaaaaaaa で
指示された) 処理は完了したが、予期されるデータ・セ
ットが見付かりません。
ISRF903

無効な ZSEL 変数 - ZSEL パネル変数は
CMD または PGM で始まらなければな
りません。

解説: PDF 前景プロセッサー (ISRFPR) が呼び出さ
れ、表示するパネル名を渡します。このパネルの
)PROC セクションは、変数 &ZSEL を CMD(...) または
PGM(...) ストリングに設定しなければなりません。PDF
は、このストリングを ISPF SELECT サービスに渡しま
す。 CMD または PGM で始まらない ZSEL ストリン
グが設定されています。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZSEL ストリングを訂正して、機能
を再試行してください。
ISRF904

0 以外の戻りコード - 選択された機能は
戻りコード X’aaaa’ で終了しました。.

解説: これは通知メッセージです。 選択した前景機能
が、戻りコード aaaa hex で終了しました。 aaaa が
X’63’ であれば、clist エラーを示します。このエラーの
原因として考えられるのは、パネル入力フィールドのい
ずれかに算術演算子 (*、/、+、-、など) を入力したこ
とです。 他の戻りコードは、選択した言語処理プログ
ラムが返したものです。
ISRF905

編成が無効 - 区分データ・セットと物理
順次データ・セットだけが処理されます。

解説: PDF 前景オプションが、区分でも順次でもない
データ・セットを指定して呼び出されました。
ユーザー応答: 入力データ・セットを区分か順次のい
ずれかに変更し、再試行してください。
ISRF906

編成が無効 - 区分データ・セットだけが
処理されます。

解説: PDF 前景バインダー / リンケージ・エディター
および VS COBOL II 対話式デバッグ・オプションは、
入力して区分データ・セットだけをサポートしていま
す。
ユーザー応答: 入力データ・セットを区分データ・セ
ットに変更し、再試行してください。
ISRF907

プロセッサー失敗、RC=20 - aaaaaaaa 言
語処理プログラムが戻りコード 20 で終
了しました。 ISPF が見付けられなかっ
た可能性があります。

解説: PDF 前景プロセッサーが言語処理プログラムを
呼び出そうとしたが、ISPF SELECT サービスが戻りコ
ード 20 を返しました。 プロセッサーから戻りコード
20 が返された可能性、ISPF が言語処理プログラムを見
付けられなかったことを示す可能性があります。
ユーザー応答: MVS 探索順序が、要求されたプロセッ
サーのロード・モジュール・データ・セットを含むこと
を確認してから、要求を再試行してください。 同じメ
ッセージが返されて、言語処理プログラムが戻りコード
20 を返すのであれば、言語処理プログラムと一緒に提
供されている資料を参照して、問題の判別をしてくださ
い。
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ISRF911

リスト ID を指定する - 順次ファイル用
のリスト ID を指定してください。

解説: リスト・データ・セット名の修飾子の 1 つとし
て使われるリスト ID は、通常は処理中の PDS メンバ
ー名に省略時設定されます。 順次データ・セットを指
定するときは、省略時名は使用されず、リスト ID の指
定が必要になります。
ユーザー応答: リスト ID を指定して、機能を再試行
してください。
ISRF912

無効な ZSEL2 変数 - ZSEL2 パネル変
数は CMD または PGM から始まらなけ
ればなりません。

解説: PDF 前景プロセッサー (ISRFPR) が呼び出さ
れ、表示するパネル名を渡します。このパネルの
)PROC セクションは、CMD(...) または PGM(...) ストリ
ングに対して変数 &ZSEL を設定しなければなりませ
ん。また、これらのストリングに任意選択で変数
&ZSEL2 を設定することもできます。PDF は、このス
トリングを ISPF SELECT サービスに渡します。 CMD
または PGM で始まっていない ZSEL2 ストリングが検
出されました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZSEL2 ストリングを訂正して、機
能を再試行してください。
ISRF914

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

解説: 前景処理用に指定したデータ・セットを処理し
ている BLDL マクロから、PDF がエラーを受け取りま
した。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: MVS コンソールにこの
エラーによるメッセージが出ていないかを確認し、シス
テム・メッセージおよびコード のマニュアルを参照し
て、問題判別をしてください。 さらにヘルプが必要な
場合は、弊社サービス部門に連絡してください。
ISRF915

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

解説: PDF 前景プロセッサーからメンバー・リストが
要求されましたが、指定されたデータ・セットにはメン
バーが存在しません。
ユーザー応答:

データ・セットに適切なメンバーを追

PDF メッセージ
加するか、または別のデータ・セットを指定してくださ
い。
ISRF916

I/O エラー - PDS ディレクトリーの読み
取り中に I/O エラーが起こりました。

解説: 前景メンバー・リストを作成するためにメンバ
ー統計を集計しようとしたときに、PDF が BLDL マク
ロから戻りコード 8 を受け取りました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRF917

解説: 前景処理するために指定されたデータ・セット
の PDS ディレクトリーを読み取ろうとした時に、PDF
メンバー・リスト・ルーチンが I/O エラーを受け取りま
した。
システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: MVS コンソールにこの
エラーによるメッセージが出ていないかを確認し、シス
テム・メッセージおよびコード のマニュアルを参照し
て、問題判別をしてください。 さらにヘルプが必要な
場合は、弊社サービス部門に連絡してください。

ISRF921

メンバー・リスト・エラー - メンバー・
リスト表示ルーチンから予期しないエラー
が発生しました。

解説: PDF 前景処理プログラム (ISRFPR) が、PDF メ
ンバー・リスト処理プログラム (ISRCML) から、予期
しない戻りコードを受け取りました。
ユーザー応答:
ださい。

ISRF922

ISRF919

メンバーが見付からない - 要求されたメ
ンバーが PDS のディレクトリーにあり
ませんでした。

解説: 前景処理するために指定したメンバーが、指定
されたライブラリーに存在していません。
ユーザー応答: 存在するメンバーを指定するようデー
タ・セット名とメンバー名を訂正し、機能を再試行して
ください。

不正なディレクトリー - ディレクトリー
のブロック・サイズが最大の 256 を超え
ています。

解説: PDF 共用メンバー・リスト・ルーチンが、PDF
でサポートしている最大値の 256 バイトより大きなデ
ィレクトリー・ブロックを持つデータ・セットを見付け
ました。
ユーザー応答: データを新規データ・セットにコピー
して、要求を再試行してください。
機能が終了 - ユーザーの要求 (END) に
より、処理が終了しました。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーが END
コマンドを入力したため、現行機能を終了しました。
ISRF924

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: MVS コンソールにこの
エラーによるメッセージが出ていないかを確認し、シス
テム・メッセージおよびコード のマニュアルを参照し
て、問題判別をしてください。 さらにヘルプが必要な
場合は、弊社サービス部門に連絡してください。

スタイル・テーブルが削除された - スク
リプトを次に呼び出したときに新しいテー
ブルが作成されます。

解説: これは通知メッセージです。 テーブルを削除す
るために、現存のスタイル・テーブルにあるすべてのス
タイルを削除しました。

ISRF923
ISRF918

スタイルが削除された - 選択したスタイ
ルがスタイル・テーブルから削除されまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 選択したスタイル
が Select Script/VS Formatting Style パネル (パネル
ISRFP09T) から正常に削除されました。

システム・プログラマーに連絡してく

I/O エラー - メンバー・リストの処理中
に I/O エラーが起こりました。

ユーザー応答:
ださい。

ISRF920

形式設定用スタイルを選択 - スクリプト
入力を処理するために形式設定用スタイル
を選択してください。

解説: スタイル選択中に、Select Script/VS Formatting
Style パネル (パネル ISRFP09T) で ENTER キーが押さ
れました。
ユーザー応答: スタイルを選択するなら S 行コマン
ド、スタイルを削除するなら D 行コマンド、選択せず
に終了するなら END コマンドを入力してください。
ISRF925

無効な行コマンド - 選択ならば S 、削除
ならば D のどちらかを入力してくださ
い。

解説: Select Script/VS Formatting Style パネル (パネル
ISRFP09T) で S または D 以外の行コマンドが入力さ
れました。 S と D だけが有効な行コマンドです。
ユーザー応答:

スタイルを選択するなら S 行コマン
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ド、スタイルを削除するなら D 行コマンド、選択せず
に終了するなら END コマンドを入力してください。
ISRF926

スタイルの選択は 1 つです SCRIPT/VS プロセッサーを使用する時は
スタイルを 1 つだけ選択してください。

解説: Select Script/VS Formatting Style パネル (パネル
ISRFP09T) で (行コマンド S を使用して) 複数の選択が
行われました。 このパネルから選択できるスタイルは
1 つだけです。
ユーザー応答: 余分な選択を削除して ENTER キーを
押し、要求を続行するか、または END コマンドを入力
して、処理を実行しないで終了してください。
ISRF927

テーブルが見付からない - システム・ス
タイル・テーブル ’aaaaaaaa.’ が見付かり
ません。

解説: PDF スタイル・テーブル (スクリプト文書の処
理に使用する、様々な省略時値とユーザー定義のスタイ
ルを保持するために使用される) が、ISPTLIB に連結さ
れているどのデータ・セットにもありません。
ユーザー応答: ISPTLIB 割り振りをチェックして、割
り振りが完全かどうかを確かめてください。あるいはシ
ステム・プログラマーに援助を求めてください。
システム・プログラマー応答: ユーザーの ISPTLIB 連
結をチェックして、完全かどうかを確かめてください。
完全でない場合は、ログオン・プロシージャーまたは
CLIST/REXX EXEC を訂正してください。 ISRSTLYE
メンバーが見付からない場合は、ISPF 導入テープに収
められている PDF プロダクト・ライブラリーにテーブ
ル ISRSTYLE の省略時コピーが入っています。
ISRF928

内部ダイアログ・エラー - aaaaaaaa が戻
りコード X’bbbb’ を受け取りました。.

れはテーブルがユーザー自身、あるいは他のユーザーに
よって使用中だということを表すものです。
ユーザー応答: テーブルが使用できるようになるまで
待ってから、要求を再試行してください。
ISRF930

解説: パックされているメンバーをアンパックしよう
とした時に、障害が起こりました。
ユーザー応答: 詳細については、ISPF 使用者の手引き
の「メンバー展開 ISRLEMX 戻りコード」の項を参照
してください。
ISRF935

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 戻りコードについて
は、ISPF サービスの手引き に解説されています。
ISRF929

スタイル・テーブルを使用中 - スタイ
ル・テーブル ’aaaaaaaa.’ を別のユーザー
が使用しています。

解説: PDF が TBOPEN サービスから、テーブル
aaaaaaaa について戻りコード 12 を受け取ったが、そ
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LIST FILE が存在しない - メンバー構成
部分リストのリスト・ファイルが見付から
ないか、ファイルが空でした。

解説: これは通知メッセージです。 メンバー構成部分
リスト・プロセッサーが完了したが、予期していたリス
ト・データ・セットが存在せず、PDF がブラウズでき
ません。
ISRF936

DSN は使用不可 - 入力 aaa(12) 用の
DSN が使用不可かまたは存在しません。

解説: Style: xxxxx (パネル ISRFP09O) 用の Script/VS
オプションで指定された aaa(12) データ・セットが存在
していないか、または他のユーザーによって使用されて
いる可能性があります。
ユーザー応答: データ・セットが正しく指定されてい
ない場合は、データ・セット名を訂正し、機能を再試行
してください。データ・セット名が正しい場合は、シス
テム・プログラマーに連絡して援助を求めてください。
ISRF937

解説: PDF Script/VS CLIST (CLIST ISRFC09) が、
ISPEXEC aaaaaaaa サービス呼び出しから戻りコード
bbbb hex を受け取りました。

展開の失敗 - メンバー展開の実行時にエ
ラーが発生し、戻りコード aaaa が返され
ました。

追加 LIB エラー - 追加ライブラリー
bbb(44) の aaaaa と、入力ライブラリー
の aaaaa は互換性がありません。

解説: PDF が、指定された追加入力ライブラリーのど
れかで RECFM か LRECL のいずれか (aaaaa で示さ
れる) が、1 次入力ライブラリーと矛盾していることを
検出しました。
ユーザー応答: 追加入力ライブラリー・フィールドで
正しいデータ・セットを入力し、機能を再試行してくだ
さい。

PDF メッセージ
ISRF938

追加 LIB エラー - 追加ライブラリー
aaa(44) がカタログにありません。

解説: 追加入力ライブラリーで指定されたデータ・セ
ット aaa(44) は、存在していません。
ユーザー応答: ライブラリーを作成するか、存在して
いるライブラリーを指定し、要求を再試行してくださ
い。
ISRF939

データ・セット名は無効 - データ・セッ
トは完全修飾され、アポストロフィで囲ま
れなければなりません。

解説: 追加入力ライブラリー・フィールドで入力され
たデータ・セット名が、アポストロフィで囲まれていま
せん。
ユーザー応答: データ・セット名を訂正し、要求を再
試行してください。
ISRF940

追加 LIB エラー - 追加ライブラリー
aaa(44) が区分されていません。 追加ラ
イブラリー・フィールドで指定するライブ
ラリーはすべて、区分データ・セットでな
ければなりません。

解説: コンパイラー・インターフェース・データ入力
パネルの最終行に追加入力ライブラリーの 1 つとして
指定されたデータ・セット aaa(44) が区分されていませ
ん。 これらのフィールドで指定できるのは、区分デー
タ・セットだけです。
ユーザー応答: 区分データ・セットを指定して、要求
を再試行してください。
ISRG002

プロジェクト名を入力してください - プ
ロジェクト名が欠落しているか、無効で
す。

解説: ISPF ライブラリー・データ・セットの入力フィ
ールドの、プロジェクト名フィールドが、ブランクまた
は無効です。
ユーザー応答: 有効なプロジェクト名を、ISPF ライブ
ラリーに対して入力する必要があります。 ISPF ライブ
ラリーはカタログ済み区分データ・セットであり、次の
形式の 3 レベル・データ・セット名が付けられていま
す。
’プロジェクト.グループ.タイプ’

ISRG003

グループ名を入力してください - グルー
プ名が欠落しているか、無効です。

解説: ISPF ライブラリー・データ・セットの入力フィ
ールドの、プロジェクト名フィールドが、ブランクまた
は無効です。
ユーザー応答: 有効なプロジェクト名を、ISPF ライブ
ラリーに対して入力する必要があります。 ISPF ライブ
ラリーはカタログ済み区分データ・セットであり、次の
形式の 3 レベル・データ・セット名が付けられていま
す。
’プロジェクト.グループ.タイプ’
ISRG004

タイプ修飾子を入力してください - タイ
プが欠落しているか、無効です。

解説: ISPF ライブラリー・データ・セットの入力フィ
ールドで、タイプ名フィールドがブランクまたは無効で
す。
ユーザー応答: 有効なタイプ名を、ISPF ライブラリー
に対して入力する必要があります。 ISPF ライブラリー
はカタログ済み区分データ・セットであり、次の形式の
3 レベル・データ・セット名が付けられています。
’プロジェクト.グループ.タイプ’
ISRG007

VOL 通し番号の指定不可 - ボリューム通
し番号の指定は、「その他のデータ・セッ
ト名」フィールドを使います。

解説: ボリューム通し番号の入力フィールドに値があ
りますが、これは、「他のデータ・セット名」フィール
ドにデータ・セット名を指定していない時は無効です。
ユーザー応答: ISPF ライブラリー入力フィールドを使
用してデータ・セット名を入力するときには、ボリュー
ム通し番号入力フィールドには値を入れないようにして
ください。 他のデータ・セット名入力フィールドを使
用したときのみ、ボリューム通し番号入力フィールドは
値を持つことができます。
ISRG010

データ・セットがオープン - データ・セ
ットは ISPF によって現在使用されてい
ます。

解説: 指定されたデータ・セットはオープンされてお
り、現在 ISPF が使用中です。
ユーザー応答: LIST、LOG、TEMPLIST、
TEMPCNTL、EDIT RECOVERY のいずれかのデータ・
セットの 1 つが指定され、さらに ISPF がその時点に
そのデータ・セットを使用中であった場合に、このメッ
セージが出されます。 LOG と LIST のデータ・セット
は、LOG と LIST コマンドによって制御されていま
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す。 これら 2 つのコマンドは、現在のデータ・セット
を保持しながら新しいデータ・セットを引き続き扱うこ
とができるので、データ・セットを使用し続けることが
できます。 TEMPLIST、TEMPCNTL、および EDIT
RECOVERY データ・セットを使用できるようにするに
は、保管してクローズする必要があります。
ISRG011

非サポート・データ・タイプ - HFS デー
タ・セットがサポートされるのは、デー
タ・セット作成、データ・セット情報、デ
ータ・セット改名、データ・セット削除の
場合のみです。

解説: HFS データ・セットに対して、データ・セット
作成、データ・セット情報、データ・セット改名、デー
タ・セット削除以外の PDF 機能を実行しようとしまし
た。

十分であるかどうかを確認してください。
ISRG071

解説: 連結されたライブラリー・セットを割り振りし
ようとしたが、連結が完全でなかったために失敗しまし
た。
ユーザー応答: 連結するライブラリーが実際に連結し
て割り振りできるかどうかを確認してください。 TSO
ALLOCATE コマンドの使用を試みて、割り振りを実行
し、メッセージが出るかどうかを調べます。 また連結
しようとしているデータ・セット同士で、互換性がない
データ・セット属性を指定していないかをチェックして
ください。
ISRG072

ユーザー応答: サポートされているデータ・セット・
タイプを使用してください。
ISRG040
解説:
た。

DSORG が無効 - データ・セット編成は
区分または順次でなければなりません。

データ・セット編成の入力が、誤っていまし

ユーザー応答:
い。

データ・セット編成を訂正してくださ

連結の失敗 - 指定のライブラリーを連結
することができません。

解説: 連結が失敗し、ISPCDAIR が RC=0 では戻りま
せんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ユーザーの処置が正し
かった場合は、弊社サポート部門に連絡してください。
ISRG045

STAE マクロのエラー - STAE マクロの
ための記憶域を入手できません。サブプー
ル 0 が満杯です。

解説: 記憶域が使い果たされました。直前に使用可能
な記憶域を全部使用してしまうようなエラーが起こりま
した。
ユーザー応答: 領域サイズが、失敗したタスクを実行
するのに十分な大きさであるかどうか確認してくださ
い。 それでもなお問題が発生する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: タスクがループしてい
ないか、および、失敗した機能を実行するのに記憶域が
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テープのサポートなし - ISPF はテープ
に収められたデータ・セットをサポートし
ません。

解説: テープに入っているデータ・セットに対して割
り振り要求が出されました。 この処理は ISPF によっ
てサポートされていません。
ユーザー応答: データをテープから直接アクセス記憶
装置 (DASD) にコピーし、テープではなくディスクの
データを処理してください。
ISRG073

ISRG044

連結の失敗 - 指定のライブラリーを連結
することができません。

ロードの失敗 - 導入割り振り出口をロー
ドしようとする試みは失敗しました。

解説: 構成テーブルで指定された割り振り出口はロー
ドできませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: 構成テーブルにリストされた出口
をユーザーが必ず使用できるようにするとともに、その
出口が決して実行不能とマークされることのないように
してください。
ISRG074

未知の戻りコード - 導入割り振り出口が
未知の戻りコード aaaaaaaa を返しまし
た。

解説: 導入システムは構成テーブルに指定された割り
振り出口を使用しています。 この出口が、ISPF に定義
されていない戻りコード (aaaaaaaa) を返しました。 出
口にエラーが発生した可能性があります。
プログラマー応答: 出口が正しく処理されているかを
確認し、さらに出口が ISPF で用意している戻りコード
だけを返すようにしてください。
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ISRG076

レコード・サイズの矛盾 - すべてのライ
ブラリーが同じレコード長でなければなり
ません。

解説: レコード長が異なる複数のデータ・セットを連
結しようとしました。 この処理は ISPF によってサポ
ートされていません。
ユーザー応答: 必ず正しいデータ・セットが割り振ら
れるようにチェックするとともに、すべてのデータ・セ
ットについてレコード長とレコード形式が必ず同じとな
るようにチェックしてください。 データ・セットの再
割り振りをするか、さもなくば、その内容を一時デー
タ・セットに複写して一時データ・セットの割り振りを
行う必要の生じる場合があります。
ISRG077

レコード・タイプの矛盾 - すべてのライ
ブラリーが同じレコード・タイプでなけれ
ばなりません。

解説: レコード形式 (固定、可変など) が異なる複数の
データ・セットを連結しようとしました。 この処理は
ISPF によってサポートされていません。
ユーザー応答: 必ず正しいデータ・セットが割り振ら
れるようにチェックするとともに、すべてのデータ・セ
ットについてレコード長とレコード形式が必ず同じとな
るようにチェックしてください。 データ・セットの再
割り振りをするか、さもなくば、その内容を一時デー
タ・セットに複写して一時データ・セットの割り振りを
行う必要の生じる場合があります。
ISRG078

レコード・サイズの矛盾 - 最初のライブ
ラリーには最大のレコード長が必要です。

解説: レコード長が可変である 2 つのデータ・セット
を連結しようとしたが、一方のデータ・セットのレコー
ド長が最初のレコードのレコード長より大きくなってい
ます。 この処理は ISPF によってサポートされていま
せん。
ユーザー応答: 正しいデータ・セットが割り振られて
いること、および、最初のデータ・セットのレコード長
がデータ・セットの中で最大のものであることを確認す
るためのチェックをしてください。 データ・セットの
再割り振りをするか、さもなくば、その内容を一時デー
タ・セットに複写して一時データ・セットの割り振りを
行う必要の生じる場合があります。
ISRG079

LOCATE が失敗 - ’aaaaaaaa’ の
LOCATE が失敗しました。 RC =
bbbbbbbb。

ードは、次のどれでもありません。
カタログされていないデータ・セット
無効な索引構造
無効なデータ・セット名
カタログ上の I/O エラー
ボリューム・エラー
ユーザー応答: そのデータ・セットが存在し、しかも
カタログで指定されたボリューム上にあるかどうかを確
かめてください。 存在している場合は、システム、ボ
リューム、またはカタログに関する他の問題がある可能
性があります。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
ISRG080

データ・セットの矛盾 - データ・セット
編成が同一でありません。

解説: データ・セット編成の異なる複数のデータ・セ
ットを連結しようとしました。 この処理は ISPF によ
ってサポートされていません。
ユーザー応答: 正しいデータ・セットが割り振られて
いるかどうか、およびすべてのデータ・セットについて
データ・セット編成 (順次または区分) が同じであるか
どうかを確認してください。 データ・セットの再割り
振りをするか、さもなくば、その内容を一時データ・セ
ットに複写して一時データ・セットの割り振りを行う必
要の生じる場合があります。
ISRG081

区分データ・セットではない - メンバー
名を指定しましたが、このデータ・セット
は区分データ・セットではありません。

解説: メンバー名に区分データ・セットでないデー
タ・セットが指定されました。
ユーザー応答: メンバー名を除去するか、またはデー
タ・セットが正しく指定され正しく割り振られていたか
を調べてください。
ISRG082

区分データ・セットではない - 連結でき
るのは区分データ・セットだけです。

解説: 区分データ・セットでないデータ・セットを連
結しようとしました。 ISPF は順次データ・セットの連
結をサポートしていません。
ユーザー応答: 正しいデータ・セットが割り振られる
ようにチェックするとともに、データ・セット編成がす
べて区分データ・セットであるようチェックしてくださ
い。

解説: LOCATE マクロから、ISPF にとって未知の戻り
コードが返されました。 bbbbbbbb に指定された戻りコ
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ISRG083

連結解除の失敗 - 指定されたライブラリ
ーの連結解除ができませんでした。

解説: 連結ライブラリー・セットの割り振りを解除し
ようとしたが、連結解除の処理が失敗しました。
ユーザー応答: このエラーの原因は、連結操作で必要
とされるのと同じ DD 名を別の割り振りが使用してい
るためと思われます。したがって、TSO FREE コマンド
を使用して、DD 名を解放する必要があります。 割り
振り済みのデータ・セットがあってもかまわないなら
ば、このメッセージは無視できます。 しかし、もし他
のユーザーがそのデータ・セットを必要とするならば、
TSO FREE コマンドを用いて手操作でデータ・セットを
解放するか、いったんログオフしてから再度ログオンす
るほうがよいでしょう。
問題判別: 割り振りから失敗した連結の解放までの間
に発生した活動を判別してください。 他にも同様に、
割り振りをしようとして失敗している可能性があります
が、それらのすべてが解放されているとは限りません。
これらの割り振りは、ISPF によって行われた場合もあ
りますし、そうでない場合もあります。
ISRG084

再割り振りの失敗 - データ・セット
’aaaaaaaa’ の再割り振りが失敗しまし
た。

解説: データ・セットを削除する前に、排他的にデー
タ・セットを割り振ろうとして失敗しました。 別のユ
ーザーがこのデータ・セットを使用している可能性があ
ります。
ユーザー応答:
さい。
ISRG085

割り振り解除に失敗 - データ・セット
’aaaaaaaa’ の割り振り解除に失敗しまし
た。

ユーザー応答: TSO FREE コマンドを使用してデー
タ・セットに対するユーザーの割り振りをすべて解放
し、操作を再試行してください。
データ・セットの削除が失敗 - aaaaaaaa
は使用中です。これを削除することはでき
ません。

解説: データ・セットを削除しようとして失敗しまし
た。 そのデータ・セットが他のユーザーまたはユーザ
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ユーザー応答: TSO FREE コマンドを使用してデー
タ・セットに対するユーザーの割り振りをすべて解放
し、操作を再試行してください。 他のユーザーがその
データ・セットを使用しておらず、ユーザーがデータ・
セットを削除する権限をもっているなら、システム・プ
ログラマーに連絡してください。
ISRG087
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データ・セット使用中 - データ・セット
は現在あなたが使用しています。

解説: ユーザーがすでにそのデータ・セットに割り振
り済みであったため、データ・セットに対する操作が失
敗しました。
ユーザー応答: すべての画面の基本オプション・メニ
ューに戻り、再試行してください。 問題が解決しない
場合は、TSO FREE コマンドを使用してデータ・セット
を解放してから、再試行してください。
ISRG088

解説:

DSN 割り振りチェックの失敗 - データ・
セットが割り振り済みであるかどうかをチ
ェックできません。

内部エラーが発生しました。

ユーザー応答: システムをログオフしてから、再度ロ
グオンしてください。 そのうえで、失敗した操作を再
試行してください。
ISRG090

後でもう一度この操作を試行してくだ

解説: データ・セットを削除するためにデータ・セッ
トの割り振りを解除しようとして、失敗しました。 自
分または別のユーザーがこのデータ・セットを使用して
いる可能性があります。

ISRG086

ー自身によって使用中であるためか、あるいはユーザー
にデータ・セット削除の権限がないためです。

DSN が無効 - 引用符 - データ・セット
名に含まれているアポストロフィがつり合
っていません。

解説: 入力されたデータ・セット名に、対になってい
ないアポストロフィが含まれています。
ユーザー応答: 正しいアポストロフィを使用して、デ
ータ・セット名を再入力してください。
ISRG091

無効な DSN - 長さ - データ・セット名
は接頭部 (もしあれば) を含めて 1 〜 44
文字の長さです。

解説: 入力されたデータ・セット名の長さが、無効で
す。 長さは、(もし使用するならば) TSO 接頭部も含め
て、44 文字以内にしなければなりません。
ユーザー応答: データ・セット名を調べて、正しく再
入力してください。
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ISRG092

メンバー名が無効 - メンバー名は 1 〜 8
文字で、括弧で囲む必要があります。

解説: 入力されたメンバー名が無効でした。 メンバー
名は 1〜8 桁で、括弧でくくらなければなりません。
ユーザー応答: 正しい構文を使用して、メンバー名を
再入力してください。
ISRG093

DSN が無効 - 構文 - データ・セット名
にブランク、括弧またはアポストロフィを
埋め込むと無効です。

解説: 入力されたデータ・セット名に、ブランク、ア
ポストロフィ、括弧のいずれかが含まれていますが、こ
れらはデータ・セット名では無効です。
ユーザー応答: 正しい構文に従ってデータ・セット名
を再入力してください。
ISRG094

解説:

データ・セットがカタログされていない 世代別データ・セットがありません。 世
代別グループのカタログを調べてくださ
い。

指定されたデータ・セットが見付かりません。

ユーザー応答:
ください。

入力したデータ・セット名を確認して

ISRG097

解説: 連結内のすべてのライブラリーで、レコード・
タイプの定義が同じである必要があります。
プログラマー応答: 連結内のライブラリーが正しいレ
コード・タイプであるかどうか、確認してください。
ISRG098

ブロック・サイズの矛盾 - 最初のライブ
ラリーには最大のブロック・サイズが必要
です。

解説: 連結の最初のライブラリーは、その連結内で最
大のライブラリー・ブロック・サイズを持っていなけれ
ばなりません。
システム・プログラマー応答: 連結を更新し、最大ブ
ロック・サイズのデータが連結の最初にあるようにして
ください。
ISRG096

レコード・サイズの矛盾 - すべてのライ
ブラリーが同じレコード長でなければなり
ません。

解説: 連結内のすべてのライブラリーで、レコード長
が同じである必要があります。
システム・プログラマー応答: 連結とライブラリー割
り振りを更新し、レコード長が一律であるようにしてく
ださい。

レコード・サイズの矛盾 - 最初のライブ
ラリーには最大のレコード長が必要です。

解説: 連結内の最初のライブラリーには、最大のレコ
ード長を定義する必要があります。
プログラマー応答: 連結内のライブラリーが正しいレ
コード長および連結順序であるかどうか、確認してくだ
さい。
ISRG099

世代別 DS でない - データ・セットが世
代別データ・セットではありません。

解説: 指定したデータ・セットが、世代別データ・セ
ットではありません。
プログラマー応答: 指定したデータ・セット名をチェ
ックしてください。
ISRG100

ISRG095

レコード・タイプの矛盾 - すべてのライ
ブラリーが同じレコード・タイプでなけれ
ばなりません。

VOL 通し番号の指定不可 - ボリューム通
し番号の指定は、「その他のデータ・セッ
ト名」フィールドを使います。

解説: プロジェクト / グループ / タイプのフィールド
が、データ・セット名用に使用されたときに、ボリュー
ム通し番号がパネルに指定されました。 そのボリュー
ム通し番号はデータ・セット用に「その他の DS 名」
FIELD を使用するときのみ、指定できます。
ユーザー応答: 特定のボリューム上にあるデータ・セ
ットへのアクセスを試みる場合には、その他のデータ・
セット名フィールドにデータ・セット名を入力し、ボリ
ューム通し番号フィールドにボリューム名を入れてから
Enter キーを押します。
ISRG101

ロードの失敗 - データ・セット割り振り
出口をロードしようとする試みは失敗しま
した。

解説: PDF 構成テーブルに指定された割り振り出口を
PDF がロードしようとして、失敗しました。 出口が見
付からなかった、出口が実行不能になっている、または
ユーザーに出口をロードする権限がない可能性がありま
す。
ユーザー応答:

割り振り出口が構成テーブルに正しく
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指定されていて、ユーザーのロード・ライブラリー、ま
たはシステム・ライブラリーで使用可能かつ実行可能で
あることを、PDF に入る前に確認してください。
ISRG102

ロードの失敗 - 印刷ユーティリティー出
口をロードしようとする試みは失敗しまし
た。

敗しました。 出口が見付からなかった、出口が実行不
能になっている、またはユーザーに出口をロードする権
限がない可能性があります。
ユーザー応答: メンバー・リスト・フィルター出口が
構成テーブルで正しく指定されており、ユーザーのロー
ド・ライブラリー、またはシステム・ライブラリーで使
用可能かつ実行可能であることを、PDF に入る前に確
認してください。

解説: PDF 構成テーブルに指定された印刷ユーティリ
ティー出口を PDF がロードしようとして、失敗しまし
た。 出口が見付からなかった、出口が実行不能になっ
ている、またはユーザーに出口をロードする権限がない
可能性があります。

ISRG106

ユーザー応答: 印刷ユーティリティー出口が構成テー
ブルで正しく指定されていて、ユーザーのロード・ライ
ブラリー、またはシステム・ライブラリーで使用可能か
つ実行可能であることを、PDF に入る前に確認してく
ださい。

解説: PDF 構成テーブルに指定されたデータ・セット
名変更出口を PDF がロードしようとして、失敗しまし
た。 出口が見付からなかった、出口が実行不能になっ
ている、またはユーザーに出口をロードする権限がない
可能性があります。

ISRG103

ロードの失敗 - 圧縮出口をロードしよう
とする試みは失敗しました。

解説: PDF 構成テーブルに指定された圧縮出口を PDF
がロードしようとして、失敗しました。 出口が見付か
らなかった、出口が実行不能になっている、またはユー
ザーに出口をロードする権限がない可能性があります。
ユーザー応答: 圧縮出口が構成テーブルで正しく指定
されており、ユーザーのロード・ライブラリー、または
システム・ライブラリーで使用可能かつ実行可能である
ことを、PDF に入る前に確認してください。
ISRG104

ロードの失敗 - データ・セット・リスト
出口をロードしようとする試みは失敗しま
した。

解説: PDF 構成テーブルに指定されたデータ・セッ
ト・リスト出口を PDF がロードしようとして、失敗し
ました。 出口が見付からなかった、出口が実行不能に
なっている、またはユーザーに出口をロードする権限が
ない可能性があります。
ユーザー応答: データ・セット・リスト出口が構成テ
ーブルで正しく指定されており、ユーザーのロード・ラ
イブラリー、またはシステム・ライブラリーで使用可能
かつ実行可能であることを、PDF に入る前に確認して
ください。
ISRG105

ロードの失敗 - メンバー・リスト・フィ
ルター出口をロードしようとする試みは失
敗しました。

解説: PDF 構成テーブルに指定されたメンバー・リス
ト・フィルター出口を PDF がロードしようとして、失
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ロードの失敗 - データ・セット名変更出
口をロードしようとする試みは失敗しまし
た。

ユーザー応答: データ・セット名変更出口が構成テー
ブルで正しく指定されており、ユーザーのロード・ライ
ブラリー、またはシステム・ライブラリーで使用可能か
つ実行可能であることを、PDF に入る前に確認してく
ださい。
ISRG107

ロードの失敗 - データ・セット・リスト
行コマンド出口をロードしようとする試み
は失敗しました。

解説: PDF 構成テーブルに指定されたデータ・セッ
ト・リスト行コマンド出口を PDF がロードしようとし
て、失敗しました。 出口が見付からなかった、出口が
実行不能になっている、またはユーザーに出口をロード
する権限がない可能性があります。
ユーザー応答: データ・セット・リスト行コマンド出
口が構成テーブルで正しく指定されており、ユーザーの
ロード・ライブラリー、またはシステム・ライブラリー
で使用可能かつ実行可能であることを、PDF に入る前
に確認してください。
ISRG108

ロードの失敗 - ユーザー会計出口をロー
ドしようとする試みは失敗しました。

解説: PDF 構成テーブルに指定された導入システム会
計出口を PDF がロードしようとして、失敗しました。
出口が見付からなかった、出口が実行不能になってい
る、またはユーザーに出口をロードする権限がない可能
性があります。
ユーザー応答: ユーザー会計出口が構成テーブルで正
しく指定されており、ユーザーのロード・ライブラリ
ー、またはシステム・ライブラリーで使用可能かつ実行
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可能であることを、PDF に入る前に確認してくださ
い。
ISRI001

ISPF ロード・エラー - ISPF の PDF 構
成要素用のサブルーチン・テーブルをロー
ドできません。導入エラーによるものと思
われます。システム・プログラマーに連絡
してください。

解説: ISPF が PDF 構成要素用のサブルーチン・テー
ブル (ロード・モジュール ISRTSP) をロードしようと
して、エラーを受け取りました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ロード・ライブラリー
連結順序 (ISPLLIB、STEPLIB など) をチェックして、
ISRTSP の入ったライブラリーが必ず含まれるようにし
てください。
ISRI003

DM バージョンの誤り - ISPF (OS/390
リリース 5 用) の PDF 構成要素は、
ISPF (OS/390 リリース 5 用) の DM 構
成要素を必要とします。導入エラーと思わ
れます。システム・プログラマーに連絡し
てください。

解説: ISPF (OS/390 リリース 5 用) の PDF 構成要素
が、互換性のないバージョンの ISPF (OS/390 リリース
5 用) によって呼び出されました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ロード・ライブラリー
の連結順序 (ISPLLIB、STEPLIB など) をチェックし、
OS/390 用の適切な ISPF ライブラリーを指定するよう
にしてください。
ISRJ001

aaaaaaaa - bbbbbbbb..LOAD(cccccccc) へ

解説: これは通知メッセージです。 aaaaaaaa 言語処
理プログラムを呼び出すジョブ・ステップの作成が正常
に行われ、出力結果がデータ・セット bbbbbbbb.LOAD,
メンバー cccccccc に入ったために記録されたメッセー
ジです。
ISRJ004

ジョブ・ステップ生成 - aaaaaaaa ------bbb(56) から

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットお
よびメンバー bbb(56) からの入力を使用して、aaaaaaaa
言語処理プログラム用の JCL ジョブ・ステップが正常
に生成されたことを表します。
ISRJ005

ジョブ・ステップ生成 - aaaaaaaa ------bbbbbbbb から

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット
bbbbbbbb からの入力を使用して、aaaaaaaa 言語処理プ
ログラム用の JCL ジョブ・ステップが正常に生成され
たことを表します。
ISRJ006

ジョブ・ステップ生成 - aaaaaaaa ------bbbbbbbb..LOAD(cccccccc) へ

解説: これは通知メッセージです。 aaaaaaaa 言語処
理プログラム用の JCL ジョブ・ステップが正常に生成
され、出力をデータ・セットおよびメンバー bbbbbbbb.
LOAD(cccccccc) へ、送信したことを表します。
ISRJ007

ジョブ - aaaaaaaa - ジョブが取り消され
ました。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーがバッチ
終了パネルで CANCEL コマンドを入力し、生成した
JCL を実行依頼せずにバッチを終了しました。

aaaaaaaa - bbb(56) から

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットお
よびメンバー bbb(56) に対する aaaaaaaa 言語処理プロ
グラムを呼び出すジョブ・ステップの作成が正常に行わ
れたことを記録するメッセージです。
ISRJ002

ISRJ003

ISRJ008

ジョブ - aaaaaaaa - ジョブが送られまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーがバッチ
終了パネルで END コマンドを入力し、生成した JCL
を実行依頼してからバッチを終了しました。

aaaaaaaa - bbb(44) から

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット
bbb(44) に対する aaaaaaaa 言語処理プログラムを呼び
出すジョブ・ステップの作成が正常に行われたことを記
録するメッセージです。

ISRJ009

ジョブ実行依頼のエラー - ジョブを
aaaaaaaa から送るときにエラーが起きま
した。

解説: TSO SUBMIT コマンドを使用して、生成した
JCL (DD 名 aaaaaaaa に割り振られている) を実行依頼
し処理しようとしたときに、エラーが発生しました。
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ユーザー応答: JCL を再生成して、ジョブを実行依頼
してください。 それでも問題が起こるようであれば、
システム・プログラマーに連絡して援助を求めてくださ
い。
ISRJ010

aaaaaaaa bbbbbbbb..cccccccc..LOAD(dddddddd) へ

解説: これは通知メッセージです。 ISPF ライブラリ
ー bbbbbbbb.cccccccc.LOAD(dddddddd) に対して
aaaaaaaa 言語処理プログラムを呼び出すジョブ・ステ
ップの作成が正常に行われた結果記録されたメッセージ
です。
ISRJ012

ジョブ・ステップ生成 - aaaaaaaa ------bbb(56) から

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットお
よびメンバー bbb(56) からの入力を使用して、aaaaaaaa
言語処理プログラム用の JCL ジョブ・ステップが正常
に生成されたことを表します。
ISRJ013

ジョブ・ステップ生成 - aaaaaaaa ------bbbbbbbb..cccccccc..LOAD(dddddddd) へ

解説: これは通知メッセージです。 aaaaaaaa 言語処
理プログラム用の JCL ジョブ・ステップが正常に作成
され、出力が ISPF ライブラリーとメンバー
bbbbbbbb.cccccccc.LOAD(dddddddd) に送られたことを示
します。
ISRJ014

オプションの入力 - リストされたオプシ
ョンのいずれかを入力してください。

解説: 「バッチ選択」パネル (ISRJPA) または「バッチ
終了」パネル (ISRJPB) のどちらかで、オプションを選
択せずに ENTER キーが押されました。
ユーザー応答: コマンド行のオプションを指定し、
ENTER キーを押してください。
ISRJ015

オプションが無効 - 入力されたオプショ
ンが無効です。

解説: 「バッチ選択」パネル (ISRJPA) または「バッチ
終了」パネル (ISRJPB) のどちらかで無効なオプション
が入力されました。
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ISRJ902

aaaaaaaa - bbb(56) から

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットお
よびメンバー bbb(56) に対する aaaaaaaa 言語処理プロ
グラムを呼び出すジョブ・ステップの作成が正常に行わ
れたことを記録するメッセージです。
ISRJ011

ユーザー応答:
押します。
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有効なモデルを指定して、Enter キーを

スケルトンが見付からない - スケルトン
″aaaaaaaa″ または ″aaaaaaaa″ に組み込
まれたスケルトンが見付かりません。

解説: PDF が ISPEXEC FTINCL をスケルトン
aaaaaaaa に対して出したが、スケルトンが見付からな
いことを示すゼロでない戻りコードを受け取りました。
ユーザー応答: ISPSLIB 連結をチェックして、適切な
スケルトン・ライブラリーが必ず指定されるようにして
ください。 連結を訂正した後に、要求を再試行してく
ださい。
ISRJ903

無効な ZSEL 変数 - ZSEL パネル変数は
CMD または PGM で始まらなければな
りません。

解説: PDF バッチ処理プログラム (ISRJB2) が呼び出
され、表示するパネル名を渡しました。このパネルの
)PROC セクションは、変数 &ZSEL を CMD(...) または
PGM(...) ストリングに設定しなければなりません。PDF
は、このストリングを ISPF SELECT サービスに渡しま
す。 CMD または PGM で始まらない ZSEL ストリン
グが見付かりました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZSEL ストリングを訂正して、機能
を再試行してください。
ISRJ904

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

解説: バッチ処理用に指定したデータ・セットを処理
している BLDL マクロから、PDF がエラーを受け取り
ました。
ユーザー応答: 問題判別のためにシステム・プログラ
マーに連絡し援助を得てください。
システム・プログラマー応答: MVS コンソールにメッ
セージが出ていないかチェックし、適切な IBM のマニ
ュアルを参照して、問題判別をしてください。
ISRJ905

編成が無効 - 区分データ・セットと物理
順次データ・セットだけが処理されます。

解説: 区分または順次以外のデータ・セットを指定し
た PDF バッチ・オプションが呼び出されました。
ユーザー応答: 入力データ・セットを区分か順次のい
ずれかに変更し、再試行してください。

PDF メッセージ
ISRJ906

編成が無効 - 区分データ・セットだけが
処理されます。

解説: PDF バッチ・バインダー / リンケージ・エディ
ター・オプションは、入力として区分データ・セットだ
けをサポートしています。
ユーザー応答: 入力データ・セットを区分データ・セ
ットに変更し、再試行してください。
ISRJ908

ジョブ・スケルトンが見付からない - ジ
ョブ・スケルトン・ファイル ISRJSJC
が見付かりません。

解説: PDF バッチ・スケルトン ISRJSJC (バッチ・ジ
ョブの実行依頼用のジョブ・カードを設定するために使
用します) を、ISPSLIB 連結で見付けることができませ
ん。
ユーザー応答: ISPSLIB 連結をチェックして、適切な
スケルトン・ライブラリーが必ず指定されるようにして
ください。 連結を訂正した後に、要求を再試行してく
ださい。
ISRJ909

ファイルの調整エラー - ファイルの調整
はすでに進行中です。

解説: PDF バッチ・オプションは、ISPF ファイル調整
を使用してジョブ・ストリームを作成するので、別のフ
ァイルの調整要求が進行中である時は、呼び出せませ
ん。
ユーザー応答: 進行中のファイル調整要求を完了させ
てから、バッチ要求を再試行してください。
ISRLA000

解説:

活動記録ログの割り振り - エラーのため
データ・セットの割り振りができません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA002

解説:

解説:

ISRLA004

解説:

活動ログ使用不可 - データ・セット
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ がオープ
ンできませんでした。使用中の可能性があ
ります。

現時点では説明が用意されていません。

既に活動化されている - 階層 ’aaaaaaaa’
は既に活動化されています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA103
解説:

非活動化 ID が無効です - 非活動化 ID
が矛盾します。 非活動化して再度試みて
ください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA102
解説:

非活動化 ID が不一致 - ユーザー ID
’aaaaaaaa’ が、非活動化 ID ’bbbbbbbb’
と一致しません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA101

解説:

活動ログ書き込みエラー ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ を一時フ
ァイルに書き込み中にエラー。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA100

解説:

活動ログの読み取りエラー - データ・セ
ット ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ で読
み取りエラーがありました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA007

解説:

活動ログの解放エラー - データ・セット
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ が解放で
きませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA006

解説:

Act. log close out error - Data set
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ had a
write close out error.

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA005

解説:

活動ログの書き込みエラー - データ・セ
ット ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ で書
き込みエラーがありました。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA001
解説:

活動記録ログのエラー - システム・プロ
グラマーに連絡します。 (詳細は LMF ア
ドレス・スペースにある)

ISRLA003

既に非活動化済みです - 階層 ’aaaaaaaa’
は既に非活動化されています。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLA104

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA105

解説:

プロジェクト非活動化 - プロジェクトは
SCLM に制御されていますが、非活動化
に成功しました。

プロジェクト活動化 - プロジェクトは
SCLM に制御されていますが、活動化に
成功しました。

ISRLA118
解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA119
解説:

活動化が完了しました - 階層 ’aaaaaaaa’
の活動化が完了しました。

ISRLA120

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA111

活動化が完了しました - プロジェクト
’aaaaaaaa’ のすべての階層の活動化が完
了しました。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA112
解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA113

解説:

非活動化が完了しました - プロジェクト
’aaaaaaaa’ のすべての階層の非活動化が
完了しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA114
解説:

非活動化が完了しました - 階層
’aaaaaaaa’ の非活動化が完了しました。

定義されたタイプ - aaaaaaaa の構造日
付: bbbbbbbb 時刻: cccccccc

解説:

ISRLA115

現時点では説明が用意されていません。

*** 定義済みタイプなし *** - B はボト
ム・グループを示しています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA117
解説:

位置: - 1, 2 ... 50 は階層内の位置を示し
ています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA116
解説:

以下のグループは活動中ではありません。

解説:

解説:
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グループ名の入力 - このオプションには
グループ名が必要です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA201

現時点では説明が用意されていません。

1 次割り振りの指定がない - 出力リス
ト・データ・セットの 1 次割り振りスペ
ースの量を指定する。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA200

解説:
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1 次 /2 次の指定がない - 出力リスト・
データ・セットの 1 次 / 2 次割り振りス
ペースの量を指定する。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLA125

解説:

ページ当り行数がない - 出力リスト・デ
ータ・セットのページ当り行数を指定して
ください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA124

解説:

論理レコード長がない - 出力リスト・デ
ータ・セットの論理レコード長を指定して
ください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA123

解説:

ブロック・サイズがない - 出力リスト・
データ・セットのブロック・サイズを指定
してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA122
解説:

装置記述がありません - 出力リスト・デ
ータ・セットの装置記述を指定してくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA121
解説:

以下のグループは活動中です。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA110

最上位グループ 非活動化 ID

タイプ aaaaaaaa の削除 - タイプ
aaaaaaaa に関する全項目が削除されてい
ます。

現時点では説明が用意されていません。

PDF メッセージ
ISRLA202

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA203

解説:

活動記録ログが空 - 活動記録ログ
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ 内の全項
目は除去されています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA205
解説:

削除の失敗 ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ の中の項
目はすべてが削除されたわけではありませ
ん。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA204

解説:

タイプが見付からない - メンバー活動記
録ログ内にタイプ aaaaaaaa に関する項目
がありません。

aaaaaaaa タイプの処理 - aaaaaaaa のタ
イプは処理されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA206

ログに記録されるタイプなし aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG 中に項目が
まったくありません。

ISRLA213

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA214
解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA208

ログの割り振りがない aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG は別のユー
ザーに使用されている可能性があります。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA209

レコード長が無効 aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG 活動記録ロ
グのレコード長は無効です。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA210

解説:

解説:

ログが順次でない aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG が順次デー
タ・セットではありません。

解説:

表示が失敗 aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG の表示中に
エラーが起きました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA221

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA211

解説:

レコード形式が無効 aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG のレコード
形式が固定または固定ブロックになってい
ません。

活動記録ログの表示 - ログ
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ の中の活
動記録が表示されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA220
解説:

タイプ aaaaaaaa の表示 - タイプ
aaaaaaaa のログ済みの活動記録が表示さ
れました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA219
解説:

プロジェクト名が必要 - 活動記録ログの
プロジェクト名を入れてください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA218
解説:

グループ名が必要 - 活動記録ログのグル
ープ名を入れてください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA217
解説:

タイプ名が無効 - タイプ名または ″*″ を
入れる、またはフィールドをブランクにし
ておきます。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA216
解説:

選択コードが無効 - 選択すべきタイプの
前に s をキーインしてください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA215

解説:

ADMIN が許可されない - メンバー活動
記録ログに ADMIN というグループ名を
指定することはできません。

パラメーターが必要 - LOCATE コマンド
に、パラメーターとして有効なタイプ名が
必要です。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLA222

解説:

aaaaaaaa が見付からない - タイプ名
aaaaaaaa は表示リストの終わりの後にあ
るはずです。

ISRLC015
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC016

ISRLA223
解説:

コマンドが無効 - このパネルに有効なコ
マンドは LOCATE だけです。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC017
パラメーターが無効 - LOCATE コマンド
に、パラメーターとして有効なタイプ名が
必要です。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC018
ロギングの失敗 - 活動記録ログが別名デ
ータ・セット名を指定して定義されていま
す。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC019
メンバー項目作成不能 - メンバー項目
aaaaaaaa が作成できませんでした。 タイ
プがありません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC020
メンバー項目作成不能 - メンバー項目
aaaaaaaa が作成できませんでした。 グル
ープがありません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC012

メンバー項目作成不能 - メンバー項目
aaaaaaaa が作成できませんでした。 プロ
ジェクトが存在しません。

解説:

ISRLC022
解説:

項目の作成不能 - aaaaaaaa が作成できま
せんでした。 すでに存在します。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC014

プロモート失敗 - 受け入れ先データ・セ
ットが別名で割り当てられています。 別
名は使えません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。
解説:
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メンバーは使用中 - メンバーは、
aaaaaaaa によって使われているため編集
できません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC025
解説:

GETMAIN が失敗 - 動的 TLD に対する
GETMAIN が失敗しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC024
解説:

SRB が消去されました - SRB が消去さ
れました。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC013

SRB GETMAIN のエラー - GETMAIN
が SRB で失敗しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC023
解説:

SVC FREEMAIN のエラー - ライブラリ
ー管理機能 SVC で FREEMAIN が失敗
しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC011

解説:

SVC GETMAIN のエラー - ライブラリー
管理機能 SVC で GETMAIN が失敗しま
した。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC010

解説:

LOCAL LOCK のエラー - SVC で、
LOCAL LOCK がエラーに終わりまし
た。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA225

解説:

″aaaaaaaa″ 始動してません - LMF 開始
タスク ″aaaaaaaa″ が見付かりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLA224

解説:

ATTACH のエラー - モジュール
aaaaaaaa で ATTACH が失敗しました。

許可されていません - メンバー aaaaaaaa
は使用されており、編集できません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC026

TIOT に DD 名がない - TIOT に DD 名
が見付かりません。

ISRLC037

ISRLC027

ライブラリーが未削除 - ライブラリー制
御が削除されませんでした。このライブラ
リーのメンバー制御が存在します。

解説:

解説:

ISRLC038
解説:

解説:

LMF は始動中です - LMF アドレス空間
初期設定は完了していません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC033
解説:

″aaaaaaaa″ は未活動 - LMF アドレス空
間 ″aaaaaaaa″ はどんな要求も受け付けま
せん。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC031
解説:

プロジェクトが使用中 - プロジェクト
は、現在 aaaaaaaa により更新中です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC030

解説:

更新のエラー - グループ階層が活動状態
です。 更新は行われませんでした。

ISRLC039

プロモートのエラー - グループ aaaaaaaa
が非活動状態です。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC034

プロモートのエラー - 被制御でない LIB
からは、 基本レベルの LIB にのみプロ
モートできます。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC035
解説:

プロモートのエラー - 目標グループ
aaaaaaaa が見付かりません。

解説:

ISRLC044

解説:

メンバー項目がない - メンバー項目
aaaaaaaa が制御ファイルにありません。

現時点では説明が用意されていません。
プロモートのエラー - 取り出し元と受け
入れ先のライブラリーのレコード形式が整
合しません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC045

ISRLC036
解説:

編集ロックのエラー - メンバー aaaaaaaa
はステータスを持っているか bbbbbbbb の
所有です。.

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC043

解説:

編集ロックのエラー - 要求者は、アクセ
スを許可されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC042

解説:

編集ロックのエラー - このメンバーは活
動化していない被制御ライブラリー内にあ
ります。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC041
解説:

活動ログが無効です - aaaaaaaa の活動ロ
グは、順次データ・セットにしてくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC040

解説:

プロモートのエラー - 基本レベル・グル
ープ aaaaaaaa が見付かりません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC029
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC028

ABEND aaaaaaaa が起きました - ライブ
ラリー管理要求の処理中に aaaaaaaa
ABEND が発生しました。

プロモートのエラー - このメンバーを現
在更新しているのは、aaaaaaaa です。

現時点では説明が用意されていません。

解説:

データのプロモート不能 - データはユー
ザーの TTR を含んでいますが、ロード・
モジュールではありません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC046
解説:

プロモートのエラー - 論理レコード長が
整合しません。

ISRLC055

現時点では説明が用意されていません。
解説:

ISRLC047
解説:

SVC が導入されていない - ライブラリー
管理機能の SVC が導入されていませ
ん。

プロモートのエラー - PROMOTE FREE
は無効です。 メンバーがありません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC050

解説:

ISRLC056

解説:

ISRLC057

編集ロックのエラー - グループ aaaaaaaa
に無効な条件があるので、編集ロックでき
ません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC051
解説:

プロモートのエラー - このメンバーは更
新用としては使用できません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC052

解説:

プロモートのエラー - 要求されたグルー
プをプロモートできるのは aaaaaaaa で
す。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC053

解説:

分配テーブルの削除完了 - 分配テーブル
aaaaaaaa が制御ファイルから削除されま
した。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC054

ユーザー・セットを削除 - ユーザー・セ
ット aaaaaaaa が制御ファイルから削除さ
れました。

解説:

現時点では説明が用意されていません。
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プロモートのエラー - 要求したメンバー
の現行のユーザーは aaaaaaaa です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC063

解説:

プロモートのエラー - メンバー aaaaaaaa
はユーザーにより編集ロックされていませ
ん。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC062
解説:

要求のエラー - プロジェクトのロックま
たは解放ができません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC061

解説:

プロモートのエラー - メンバーは編集ロ
ックされませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC060
解説:

ENQUEUE のエラー - メンバー
aaaaaaaa が使用できません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC059
解説:

プロジェクトを削除 - プロジェクト
aaaaaaaa の制御情報が制御ファイルから
削除されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC058
解説:

グループを削除 - グループ aaaaaaaa の
制御情報が制御ファイルから削除されまし
た。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC049
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC048

解説:

プロモートのエラー - 取り出し元ライブ
ラリーが割り振られていません。

タイプが削除されました - タイプ
aaaaaaaa の制御情報が制御ファイルから
削除されました。

プロモートのエラー - あらかじめ定義さ
れたメンバーだけがこの階層でプロモート
できます。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC064

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC065

解説:

GET のクローズ・エラー - 取り出し元ラ
イブラリーで GET のクローズ・エラー
が起きました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC069

解説:

メンバー項目は未削除 - メンバー項目
aaaaaaaa は事前定義メンバーではありま
せん。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC068

解説:

プロモートのエラー - システム・エラー
のあとのプロモートは、前の状態と同じに
してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC067

解説:

プロモートのエラー - 取り出し元 DS の
編成が無効であるためにプロモートのエラ
ーが起きました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC066

解説:

プロモートのエラー - aaaaaaaa だけが、
定義されていないメンバーで権限を持った
プロモーターです。

読み取りエラーが起きた - 取り出し元ラ
イブラリーで読み取りエラーが起こりまし
た。

ISRLC073

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC074

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC079
メンバーが見付からない - 取り出し元ラ
イブラリーのメンバーが見付かりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC071

解説:

PROMOTE FREE が失敗 - このメンバ
ーは編集ロックされていないか、またはあ
りません。

解説:

ISRLC080
解説:

グループが見付からない - 分配テーブル
aaaaaaaa にあるグループは存在しませ
ん。

現時点では説明が用意されていません。
割り振りのエラー - 宛先ライブラリー
aaaaaaaa は割り振ることができません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC081

ISRLC072

解説:

分配テーブルのエラー - 分配テーブル
aaaaaaaa が作成されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC070
解説:

タイプが同じでない - 最上位 aaaaaaaa
を持つ階層が異なるタイプを含んでいま
す。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC078
解説:

分配テーブルが複数ある - 最上位
aaaaaaaa をもつ階層に複数個の分配テー
ブルが定義されています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC077

解説:

プロモートのエラー - aaaaaaaa は権限を
持ったプロモーター、または定義されてい
るユーザー・セットです。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC076

解説:

活動ログが無効 - メンバー・ログ
aaaaaaaa に対する論理レコード長が無効
です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC075

解説:

無効な階層があります - グループ
aaaaaaaa が無効な階層に入っています。
さきに訂正してください。

PROJECT に GROUP なし - プロジェ
クト aaaaaaaa にプロモートの階層が定義
されていません。

解説:

分配テーブルのエラー - 分配テーブル
aaaaaaaa にグループが定義されていませ
ん。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC082

解説:

分配テーブルのエラー - グループ
aaaaaaaa が正しくない分配テーブルを参
照しています。

ISRLC091
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC092

ISRLC083

解説:

階層はすでに非活動状態 - 階層はすでに
非活動状態です。非活動化 ID は
aaaaaaaa です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC088

解説:

TYPE QUEUE FREE が失敗 - モジュー
ル aaaaaaaa で TYPE QUEUE FREE に
エラーが起きました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC087

解説:

TYPE QUEUE BUILD が失敗 - モジュ
ール aaaaaaaa で TYPE QUEUE BUILD
にエラーが起きました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC086

解説:

ユーザー ID が無効 - SVC で要求してい
るユーザー ID が無効です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC085

解説:

分配テーブルのエラー - 分配テーブル
aaaaaaaa 内のグループが、他のグループ
と異なるタイプをもっています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC084
解説:

階層はすでに非活動状態 - 階層 aaaaaaaa
はすでに非活動状態です。 再度非活動化
されることはありません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC089

非活動化 ID が無効 - 非活動化 ID、最上
位 aaaaaaaa が矛盾します。 非活動化し
て再度試みてください。

解説:

ISRLC093
解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC090

ACTIVATE を実行できない - 階層
aaaaaaaa を活動化できません。この階層
はユーザーに帰属していません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。
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解説:

被制御 LIB ではない - 受け入れ先グルー
プ aaaaaaaa が被制御ライブラリーではあ
りません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC098
解説:

プロモートに失敗 - PLANNED
OVERLAY ロード・モジュールのプロモ
ートはできません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC097

解説:

変更は認められない - このユーザー ID
は、別のプロジェクト管理者でなければ削
除できません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC096

解説:

活動化のエラー - ACTIVATE コマンド後
に、最上位グループ aaaaaaaa が階層から
削除されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC095

解説:

無効な階層がある - 無効な階層がありま
す。有効な階層は定義されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC094

解説:

制御ブロックが無効 - 制御ブロックが無
効です。要求を処理できません。

現時点では説明が用意されていません。

STOW のエラー - モジュール aaaaaaaa
で、STOW のエラーが起きました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC099
解説:

グループは活動状態 - 階層 aaaaaaaa は
すでに活動状態です。

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa が見付かりません。 制御ファイ
ル / 制御ライブラリーが矛盾します。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC100

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC101

解説:

最上位グループがない - 最上位グループ
aaaaaaaa が、指定されたライブラリーに
見付かりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC103

解説:

ライブラリー未削除 - グループ aaaaaaaa
はこのライブラリーを目標ライブラリーと
して参照しています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC102

解説:

プロモートのエラー - 要求されたバージ
ョン・コードが分配テーブル aaaaaaaa に
ありません。

タイプが見付からない - タイプ項目
aaaaaaaa が指定のライブラリーに見付か
りません。

ISRLC109

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC111

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC114
メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa が指定されたライブラリーに見
付かりません。

解説:

ISRLC105

現時点では説明が用意されていません。

プロモーション完了 - aaaaaaaa は最後に
処理されたメンバーです。

解説:

ISRLC106

活動記録ログが割り振られていない - 活
動記録ログ ’aaaaaaaa’ の割り振りができ
ませんでした。活動記録ログがカタログさ
れていない可能性があります。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC108

解説:

プロモートのエラー - 取り出し元と受け
入れ先のグループのレコード形式に互換性
がありません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC107

解説:

制御ファイルが無効 - 制御ファイルはど
の開始済みタスクにも関係しません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC116

解説:

出口タイプが必要 - データ・セット満杯
出口が、出口タイプを指定せずに要求され
ました。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC115

解説:

出口名が必要 - データ・セット満杯出口
が、出口名を指定せずに要求されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC104

解説:

出口タイプが必要 - 活動ログ満杯出口
が、出口タイプを指定せずに要求されまし
た。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC113
解説:

プロモートの失敗 - 取り出元レコード長
がレコード形式 ″U″ の受け入先ブロッ
ク・サイズより大きい。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC112

解説:

分配テーブルのエラー - グループ
aaaaaaaa は分配テーブルを参照しませ
ん。

プロモートのエラー - 宛先データ・セッ
ト aaaaaaaa を区分データ・セットとして
割り振ってください。

現時点では説明が用意されていません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC117
解説:

レコード形式が非固定長 - 活動ログは固
定長レコード形式でなければなりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC119
解説:

出口名が必要 - 活動ログ満杯出口が、出
口名を指定せずに要求されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC118
解説:

制御ファイルが無効 - 制御ファイルは旧
ISPF/PDF の制御を持っています。

無効な制御ファイル - 古い制御ファイル
が無効なメンバーを含んでいます。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC120

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC121

解説:

許可されていない - プロジェクト
aaaaaaaa に関するログの変更を許可され
ていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC126
解説:

GET CLOSEOUT の失敗 - モジュール
aaaaaaaa での制御ファイルのクローズア
ウトは失敗しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC125

解説:

コマンドが無効 - コマンドが有効ではあ
りません。 有効なコマンドは END だけ
です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC124

解説:

2 次エクステントの存在 - 制御ファイル
には 2 次エクステントを割り振ってはな
りません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC123

解説:

レコード形式が無効 - LMF 制御ファイル
のレコード形式は可変長ブロックです。
DD ISRCFIL

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC122

解説:

削除の失敗 - 被制御ライブラリーが別名
であるためメンバーが削除されませんでし
た。

メンバー存在が無効 - 新制御ファイルに
はメンバーが含まれていてはなりません。

ISRLC129

解説:

解説:

ISRLC135

更新済みでない - 活動記録ログ aaaaaaaa
を使用する項目が見付かりませんでした。

ISRLC136

現時点では説明が用意されていません。

解説:
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活動記録ログがいっぱい - 活動記録ログ
のスペースが不足です。ライブラリー管理
担当者に連絡してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC137

解説:

制御ファイルがいっぱい - LMF 制御ファ
イルのスペースが不足です。ライブラリー
管理担当者に連絡してください。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC128
解説:

無効な制御ファイル - 古い制御ファイル
が有効な制御ファイルではありません。

被制御 DATASET がいっぱい - 被制御
DATASET のスペースが不足です。ライ
ブラリー管理担当者に連絡してください。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC127

DATA SET が割り振り不可 - グループ
aaaaaaaa を割り振ることができませんで
した。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC134

解説:

メンバー・リストの失敗 - グループ
aaaaaaaa に関するメンバー・リストを作
成することができませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC133

解説:

DATASET LRECL が小さ過ぎる - 出力
データ・セット LRECL でレコードの切
り捨てが行われることになるでしょう。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC132

解説:

DATASET が割り振り不可 - ユーザー
aaaaaaaa による出力データ・セットの割
り振りは行えませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC131

解説:

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC130

解説:

移行の正常完了 - 旧制御ファイルから新
制御ファイルへの移行は正しく行われまし
た。

管理担当者ログがいっぱい - 管理担当者
ログのスペースが不足です。ライブラリー
管理担当者に連絡してください。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC138

解説:

書き込みの失敗 - モジュール aaaaaaaa
での出力データ・セットへの書き込みは失
敗しました。

ISRLC147
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLC148

ISRLC139

解説:

DATASET 内の項目 - 出力データ・セッ
ト内に項目が記録されました。 それらを
検討してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC140
解説:

活動記録ログが無効 - 活動記録ログには
aaaaaaaa の論理レコード長が必要です。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC149

解説:

メンバー制御情報が無効 - グループ
aaaaaaaa に無効な制御情報があると思わ
れます。 活動化できません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC151
メンバー制御情報が無効 - メンバー・ユ
ーティリティーの 2 または 4 を使用し
て問題を訂正してください。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC152

制御情報の消去 - この階層に関するすべ
てのメンバー制御情報は消去されていま
す。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC145

検査の必要 - 階層を活動化するには、そ
の前に検査または初期設定が必要です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC146

解説:

DATA SET 内の項目 - 出力データ・セ
ット内の問題が修正されるまでは、この階
層は有効ではありません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC144

解説:

グループが不明 - 「制御情報の検査」オ
プションを使用して問題を判別してくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC143

解説:

削除が許可されない - メンバーの状況が
「プロモート進行中」であれば、そのメン
バーを削除できません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC142

解説:

非区分データ・セット - LMF では、グル
ープ aaaaaaaa が区分データ・セットであ
ることが必要です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC150

解説:

メンバー名が必要 - 区分データ・セット
を指定するときはメンバー名が必要です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC141

解説:

DS のオープン不可能 - グループ
aaaaaaaa をオープンできませんでした。

DATASET が割り振り不可 - 開始された
タスク aaaaaaaa による出力行
DATASET の割り振りは行えませんでし
た。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC153

解説:

制御情報の消去 - この階層に関するメン
バー制御情報は消去されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC155

解説:

メンバーが不明 - メンバー制御情報を用
いて初期設定する対象の、物理メンバーが
見付かりませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC154
解説:

割り振りの失敗 - モジュール aaaaaaaa
での割り振りが失敗しました。

制御情報がない - LMF 階層内には消去す
べきメンバー制御情報が存在していませ
ん。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLC156

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC157

解説:

全メンバー削除は不可 - 全物理メンバー
が削除されたわけではありません。 所定
の制御情報を検査してください。

DS 満杯出口エラー - LMF アドレス空間
から LMF サービスを出すことはできま
せん。

ISRLD001

解説: LMDINIT を処理するために使う制御ブロックを
作成するのに十分な記憶域を使用することができませ
ん。
ユーザー応答:
る。

ISRLC158

メンバーはロックしない - プロジェクト
aaaaaaaa は SCLM によって制御されて
います。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC161

解説:

メンバー aaaaaaaa 使用中 - メンバー
aaaaaaaa は使用中です。 物理メンバーを
削除することはできません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC160

解説:

ロックが許可されない - メンバー状況が
「プロモート進行中」であれば、メンバー
のロックはできません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLC159

解説:

ユーザー応答:
ださい。
ISRLD003

パラメーター欠落 - LMDINIT に対し、レ
ベルまたはボリュームの一方、または両方
の指定が必要です。

解説: データ・セット・リスト・サービスに対して、
データ・セット名のレベルかボリュームのいずれかを指
定する必要があります。
ユーザー応答:
い。

LMDINIT コマンドを訂正してくださ
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システム・プログラマーに連絡してく

DS レベル無効 - データ・セット・レベ
ルには引用符が不要です。

解説: データ・セット名のレベルを引用符で囲む必要
はありません。
ユーザー応答: データ・セット名レベルの引用符を除
去してください。
ISRLD004

現時点では説明が用意されていません。

ISRLD000

記憶域解放の失敗 - 主記憶域の解放に失
敗しました。

解説: LMDINIT サービスは制御ブロックを作成するの
に使用する記憶域を解放することができませんでした。

SCLM からの警告 - 更新されたプロジェ
クトは SCLM によって制御されていま
す。

メッセージ ISRLA000 から ISRLA229 までのリスト
は、651ページの『第5章 ライブラリー管理機能 (LMF)
メッセージ』に掲載されています。
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領域サイズを増やし、要求を再試行す

現時点では説明が用意されていません。
ISRLD002

解説:

記憶域不足 - 記憶域が十分でないため、
LMDINIT に対する要求を満足できませ
ん。

無効な DSNAME レベル - DDNAME レ
ベル修飾子内では複数の連続したアスタリ
スクを使用できません。 アスタリスクが
1 個ある場合、修飾子内で 0 または 1
以上の文字がその位置を占めている可能性
があります。

解説: 2 つ以上の連続したアスタリスクは、0 または
複数の修飾子が、その位置に入ることを意味します。
これは、単一修飾子内では無効です。 他の文字と同時
に使用しない場合には、2 個の連続アスタリスクを修飾
子として使用する可能性があります。
ユーザー応答: 連続するアスタリスクを単一のアスタ
リスクに変更します。
ISRLD005

無効な DSNAME レベル - カタログ項目
をリストするには、少なくとも 1 つの部
分修飾子を指定しなければなりません。
アスタリスクのみからなる DS 名レベル
はすべて無効です。

解説: DSNAME レベルにアスタリスクだけを指定する
と、システム上のすべてのカタログの探索が行われま
す。 これはパフォーマンスを悪くするので、すくなく
とも 1 個の部分修飾子が必要です。
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ユーザー応答: 少なくとも 1 つの DSNAME レベル修
飾子を用いて、部分修飾を加えます。
ISRLD006

解説:

これは通知メッセージです。

ISRLD007

解説:

データ・セット・レベル無効 - 修飾名は
少なくとも 1 文字の長さがなければなり
ません。

これは通知メッセージです。

ISRLD008

解説:

データ・セット・レベル無効 - 修飾名は
少なくとも 1 文字の長さがなければなり
ません。

データ・セット・レベル無効 - データ・
セット・レベルは 8 を超える修飾名をも
てません。

これは通知メッセージです。

ISRLD010

無効なオプション - LIST、FREE、SAVE
のいずれかを指定してください。

解説: LMDLIST サービスの有効なオプションは、
LIST、FREE、および SAVE です。
ユーザー応答:
い。
ISRLD011

解説:

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMDINIT サービスのパラメーター
をチェックしてください。
ボリューム・エラー - このリスト ID 用
に指定したボリュームが無効です。

解説: LMDINIT コマンドに無効なボリュームが指定さ
れました。
ユーザー応答:
い。

解説: LMDFREE コマンドに無効なデータ・セット・
リスト ID が指定されました。
ユーザー応答:
い。

ISRLD015

解説:

リストを保管できない - リスト ID に対
するリストがすでに存在している場合、保
管を実行できません。

解説: LIST オプションを指定して LMDLIST コマンド
を発行した場合、LMDFREE を発行してからでないと、
SAVE オプションを指定した LMDLIST を実行できま
せん。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: リストに対して LMDFREE コマン
ドを発行してから、SAVE オプションつきの LMDLIST
を使用してください。

有効なボリュームを指定してくださ

DS 名を発見できない - 探索引き数に合
致する DS 名を見付けることができませ
ん。

これは通知メッセージです。

データ・セット未指定 - リスト・オプシ
ョンには、データ・セット・パラメーター
が必須です。

解説: リスト・オプションには、リストの位置を設定
するために、データ・セット・パラメーターが必要で
す。
ユーザー応答: データ・セット・パラメーターを指定
してください。
ISRLD017

無効な STATS パラメーター - YES ま
たは NO のいずれかを指定してくださ
い。

解説: LMDLIST の STATS パラメーターに対する有効
なパラメーターは YES または NO のみです。
ユーザー応答: YES または NO を入力して、STATS
を機能プールに保管できるようにしてください。
ISRLD018

ISRLD013

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMDFREE に指定されたリスト ID
をチェックしてください。

ISRLD016

LMDINIT サービスが失敗しました。

ISRLD012

リストを解放できない - このリスト ID
の LMDLIST サービスによって作成され
たデータ・セットは存在しません。

有効なオプションを指定してくださ

LIST ID 初期設定未了 - そのリスト ID
に対する LMDINIT サービスによる初期
設定が成功しませんでした。

ユーザー応答:
い。

ISRLD014

DATA SET レベル無効 - DSNAME レベ
ルは組み込みブランクを含むことができま
せん。

解説: LMDINT サービスの DSNAME レベルでは、ブ
ランクを使用できません。
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ユーザー応答:
てください。
ISRLD020

ユーザー応答:
ださい。

DSNAME レベルからブランクを除去し

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ロード・ライブラリー
連結順序 (ISPLLIB, STEPLIB, など) に ISRUDL が含
まれていることを確認してください。

LIST ID 初期設定未了 - そのリスト ID
に対する LMDINIT サービスによる初期
設定が成功しませんでした。

解説: LMDINIT サービスによって初期設定されていな
いデータ・セット・リスト ID について、LMDFREE サ
ービスが要求されました。

|
|
|

プログラマー応答: データ・セット・リスト ID を解
放する前に、その ID を初期設定してください。

| 解説: MEMLIST サービスはモジュール ISRUDA をロ
| ードできませんでした。

ISRLD030

内部エラー - LDB が正しく初期設定され
ていません。システム担当者に連絡してく
ださい。

解説: このデータ・セット・リストの制御ブロックが
初期設定されていません。制御ブロックは LMDINIT サ
ービスによって初期設定されています。
プログラマー応答: LMDINIT サービスを、LMDDISP
サービスの制御ブロックを初期設定するために使用して
ください。
ISRLD031

ビューの値が無効 - 「ボリューム」「ス
ペース」「属性」「合計」のどれかを指定
します。

解説: LMDDISP サービスに対して VIEW パラメータ
ーが指定されている場合、そのパラメーターは
VOLUME、SPACE、ATTRIB、または TOTAL でなけれ
ばなりません。 VIEW に対するそれ以外の指定は無効
です。
プログラマー応答:
ださい。
ISRLD032

有効なパラメーターを指定してく

無効な CONFIRM 値 - YES または NO
のいずれかを指定してください。

解説: LMDDISP サービスでは、CONFIRM パラメータ
ーの有効値は YES または NO です。
プログラマー応答: CONFIRM パラメーターに関して
は、YES または NO を指定してください。
ISRLD033

ISRUDL ロードの失敗 - データ・セッ
ト・リスト・ユーティリティーのロードに
失敗しました。

解説: LMDDISP サービスはモジュール ISRUDL をロ
ードできません。
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ISRLD034

ISRUDA のロードに失敗 - ライブラリ
ー・ユーティリティー・ロード・モジュー
ル (ISRUDA) のロードに失敗しました。

| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。
|
|
|
|

システム・プログラマー応答: ロード・ライブラリー
連結順序 (ISPLLIB、STEPLIB など) をチェックして、
ISRUDA のライブラリーが必ず入るようにしてくださ
い。

|
|
|

ISRLD035

データ・セットが非区分 - MEMLIST サ
ービスは区分データ・セットであるデー
タ・セットが必要です。

| 解説: データ・セットが区分化されていません。
| MEMLIST サービスでは区分データ・セットが必要で
| す。
| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。
|
|

ISRLD036

無効な CONFIRM 値 - YES または NO
のいずれかを指定してください。

| 解説: MEMLIST サービスでは、CONFIRM パラメー
| ターの有効値は YES または NO です。
| プログラマー応答: CONFIRM パラメーターに関して
| は、YES または NO を指定してください。
ISRLE000

プロジェクト名を入力してください - プ
ロジェクト名が欠落しているか、無効で
す。

解説: 「メンバー構成部分リスト」パネルでプロジェ
クト名が入力されなかったか、入力された名前が構文的
に誤りであったかのいずれかです。
ユーザー応答: プロジェクト値を訂正して、要求を再
試行してください。
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ISRLE001

グループ名を入力してください - グルー
プ名が欠落しているか、無効です。

解説: 「メンバー構成部分リスト」パネルでグループ
名が入力されなかったか、入力されたグループ名が構文
的に誤りであったかのいずれかです。
ユーザー応答: グループ値を訂正して、要求を再試行
してください。
ISRLE002

タイプ修飾子を入力してください - タイ
プが欠落しているか、無効です。

解説: 「メンバー構成部分リスト」パネルでタイプ名
が入力されなかったか、入力されたタイプ名が構文的に
誤りであったかのいずれかです。
ユーザー応答: タイプ名の値を訂正し、要求を再試行
してください。
ISRLE003

DSN が必要 - オプション 2 では出力デ
ータ・セット名が必要です。

解説: 「メンバー構成部分リスト」オプション 2
(Write Member Parts Data Set) を使用するときは、出力
データ・セットを指定しなければなりません。
ユーザー応答: 「出力データ・セット」フィールドで
データ・セット名を指定し、要求を再試行してくださ
い。
ISRLE004

無効な DSORG - 入力データ・セットは
区分データ・セットでなければなりませ
ん。

解説: 「メンバー構成部分リスト」機能の入力は、区
分データ・セットか、または区分データ・セットの連結
である必要があります。
ユーザー応答: 入力データ・セット名 として 1 つあ
るいは複数の区分データ・セットを指定するように訂正
し、要求を再試行してください。
ISRLE005

ライブラリー割り振りエラー - ISPF 入
力ライブラリーを入力 DD 名 に割り振り
できません。

解説: 「メンバー構成部分リスト」プロセッサーが、
DD 名 ISRLCODE に対して指定された入力データ・セ
ットを割り振ろうとしました。 この割り振りは失敗し
ました。もっとも可能性の高い原因は、DD 名 がすで
に使用中であることです。
ユーザー応答: DD 名 ISRLCODE を解放して、要求を
再試行してください。

ISRLE006

出力 DSN エラー - 出力データ・セット
を割り振ることができません。

解説: 「メンバー構成部分リスト」プロセッサーが、
「出力データ・セット」フィールドに指定されたデー
タ・セットを、正常に割り振ることができませんでし
た。
ユーザー応答: 別のユーザーがデータ・セットを使用
している可能性があります。そのデータ・セットが使用
可能であることを確認し、要求を再試行してください。
ISRLE007

一時 DSN 割り振りエラー - 一時出力デ
ータ・セットの割り振りに失敗しました。

解説: 要求されたリストを保留するために、「メンバ
ー構成部分リスト」が一時データ・セットを作成した
が、割り振りが失敗しました。
ユーザー応答: 「メンバー構成部分リスト」が使用で
きるデータ・セット名が存在しないか、または「メンバ
ー構成部分リスト」が使用しようとしている既存のデー
タ・セットが誤った文字を含んでいる可能性がありま
す。 「メンバー構成部分リスト」の命名規則に従って
いる既存のデータ・セットをすべて削除し、要求を再試
行してください。「メンバー構成部分リスト」が生成す
るデータ・セット名は、以下のいずれかの形式になりま
す。
userid.SPFnnn.OUTLIST
または
prefix.userid.SPFnnn.OUTLIST
ISRLE009

有効な言語の値を入れる - 指定できる最
小の省略形は、ASM、COB 、
FOR/FTN、PAS、PL1/PLI、SCR です。

解説: 言語フィールドに入力した値が無効です。 サポ
ートされている値と言語は以下のとおりです。
ASM
Assembler
COB
COBOL
FOR または FTN
FORTRAN
PAS
Pascal
PL1 または PLI
PL/I
SCR
Script
ユーザー応答: 有効な言語値を入力し、要求を再試行
してください。
ISRLE012

メンバー名は指定不可 - メンバー名は順
次データ・セットには指定できません。

解説: 「出力データ・セット」フィールドでは順次デ
ータ・セットが指定されているにもかかわらず、メンバ
ー名が指定されました。 メンバー名は順次データ・セ
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ットに対して指定しても無効です。
ユーザー応答: 「出力データ・セット」フィールド
で、メンバー名なしの順次データ・セットか、あるいは
メンバーを指定した区分データ・セットかのいずれかを
指定し、要求を再試行してください。
ISRLE013

メンバー名が必要です - 区分データ・セ
ットに対してメンバー名が指定されていま
せん。

解説: 「出力データ・セット」フィールドでは区分デ
ータ・セットが指定されているにもかかわらず、メンバ
ー名が指定されていません。 区分データ・セットには
メンバー名が必要です。
ユーザー応答: 「出力データ・セット」フィールド
で、メンバー名なしの順次データ・セットか、あるいは
メンバーを指定した区分データ・セットかのいずれかを
指定し、要求を再試行してください。
ISRLE014

エラー: SPFnnn.OUTLIST - 不必要な
SPFnnn.OUTLIST データ・セットをすべ
て削除してください。

解説: 「メンバー構成部分リスト」が要求されたリス
トを保留するために使用する一時データ・セットを作成
しようとしたが、その一時データ・セットに使える名前
を見付けることができませんでした。
ユーザー応答: 「メンバー構成部分リスト」の命名規
則に従っている既存のデータ・セットをすべて削除し、
要求を再試行してください。 「メンバー構成部分リス
ト」が生成するデータ・セット名は、以下のいずれかの
形式になります。
userid.SPFnnn.OUTLIST
または
prefix.userid.SPFnnn.OUTLIST
ISRLE015

無効な出力データ・セット - 出力デー
タ・セットは、レコード長が 17 桁以上
の固定長レコード形式でなければなりませ
ん。

ISRLE020

プロジェクト名を入力してください - プ
ロジェクト名が欠落しているか、無効で
す。

解説: 「メンバー構成部分リスト」パネルでプロジェ
クト名が入力されなかったか、入力された名前が構文的
に誤りであったかのいずれかです。
ユーザー応答: プロジェクト値を訂正して、要求を再
試行してください。
ISRLE021

グループ名を入力してください - グルー
プ名が欠落しているか、無効です。

解説: 「メンバー構成部分リスト」パネルでグループ
名が入力されなかったか、入力されたグループ名が構文
的に誤りであったかのいずれかです。
ユーザー応答: グループ値を訂正して、要求を再試行
してください。
ISRLE022

タイプ修飾子を入力してください - タイ
プが欠落しているか、無効です。

解説: 「メンバー構成部分リスト」パネルでタイプ名
が入力されなかったか、入力されたタイプ名が構文的に
誤りであったかのいずれかです。
ユーザー応答: タイプ名の値を訂正し、要求を再試行
してください。
ISRLE023

DSORG が無効 - データ・セット編成は
区分編成 (PO) でなければなりません。

解説: 「メンバー構成部分リスト」機能の入力は、区
分データ・セットか、または区分データ・セットの連結
である必要があります。
ユーザー応答: 入力データ・セット名 として 1 つあ
るいは複数の区分データ・セットを指定するように訂正
し、要求を再試行してください。
ISRLE024

スケルトンが見付からない - スケルト
ン・データ・セットに aaaaaaaa のスケル
トンがありません。

解説: 「メンバー構成部分リスト」の出力データ・セ
ットのレコードは、固定長または固定長ブロック化形式
で、論理レコードの長さが 17 でなければなりません。

解説: ISPF ファイル調整プログラムが、バッチ処理に
必要なスケルトン (aaaaaaaa) を見付けられません。

ユーザー応答: 正しい特性のデータ・セットを割り振
り直して、要求を再試行してください。

ユーザー応答: DD 名 ISPSLIB に正しい ISPF スケル
トン・ライブラリーを割り振り、要求を再試行してくだ
さい。
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ISRLE025

DSN が必要 - オプション 2 ではデー
タ・セット名が必要です。

解説: 「メンバー構成部分リスト」オプション 2
(Write Member Parts Data Set) を使用するときは、出力
データ・セットを指定しなければなりません。
ユーザー応答: 「出力データ・セット」フィールドで
データ・セット名を指定し、要求を再試行してくださ
い。
ISRLE026

メンバー名は指定不可 - メンバー名は順
次データ・セットには指定できません。

解説: 「出力データ・セット」フィールドでは順次デ
ータ・セットが指定されているにもかかわらず、メンバ
ー名が指定されました。 メンバー名は順次データ・セ
ットに対して指定しても無効です。
ユーザー応答: 「出力データ・セット」フィールド
で、メンバー名なしの順次データ・セットか、あるいは
メンバーを指定した区分データ・セットかのいずれかを
指定し、要求を再試行してください。
ISRLE027

メンバー名が必要です - 区分データ・セ
ットに対してメンバー名が指定されていま
せん。

解説: 「出力データ・セット」フィールドでは区分デ
ータ・セットが指定されているにもかかわらず、メンバ
ー名が指定されていません。 区分データ・セットには
メンバー名が必要です。
ユーザー応答: 「出力データ・セット」フィールド
で、メンバー名なしの順次データ・セットか、あるいは
メンバーを指定した区分データ・セットかのいずれかを
指定し、要求を再試行してください。

ISRLF000A

解説:

これは通知メッセージです。

ISRLI000A

解説:

メッセージ ISLRF000 から ISRLF049
までのリストは、651ページの『第5章 ラ
イブラリー管理機能 (LMF) メッセージ』
に掲載されています。

メッセージ ISRLI000 から ISRLI069 ま
でのリストは、651ページの『第5章 ライ
ブラリー管理機能 (LMF) メッセージ』に
掲載されています。

これは通知メッセージです。

ISRLK000A メッセージ ISRLK000 から ISRLK049
までのリストは、651ページの『第5章 ラ
イブラリー管理機能 (LMF) メッセージ』
に掲載されています。
解説:

これは通知メッセージです。

ISRLL000A

解説:

メッセージ ISRLL000 から ISRLL309
までのリストは、651ページの『第5章 ラ
イブラリー管理機能 (LMF) メッセージ』
に掲載されています。

これは通知メッセージです。

| ISRLO999
|
|
|
|
|
|

Licensed Materials - Property of IBM
5647- A01 (C) Copyright IBM Corp.
1980, 2000. All rights reserved. US
Government Users Restricted Rights Use, duplication or disclosure
restricted by GSA ADP Schedule
Contract with IBM Corp.

| 解説: これは通知メッセージです。
ISRLE029

有効な言語の値を入れる - 指定できる最
小の省略形は、ASM、COB、
FOR/FTN、PAS、PL1/PLI、SCR です。

解説: 言語フィールドに入力した値が無効です。 サポ
ートされている値と言語は以下のとおりです。
ASM
Assembler
COB
COBOL
FOR または FTN
FORTRAN
PAS
Pascal
PL1 または PLI
PL/I
SCR
Script
ユーザー応答: 有効な言語の値を入力し、要求を再試
行してください。

ISRLP100A メッセージ ISLRP100 から ISRLP109
までのリストは、651ページの『第5章 ラ
イブラリー管理機能 (LMF) メッセージ』
に掲載されています。
解説:

これは通知メッセージです。

ISRLQ000A メッセージ ISLRQ000 から ISRLQ039
までのリストは、651ページの『第5章 ラ
イブラリー管理機能 (LMF) メッセージ』
に掲載されています。
解説:

これは通知メッセージです。
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ISRLS000

データ・セットの指定がない - ISPF ラ
イブラリー、DATA SET または LMINIT
の DD 名のいずれかを指定してくださ
い。

解説: LMINIT サービスが正しくない指定で呼び出さ
れました。 完全な ISPF ライブラリー名 (プロジェク
ト、グループ、タイプ) か、データ・セット名か、DD
名のどれかを指定する必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF ライブラリー・キーワードを
使用している場合は、プロジェクト、グループ、および
タイプがすべて正しく指定されているようにしてくださ
い。データ・セットまたは DD 名キーワードを使用し
ているなら、サービスに渡した値が完全かつ正しいこと
を確認してください。
コンパイル言語を使用している場合は、それらの値の終
わりに少なくとも 1 個のブランクが入っており、かつ
それらの値が、とり得る最大の長さより短いことを確認
してください。
ISRLS001

指定が不完全です - ISPF ライブラリー
のプロジェクト、グループ 1 およびタイ
プを指定してください。

解説: LMINIT サービスが正しくない指定で呼び出さ
れました。 ISPF ライブラリー名 (プロジェクト、グル
ープ、タイプ) の指定が不完全です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: プロジェクト、グループ、および
タイプをすべて正しく指定してください。コンパイル言
語を使用している場合は、それらの値の終わりに少なく
とも 1 個のブランクが入っており、かつそれらの値
が、とり得る最大の長さより短いことを確認してくださ
い。
ISRLS002

無効な ENQ 要件 - SHR、EXCLU、
SHRW、または MOD のいずれかを指定
してください。

解説: LMINIT サービスを出した際、ENQ パラメータ
ー値の指定が無効または欠落しています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMINIT サービスでは、ENQ パラ
メーターに SHR、EXCLU、SHRW、または MOD のい
ずれかを指定してください。 コンパイルされる言語で
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は、SHR パラメーターにブランクを埋め込むのもよい
方法です。
ISRLS003

データ・セットの編成が無効 - データ・
セットが順次編成でも区分編成でもありま
せん。 これは ISPF ではサポートされま
せん。

解説: ISPF でサポートしていない編成のデータ・セッ
トに対して、LMINIT サービスが発行されました。
ユーザー応答: 別のデータ・セットを指定するか、担
当プログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: アプリケーションが使用するデー
タ・セットを順次データ・セットまたは区分データ・セ
ットのいずれかにしてください。
ISRLS004

記憶域が足りません - 要求を満たすため
に必要な記憶域が足りません。

解説: LMINIT サービスを完了するのに必要な記憶域
を確保することができませんでした。
ユーザー応答: このプログラムの実行中は、他のプロ
グラムの実行を減らすようにしてください。 それでも
だめならば、今よりも大きな領域サイズを指定してログ
オンしてみてください。
ISRLS005

記憶域解放の失敗 - 主記憶域の解放に失
敗しました。

解説: ISPF サービスによって取得された記憶域の解放
ができませんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 自分のプログラムが取得していな
い記憶域を自分のプログラムが誤って解放しようとしな
いようにしてください。 問題が解決しない場合は、弊
社サポート部門に連絡してください。
ISRLS006

データ・セット状況が無効 - LMINIT に
対して MOD として割り振れるのは順次
データ・セットだけです。

解説: 後処置 MOD としてデータ・セットを割り振る
ために LMINIT サービスが発行されたが、データ・セ
ット編成が順次ではありません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: アプリケーションが順次データ・
セットだけを後処置 MOD として割り振っていることを
確認してください。
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ISRLS007

ユーザー応答:
い。

メンバー名は使えない - メンバー名は、
データ・セット・パラメーターの指定には
使えません。

プログラマー応答: 指定した DD 名が正しい場合は、
TSO ALLOCATE コマンドを使用してその DD 名を正
しいデータ・セットに割り振ってください。 DD 名の
指定が正しくないならば、必要な訂正を行ってくださ
い。

解説: LMINIT サービスを出す際、データ・セット・
パラメーターにメンバー名が指定されました。 これは
ISPF ではサポートされません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ
ISRLS011

プログラマー応答: アプリケーションを変更して、
LMINIT サービスにデータ・セット名だけを指定してく
ださい。 続いて LMMFIND サービスを使用してから
LMGET サービスを使用するか、あるいは EDIT または
BROWSE サービスのメンバー・キーワードを使用しま
す。
ISRLS008

解説: LMINIT サービスの発行で、区分データ・セッ
トのメンバーにすでに割り振られた DD 名の使用が指
定されました。 これはサポートされていません。
担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 割り振るべきデータ・セットとメ
ンバーが分かっているなら、LMINIT サービスを他のサ
ービスと組み合わせて使用し、そのデータ・セットを全
体的に割り振った後に、メンバーにアクセスしてくださ
い。
ISRLS009

データ・セットの状況が無効 - LMINIT
に対して SHRW として割り振れるのは
区分データ・セットだけです。

解説: 後処置 SHRW としてデータ・セットを割り振る
ために LMINIT サービスが発行されたが、データ・セ
ット編成が区分ではありません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: アプリケーションが区分データ・
セットだけを後処置 SHRW として割り振っていること
を確認してください。
ISRLS010

DD 名が見付からない - DD 名
’aaaaaaaa’ が見付かりません。

無効なデータ・セット状況 - データ・セ
ットが NEW、OLD、SHARED、または
MOD として割り振られていません。

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、
NEW、OLD、SHARED、または MOD 以外の状況で
DD 名が割り振られました。
ユーザー応答:
い。

メンバー名は使えない - 区分データ・セ
ットのメンバーに割り振られた DD 名は
使えません。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 正しい状況値を使って DD 名を再
割り振りしてから、LMINIT 要求を再試行してくださ
い。

| ISRLS012
|
|
|
|
|
|

連結が無効 - ISPF では 16 個を超える
データ・セットの連結はサポートされませ
ん。

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、指定さ
れた DD 名に 16 個を超えるデータ・セットが割り振
られています。 PDF がサポートするデータ・セット連
結は、最高 16 個までです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

| プログラマー応答: 16 個以下のデータ・セットを使っ
| て DD 名を再割り振りしてから、LMINIT 要求を再試
| 行してください。
| ISRLS013
|
|

DATA SET が無効です - 複数ボリュー
ム・データ・セットは DDNAME の
LMINIT でサポートされません。

| 解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、指定さ
| れた DD 名に複数ボリューム・データ・セットが割り
| 振られています。
ユーザー応答: DD 名を単一ボリューム・データ・セッ
トに再割り振りしてから、LMINIT 要求を再試行してく
ださい。

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、指定さ
れた DD 名が現在割り振られていません。
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ISRLS014

装置が無効 - 直接アクセス装置以外の装
置にあるデータ・セットは ISPF ではサ
ポートされません。

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、指定さ
れた DD 名に割り振られているデータ・セットが直接
アクセス装置に存在しません。 ISPF と PDF は直接ア
クセス装置だけをサポートしています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 直接アクセス装置上のデータ・セ
ットを使って DD 名を再割り振りしてから、LMINIT
要求を再試行してください。
ISRLS015

OBTAIN のエラー - データ・セット編成
を OBTAIN できません。

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、デー
タ・セット特性を取り出すために OBTAIN マクロを出
したときにエラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

ISRLS018

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 必要な情報をすべて指定して DD
名を再割り振りしてから、LMINIT 要求を再試行してく
ださい。
ISRLS019

弊社サポート部門まで

データ・セットの矛盾 - ’aaaaaaaa’ が一
致しないデータ・セットは連結できませ
ん。

’aaaaaaaa’ が指定されていない - NEW
として割り振られた DD 名には、
DSORG、RECFM、BLKSZ、LRECL を
指定しなければなりません。

解説: 後処置が NEW のデータ・セットを表す DD 名
に対して、DD 名による LMINIT が要求されたが、次
のどれか 1 個以上について、有効な値が指定されてい
ません: データ・セット編成、レコード形式、ブロッ
ク・サイズ、論理レコード長。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS016

ータ・セット連結のいずれかを使って DD 名を再割り
振りしてから、LMINIT 要求を再試行してください。

ディレクトリー・ブロックがない - 新し
い区分データ・セットに対しては、ディレ
クトリー・ブロックの値を指定してくださ
い。

解説: 後処置の NEW を指定した区分データ・セット
に対して、DD 名による LMINIT が要求されたが、デ
ィレクトリー・ブロックの値がゼロになっています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、指定さ
れた DD 名に割り振られているデータ・セットは、デ
ータ・セット編成か、レコード形式か、レコード長のど
れかが、aaaaaaaa での指定と同じでありません。

プログラマー応答: ディレクトリー・ブロックにゼロ
以外の値を指定して DD 名を再割り振りし、LMINIT
要求を再試行してください。

ユーザー応答:
い。

ISRLS020

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 矛盾しない属性のデータ・セット
を使って DD 名を再割り振りしてから、LMINIT 要求
を再試行してください。
ISRLS017

区分データ・セットでない - ISPF で
は、区分データ・セットしか連結できませ
ん。

解説: DD 名による LMINIT が要求されたが、指定さ
れた DD 名は順次データ・セットの連結を表していま
す。 PDF は区分データ・セットの連結のみをサポート
します。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
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データ ID が見付からない - データ ID
’aaaaaaaa’ が見付かりません。

解説: ライブラリー・アクセス・サービス要求で指定
されたデータ ID が存在していません。 現在のサービ
スが要求される直前の LMINIT サービスが正常に発行
されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: アプリケーションをチェックし
て、LMINIT サービスが発行されていること、およびそ
の発行が正常に実行されていることを確認してくださ
い。 LMINIT が失敗するようなら、ロジックを追加し
て次のサービスの要求をバイパスすることも考えてくだ
さい。

PDF メッセージ
ISRLS021

情報が使用できない - フィールド
’aaaaaaaa’ に使用できる情報がありませ
ん。

解説: LMQUERY をサポートする方法で割り振られて
いないデータ ID に対して LMQUERY サービスが出さ
れました。 LMQUERY がサポートするのは、LMINIT
サービスで ISPF ライブラリー修飾子 (プロジェクト、
グループ、タイプ) を指定した割り振りだけです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMQUERY サービスが、LMINIT
サービスでプロジェクト、グループ、タイプのフィール
ドを使って割り振られたデータ ID に対してのみ使用さ
れていることを確認してください。
ISRLS022

予期しない重大なエラー - データ ID を
解放するときに重大なエラーが起きまし
た。

FREE オプションを指定して LMMLIST サービスを出
してください。 問題が解決しない場合は、弊社サポー
ト部門に連絡してください。
ISRLS027

解説: LMPROM サービスが出されて、データ・セット
からメンバーをプロモートしようとしたが、そのデー
タ・セットには要求されたメンバーが含まれていませ
ん。
ユーザー応答:
い。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS023

弊社サポート部門まで

回復不能 I/O エラー - データ・セットを
解放するときに、回復不能な読み取りエラ
ーが起こりました。

解説: 読み取りのためにオープンされていたデータ・
セットを解放しようとした時に、回復不能な I/O エラー
が起こりました。
ユーザー応答: データ・セットが使用できなくなる場
合に備えて、バックアップ・コピーをとっておく必要が
あります。 別のプログラムでそのデータ・セットを読
み取れるかどうかを試してから、バックアップ・コピー
で置き換えてください。
ISRLS025

回復不能エラー - メンバー・リストを解
放しようとして回復不能エラーが起こりま
した。

解説: LMFREE サービスの実行中にメンバー・リスト
を解放しようとしたところ、回復不能エラーが発生しま
した。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: プロモートしたいメンバーが、プ
ロモート元のデータ・セット内に存在しているかどうか
を確認してください。
ISRLS028

解説: LSB と呼ばれる制御ブロックを解放しようとし
た時に、内部エラーが起こりました。
ユーザー応答:
ださい。

メンバーが見付からない - 指定されたデ
ータ・セットにはメンバーが存在しませ
ん。

メンバーが見付からない - パターン
’aaaaaaaa’ に一致するメンバーがデー
タ・セット内に存在しません。

解説: LMPROM サービスに対して提供されたパターン
aaaaaaaa に一致するメンバーがデータ・セット内に見
付かりません。
ユーザー応答: アプリケーションによっては、これは
問題にはなりません。 しかしパターンを指定したなら
ば、そのパターンの指定が正しいかどうかを確認してく
ださい。
プログラマー応答: LMPROM サービスで指定したパタ
ーンが正しいかどうかを確認してください。 このよう
な状況で、アプリケーション・ユーザーが対処しなくて
はならないようなエラーが出ていないならば、LMPROM
の戻りコードが正しく取り扱われていることを確認して
ください。
ISRLS029

無効な後処置 - 標準形式レコードの場
合、ENQ 後処置の MOD は無効です。

解説: レコード形式 FS または FBS のデータ・セット
に対しては、ENQ(MOD) を指定して LMINIT を実行で
きません。 後処理の MOD を使用して FS または FBS
データ・セットに書き込むと、データ・セットが破壊さ
れます。
ユーザー応答: 後処置の OLD を使用するか、データ
をレコード形式 F または FB のデータ・セットに複写
してからデータ・セット MOD を処理してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:

LMFREE サービスを出す前に、
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ISRLS030

無効なオープン・オプション - ’aaaaaaaa’
は無効なオプションです。 INPUT か
OUTPUT を指定してください。

解説: LMOPEN サービスが呼び出されたが、OPTION
キーワードとして無効なパラメーターが指定されていま
す。

役立つこともあるし、また別の方法 (たとえば TSO
LISTALC STATUS コマンドの出力にトラップを指定す
る、MVS 制御ブロックを調べるなど) を使って割り振
るべきデータ・セット名を判別する必要がある場合もあ
ります。
ISRLS034

プログラマー応答: LMOPEN サービスの OPTION 値
が INPUT または OUTPUT となっていることを確認し
てください。 省略時値は INPUT です。
ISRLS031

データ・セットはすでにオープンされてい
る - データ ID ’aaaaaaaa’ によって指定
されたデータ・セットがすでにオープンさ
れています。

解説: LMOPEN サービスが、すでにオープンされてい
るデータ ID に対して呼び出されました。
プログラマー応答: LMCLOSE または LMFREE を間
にはさまずに LMOPEN が二回呼び出されていないかど
うかを確かめてください。 これのエラーがないなら
ば、そのデータ ID が、ユーザーのプログラムの入り口
でオープンされていないかどうかを調べてください (そ
れが別のプログラムで提供されている場合)。 たとえ
ば、編集マクロの DATAID ステートメントはすでにオ
ープンされているデータ ID を返しますが、それを編集
マクロによってクローズしてはいけません。
ISRLS032

OUTPUT は使えません - SHR として割
り振られたデータ・セットに対しては
OUTPUT オプションは使えません。

解説: LMOPEN サービスが出力用にデータ・セットを
オープンしようとしたが、そのデータ・セットは
ENQ(SHR) を指定した LMINIT によって割り振り済み
でした。
プログラマー応答: LMINIT ENQ オプションを
EXCLU または SHRW に変更してください。
ISRLS033

OUTPUT は使えません - 連結されたデー
タ・セットに対しては OUTPUT オプシ
ョンは使えません。

解説: LMOPEN サービスが出力用にデータ ID をオー
プンしようとしたが、そのデータ ID は複数のデータ・
セットに割り振られています。 LMOPEN サービスは、
連結ライブラリーを出力用にオープンできません。
プログラマー応答: プログラムのロジックを変更し
て、書き込みを必要とする特定のデータ・セットに別個
のデータ ID を作成し、そのデータ ID を使って書き込
んでください。 この処理には LMQUERY サービスが
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無効なデータ・セット状況 - データ・セ
ットは SHARED、OLD、
SHARED/WRITE、MOD、または NEW
としてのみ割り振ることができます。

解説: LMOPEN サービスを実行しようとしたが、デー
タ ID の割り振り状況が無効です。
プログラマー応答: データ ID を作成した LMINIT サ
ービスを調べ、ENQ 値が SHR、SHRW、EXCLU、
MOD となっているかどうかを確かめてください。 なっ
ている場合は、内部制御ブロックが変更されています。
プログラムを調べて、記憶域参照に誤りがないかどうか
を確かめてください。 誤りがなければ、弊社サービス
部門に連絡してください。
ISRLS035

INPUT は使えない - MOD として割り振
られた DATA SET に対しては OUTPUT
オプションしか使えません。

解説: LMOPEN サービスがデータ ID を入力としてオ
ープンしようとしたが、そのデータ ID は LMINIT サ
ービスの ENQ 値の指定で MOD として割り振り済み
です。
プログラマー応答: LMINIT サービスを変更し、デー
タ ID に ENQ 値として SHR、SHRW、または EXCLU
を指定してください。 MOD 値を使用できるのは、順次
データ・セットの最後に書く場合だけです。
ISRLS036

無効なパラメーター - 複数の「取り出し
元」メンバーには、「受け入れ先」メンバ
ー・パラメーターは無効です。

解説: LMPROM サービスの FR メンバー・オペラン
ドに複数のメンバー名が指定され、TO メンバー・オペ
ランドも指定されました。 複数の名前が指定される
と、TO メンバー・オペランドは無効になります。
プログラマー応答: LMPROM サービスを変更し、TO
メンバー・オペランドを除いてください。 複数のメン
バーがプロモートされている時は、メンバー名を変更す
ることはできません。
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ISRLS037

無効なパラメーター - 全部またはパター
ン指定の場合、「受け入れ先」メンバー・
パラメーターは無効です。

解説: LMPROM サービスの FR メンバー・オペラン
ドにパターンまたは複数のメンバー名が指定され、TO
メンバー・オペランドも指定されました。パターンまた
は複数の名前が指定されると、TO メンバー・オペラン
ドは無効になります。
プログラマー応答: LMPROM サービスを変更し、TO
メンバー・オペランドを除いてください。 複数のメン
バーがプロモートされている時は、メンバー名を変更す
ることはできません。
ISRLS038

無効なメンバー名 - 取り出し元メンバー
名 ’aaaaaaaa’ が無効です。

解説: LMPROM サービスで指定されたソース (すなわ
ち「取り出し元」) メンバー名 (aaaaaaaa) は構文的に
正しくありません。
プログラマー応答: メンバー名を訂正し、LMPROM サ
ービスを再発行してください。
ISRLS039
解説:

プロモート完了 - 要求のメンバーはすべ
て無事にプロモートされました。

これは通知メッセージです。

ISRLS040

STATS オプションが無効 - LMMFIND
の STATS パラメーターとして、YES か
NO を指定してください。

解説: STATS パラメーターは YES または NO でなけ
ればなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMMFIND サービスが統計を返す
ようにするには、STATS パラメーターを YES に指定
します。 これ以外の場合は、STATS パラメーターを
NO に指定します。
システムの処置:
します。
ISRLS041

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMMFIND サービスで使用するデ
ータ ID を、LMOPEN で呼び出すのを追加してくださ
い。
システムの処置:
します。
ISRLS042

LMMFIND が戻りコード 12 で終了

データ・セットが区分編成でない LMMFIND サービスで使うデータ・セッ
トは、区分データ・セットでなければなり
ません。

解説: LMMFIND サービスは区分データ・セットのメ
ンバーを検索するのに使用します。 データ ID が表し
ているデータ・セットが区分編成になっていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATAID パラメーターを、メンバ
ー名を検索すべき区分データ・セットを示すデータ ID
に変えてください。
システムの処置:
します。
ISRLS043

LMMFIND は戻りコード 12 で終了

メンバーが見付からない - 指定されたメ
ンバー aaaaaaaa はデータ・セットにあり
ません。

解説: 指定されたメンバーは、データ ID で指定され
た 1 つあるいは複数のデータ・セット内で見付かりま
せんでした。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 応答はダイアログの設計によって
異なります。 これが予期していた応答の場合もありま
す。
システムの処置:
します。

LMMFIND は、戻りコード 8 で終了

LMMFIND が戻りコード 12 で終了

データ・セットのオープン未了 LMMFIND サービスを使うには、
LMOPEN が正常に完了していなければな
りません。

解説: LMMFIND を呼び出す前に、LMOPEN が完了し
ていません。

ISRLS044

重大なエラー - 共通データ・セット
BLDL のルーチン ISPCDB から予想外の
戻りコード aaaaaaaa が返されました。

解説: BLDL の処理の際に予期しないエラーが発生し
ました。 戻りコードは次のいずれかです。
24
OPEN が成功。
28
OBTAIN が不成功。
32
それ以外の BLDL エラー。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMMFIND への入力パラメーター
をチェックしてください。 表示 (オプション 1) でデー
タにアクセスし、期待どおりにメンバーがデータ・セッ
トに存在していることを確認してください。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。
システムの処置:
了します。
ISRLS045
解説:

LMMFIND は、戻りコード 20 で終

重大エラー - 読み取りでクローズを試み
たときに I/O エラーが発生しました。

これは通知メッセージです。

システムの処置:
了します。
ISRLS046

LMMFIND は、戻りコード 20 で終

入力 DS のオープン未了 - LMMFIND サ
ービスでは入力用にオープンされたデー
タ・セットが必要です。

解説: LMMFIND サービスで使用するデータ ID は、
LMMFIND サービスで呼び出す前に入力用としてオープ
ンしておく必要があります。
ユーザー応答:
い。

ISRLS048

記憶域が足りません - ディレクトリーの
探索に必要な仮想記憶域が十分にありませ
ん。

解説: 仮想記憶域が十分にないため、ISPF はディレク
トリーを読み取れません。
ユーザー応答:
ISRLS049

解説:

仮想記憶域を増やしてください。

プロモートは完了 - メンバーまたはデー
タ・セットのプロモートが正常に完了しま
した。

これは通知メッセージです。

ISRLS054

指定が不完全 - プロジェクト名は指定し
なくてはなりません。

解説: LMACT または LMDEACT サービスで、
PROJECT パラメーターが指定されていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMACT または LMDEACT サービ
スで、PROJECT パラメーターを指定してください。
システムの処置: LMACT または LMDEACT は、戻り
コード 12 で終了します。

担当のプログラマーに連絡してくださ
ISRLS055

指定が不完全 - グループ名は指定しなく
てはなりません。

プログラマー応答: 指定されたデータ ID に対する
LMOPEN サービスのオプションを、INPUT に変更して
ください。

解説: LMACT または LMDEACT サービスで、
GROUP パラメーターが指定されていません。

システムの処置:
します。

ユーザー応答:
い。

ISRLS047

解説:

LMMFIND は戻りコード 12 で終了

メンバー探索で I/O エラー - ディレクト
リーの探索中に永続入出力エラーが起きま
した。

プログラマー応答: LMACT または LMDEACT サービ
スで、GROUP パラメーターを指定してください。
システムの処置: LMACT または LMDEACT は、戻り
コード 12 で終了します。

BLDL は戻りコード 8 で終了します。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMMFIND への入力パラメーター
をチェックしてください。 表示 (オプション 1) でデー
タにアクセスし、期待どおりにメンバーがデータ・セッ
トに存在していることを確認してください。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。
システムの処置:
します。
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LMMFIND は、戻りコード 8 で終了
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ISRLS056

無効なプロジェクト名 - プロジェクトは
8 文字までの英数字 (先頭は英字) でなけ
ればなりません。

解説: LMACT または LMDEACT サービスの
PROJECT パラメーターに無効文字があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMACT または LMDEACT サービ
スで有効な PROJECT パラメーターを指定してくださ
い。

PDF メッセージ
システムの処置: LMACT または LMDEACT は、戻り
コード 12 で終了します。
ISRLS057

無効なグループ名 - グループは 1 文字目
が英字で始まる 8 文字の英数字または
″*″ を使用してください。

タ ID 用のデータ・セットをオープンしてから、
LMGET を呼び出してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS062

解説: LMACT または LMDEACT サービスでグルー
プ・パラメーターに無効文字があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMACT または LMDEACT サービ
スで、有効なグループ名、または全グループを表す ″*″
(アスタリスク) を指定してください。
システムの処置: LMACT または LMDEACT は、戻り
コード 12 で終了します。
ISRLS060

解説:
す。
MOVE

無効なモードが指定された - モード・パ
ラメーターとして、MOVE、LOCATE、
または INVAR を指定してください。

LMGET サービスの有効なモードは次のとおりで
データを DATALOC パラメーターで指定され
たアドレスへ移動する。

LOCATE
データのアドレスを DATALOC パラメーター
に格納する。
INVAR データを DATALOC 変数で指定された ISPF
ダイアログ変数に格納する。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: MODE パラメーターとして、
MOVE、LOCATE、または INVAR を指定してくださ
い。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS061

LMGET サービスは、戻りコード 12

データ・セットのオープン未了 - LMGET
サービスで、データ・セットがオープンし
ていません。

解説: LMGET の DATAID パラメーターで示された 1
個あるいは複数のデータ・セットをオープンする必要が
あります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:

LMOPEN サービスを使用してデー

LMGET サービスは、戻りコード 12

メンバーは検索されない - 区分データ・
セットで、LMGET の前に LMMFIND が
正常に完了していなければなりません。

解説: LMGET がメンバーを正しく処理するためには、
LMGET サービスの前に LMMFIND サービスを呼び出
す必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMGET サービスの呼び出しに先立
って、LMMFIND サービスの呼び出しによって読み取ら
れるメンバーを探してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS063

LMGET サービスは、戻りコード 12

DATALOC 変数がヌルです - MOVE モ
ードの場合は、DATALOC 変数には値が
入っていなければなりません。

解説: LMGET MOVE モードの場合、DATALOC 変数
は LMGET が読み取るデータを格納した 2 進数の仮想
記憶域アドレスを含んでいなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATALOC パラメーターで指定さ
れた変数を、LMGET によって読まれるデータを格納す
るアドレスに設定してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS064

LMGET サービスは、戻りコード 12

無効な DATALOC 変数 - MOVE モード
では、DATALOC 変数は正の数値でなけ
ればなりません。

解説: LMGET MOVE モードでは、DATALOC 変数と
して指定する値は有効なアドレスでなければなりませ
ん。 すべての文字は数字で、かつ正の数である必要が
あります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATALOC 変数を有効なアドレス
に設定してください。
システムの処置:
で終了します。

LMGET サービスは、戻りコード 12
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ISRLS065

DATALOC 変数が範囲外 - MOVE モー
ドの場合、DATALOC 変数は (2**31)-1
以下の値である必要があります。

解説: LMGET サービスでは、DATALOC 変数は 1 以
上 2 147 483 647 未満でなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATALOC 変数を有効なアドレス
に設定してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS066

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: データ・セットをブラウズして破
壊されていないかどうかを調べてください。
システム・プログラマー応答:
の回復を行ってください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS067

必要であれば、データ

LMGET サービスは、戻りコード 12

レコード長が無効 - 最大レコード長は 0
より大きくなければなりません。

解説: LMGET で、MAXLEN パラメーターが負の数ま
たはゼロになっています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: MAXLEN パラメーターを有効なデ
ータ長に設定してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS068

ISRLS070

MOVE

LMGET サービスは、戻りコード 12

無効なモードが指定された - モード・パ
ラメーターとして、MOVE または
INVAR を指定してください。

LMPUT サービスの有効なモードは次のとおりで
データを DATALOC パラメーターで指定され
たアドレスから移動する。

INVAR データを DATALOC 変数で指定された ISPF
ダイアログ変数から格納する。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: MODE パラメーターとして MOVE
または INVAR を指定してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS071

LMPUT サービスは、戻りコード 12

データ・セットのオープン未了 - LMPUT
サービスで、データ・セットがオープンし
ていません。

解説: LMPUT の DATAID パラメーターで示されたデ
ータ・セットはオープンされている必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMOPEN サービスを使用してデー
タ ID 用のデータ・セットをオープンしてから、
LMPUT を呼び出してください。
システムの処置:
で終了します。

LMPUT サービスは、戻りコード 12

LMGET サービスは、戻りコード 12

入力 DS のオープン未了 - LMGET サー
ビスにデータ・セットを入力用としてオー
プンしておくことが必要。

解説: LMGET サービスが 1 個または複数のデータ・
セットを要求したが、それは DATAID パラメーターで
入力用としてオープンされることが必要です。
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システムの処置:
で終了します。

解説:
す。

解説: LMGET サービスの DATA ID パラメーターで
表される 1 個または複数のデータ・セットを読み取ろ
うとした時に重大エラーが起こりました。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMOPEN サービスでデータ ID を
指定する時に、INPUT オプションを指定してくださ
い。

LMGET サービスは、戻りコード 12

読み取り時の I/O エラー - データ・セッ
トの読み取り時に I/O エラーが起きまし
た。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。
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ISRLS072

出力 DS のオープン未了 - LMPUT サー
ビスに必要な DATA SET が出力用とし
てオープンされていません。

解説: LMPUT サービスが 1 個または複数のデータ・
セットを要求したが、それは DATAID パラメーターで
出力用としてオープンされることが必要です。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

PDF メッセージ
プログラマー応答: LMOPEN サービスでデータ ID を
指定する時に、OUTPUT オプションを指定してくださ
い。

システムの処置:
で終了します。

システムの処置:
で終了します。

ISRLS077

ISRLS074

LMPUT サービスは、戻りコード 12

無効な DATALOC 変数 - MOVE モード
では、DATALOC 変数は正の数値でなけ
ればなりません。

解説: LMPUT MOVE モードでは、DATALOC 変数と
して指定する値は有効なアドレスでなければなりませ
ん。 すべての文字は数字で、かつ正の数である必要が
あります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATALOC 変数を有効なアドレス
に設定してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS075

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATALOC 変数を有効なアドレス
に設定してください。

ISRLS076

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: DATALEN パラメーターを有効な
データ長に設定してください。
システムの処置:
で終了します。
ISRLS080

LMPUT サービスは、戻りコード 12

メンバー名が無効 - メンバー名
’aaaaaaaa’ が無効です。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: メンバー名パラメーターに有効な
メンバー名を入力してください。
システムの処置:
します。
ISRLS081

LMPUT サービスは、戻りコード 12

サービスは、戻りコード 12 で終了

無効な STATS パラメーター - STATS
パラメーターが無効です。 YES か NO
を指定してください。

解説: STATS パラメーターは YES、NO、またはブラ
ンクでなければなりません。

書き込み時の I/O エラー - データ・セッ
トの書き込み時に I/O エラーが起こりま
した。

解説: LMPUT サービスの DATAID パラメーターで表
されるデータ・セットに書き込もうとした時に重大エラ
ーが起こりました。
ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

解説: メンバー名パラメーターに無効な文字が含まれ
ています。

解説: LMPUT サービスでは、DATALOC 変数は 1 以
上 2 147 483 647 未満でなければなりません。

システムの処置:
で終了します。

無効なレコード長 - レコード長は 1 から
(2**15)-1 までの間の正の数でなければな
りません。

解説: LMPUT では、DATALEN パラメーターを負の
数、ゼロ、あるいは 32 767 を超える数にすることはで
きません。

LMPUT サービスは、戻りコード 12

DATALOC 変数が範囲外 - MOVE モー
ドの場合、DATALOC 変数は (2**31)-1
以下の値である必要があります。

ユーザー応答:
い。

LMPUT サービスは、戻りコード 12

担当のプログラマーに連絡してくださ

ユーザー応答:
い。

プログラマー応答:
定してください。
システムの処置:
します。
ISRLS082

プログラマー応答: データ・セットをブラウズして破
壊されていないかどうかを調べてください。
システム・プログラマー応答:
の回復を行ってください。

必要であれば、データ

担当のプログラマーに連絡してくださ
有効な STATS パラメーターを指
サービスは、戻りコード 12 で終了

メンバーがすでにある - 指定したメンバ
ー名は、すでにディレクトリーにありま
す。

解説: 要求された名前のメンバーがすでにライブラリ
ーに存在するために、LMMADD サービスまたは
LMMREN サービスが失敗しました。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMMADD サービスの場合には、
以下のいずれかを実行してください。
v 使用中でないメンバー名を選択する。あるいは、
v LMMREP サービスを使用して同じ名前をもつメンバ
ーを置き換える。
LMMREN サービスの場合には、以下のいずれかを実行
してください。
v 使用中でないメンバー名を選択する。あるいは、
v LMMDEL サービスを使用して、同じ名前をもつメン
バーを削除してから LMMREN サービスを呼び出
す。
システムの処置:
ます。
ISRLS083

サービスは、戻りコード 4 で終了し

メンバーが見付からない - 指定したメン
バー名 ’aaaaaaaa’ がディレクトリー内に
存在しません。

解説: LMMDEL または LMMREN サービスで要求さ
れたメンバーは存在していません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたメンバー名が正しいか
どうかを確認してください。 通常 LMMDEL では処置
は不要です。
システムの処置:
ます。
ISRLS084

サービスは、戻りコード 8 で終了し

メンバーの追加 - データ・セットにメン
バーが追加されました。これは既存のもの
ではありません。

区分データ・セットでない - LMMADD、
LMMREP、LMMDEL または LMMREN
では、データ・セットは区分されていなけ
ればなりません。

解説: LMMADD、LMMREP、LMMDEL、および
LMMREN サービスは、すべて区分データ・セットのメ
ンバーを操作するものです。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたデータ ID 用のデー
タ・セットを区分データ・セットとするか、または適切
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サービスは、戻りコード 8 で終了し

データ・セットのオープン未了 LMMADD、LMMREP、LMMDEL、
LMMREN ではデータ・セットがオープン
していなければなりません。

解説: 要求されたデータ ID で示されたデータ・セッ
トがオープンされていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMOPEN サービスを使用してデー
タ・セットをオープンしてから、LMMADD、
LMMREP、LMMDEL、または LMMREN を呼び出して
ください。
システムの処置:
します。
ISRLS087

サービスは、戻りコード 12 で終了

データ・セットが出力用でない LMMADD、LMMREP、LMMDEL、
LMMREN では、データ・セットが出力用
にオープンされていなければなりません。

解説: 要求されたデータ ID で示されたデータ・セッ
トを出力用としてオープンする必要があります。
ユーザー応答:
い。

解説: これは通知メッセージです。 LMMREP サービ
スは置換するメンバーを見付けることができません。デ
ータ・セットにメンバーが追加されました。
ISRLS085

なサービスを使用して順次データ・セットを操作してく
ださい。 たとえば、データ・セット全体の名前を変更
するには、LMRENAME サービスを使用します。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたデータ ID に対して、
LMOPEN サービスの OUTPUT オプションを指定して
ください。
システムの処置:
します。
ISRLS088

サービスは、戻りコード 12 で終了

レコードが書き込まれていない LMMADD と LMMREP では、LMPUT
サービスが前もって正常に実行されていな
ければなりません。

解説: LMMADD と LMMREP サービスは、区分デー
タ・セットのメンバーの追加や置換を実行します。
LMPUT サービスは、LMMADD および LMMREP が使
用するレコードを書き込みます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:

LMPUT サービスを使用して、メン
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バーにレコードを書き込んでから、LMMADD または
LMMREP サービスを呼び出し、そのメンバーを作成ま
たは置換してください。
システムの処置:
します。
ISRLS090

サービスは、戻りコード 14 で終了

ディレクトリーにスペースがない - デー
タ・セットのディレクトリーにスペースが
残っていません。

解説: LMMADD、LMMREN、または LMMREP サー
ビスで、メンバーを追加するためのスペースがディレク
トリーに残っていません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: より大きいディレクトリー・ブロ
ックを指定して、データ・セットを再割り振りしてくだ
さい。
システムの処置:
します。
ISRLS091
解説:

システムの処置:
します。
ISRLS094

ユーザー応答: データ・セットが損傷を受けていない
かどうかを調べてください。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。
サービスは、戻りコード 20 で終了

DCB がオープン未了 - 指定されたデータ
制御ブロックがオープン未了、または入力
用としてオープン。

サービスは、戻りコード 20 で終了

無効な新規メンバー名 - 新規メンバー名
’aaaaaaaa’ が無効です。

解説: LMMREN サービスの新規メンバー名パラメータ
ーに無効文字があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 有効な新規メンバー名パラメータ
ーを入力してください。
システムの処置: LMMREN サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS095

STOW は、戻りコード 16 で終了します。

ISRLS092

システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。

サービスは、戻りコード 20 で終了

永続 I/O エラー - 永続入出力エラーが起
きました。

システムの処置:
します。

かどうかを調べてください。

変数が見付からない - メンバー統計
’aaaaaaaa’ のための変数が見付かりませ
ん。

解説: 要求された変数が、ISPF 変数プールに見付かり
ません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変数名が正しく入力されているか
どうかを確かめてください。
システムの処置:
します。
ISRLS100

サービスは、戻りコード 12 で終了

データ・セットのオープン未了 - データ
ID ’aaaaaaaa’ で示されたデータ・セット
がオープンされていません。

ユーザー応答: データ・セットが損傷を受けていない
かどうかを調べてください。

解説: LMCLOSE サービスでは、要求されたデータ ID
で示されている 1 つあるいは複数のデータ・セットを
LMOPEN サービスでオープンしておく必要がありま
す。

システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。

ユーザー応答:
い。

システムの処置:
します。

プログラマー応答: ダイアログで LMOPEN が要求さ
れていない場合は、ダイアログから LMCLOSE サービ
スを除いてください。

解説:

STOW は、戻りコード 20 で終了します。

ISRLS093
解説:

サービスは、戻りコード 20 で終了

記憶域が足りません - STOW 機能の実行
に十分な仮想記憶域がありません。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システムの処置: LMCLOSE サービスは、戻りコード
8 で終了します。

STOW は、戻りコード 24 で終了します。

ユーザー応答:

データ・セットが損傷を受けていない
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ISRLS102

回復不能 I/O エラー - データ・セットを
クローズしようとして回復不能な読み取り
エラーが起こりました。

ISRLS111

I/O エラー - データ ID ’aaaaaaaa’ によ
って表されるデータ・セットを解放すると
きに I/O エラーが発生しました。

解説: LMCLOSE が読み取りバッファーをクローズし
ようとして、失敗しました。

解説: データ・セット、または内部記憶装置を解放し
ようとしたときにエラーが起こりました。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答: データ・セットが損傷を受けていない
かどうかを調べてください。 そのうえでこの機能を再
試行してください。 それでも問題が起こるようであれ
ば、システム・プログラマーに連絡してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたデータ ID が示すデー
タ・セットが損傷されていないことを確かめてくださ
い。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。
システムの処置: LMCLOSE サービスは、戻りコード
20 で終了します。

システム・プログラマー応答: 必要ならば、データ・
セットをバックアップしてください。
システムの処置:
します。
ISRLS112

ISRLS104

回復不能エラー - メンバー・リストを解
放しようとして回復不能エラーが起こりま
した。

解説: メンバー・リストを解放しようとした時に、
LMCLOSE で重大エラーが起きました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

サービスは、戻りコード 20 で終了

重大エラー - ディレクトリー・ブロック
のサイズが最大値の 256 を超えていま
す。

解説: PDF 共用メンバー・リスト・ルーチンが、PDF
でサポートしている最大値の 256 バイトより大きなデ
ィレクトリー・ブロックを持つデータ・セットを見付け
ました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

プログラマー応答: 要求されたデータ ID が示すデー
タ・セットが損傷されていないことを確かめてくださ
い。

システム・プログラマー応答: 必要に応じてデータの
再割り振りまたは回復を実行してください。

システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。

ISRLS113

システムの処置: LMCLOSE サービスは、戻りコード
20 で終了します。
ISRLS110

I/O エラー - データ ID ’aaaaaaaa’ によ
って表されるデータ・セットをクローズす
るときに I/O エラーが発生しました。

解説: データ・セットのクローズ中にエラーが起こり
ました。
ユーザー応答: データ・セットが損傷を受けていない
かどうかを調べてください。
システム・プログラマー応答: 必要ならば、データ・
セットをバックアップしてください。
システムの処置:
します。

サービスは、戻りコード 20 で終了

メンバー・リスト 保管不能 - SAVE オ
プションは DATA ID に対するメンバ
ー・リストがない場合のみ有効です。

解説: LMMLIST サービスはすでに LIST オプション
で呼び出されています。 SAVE オプションは、データ
ID に対する活動メンバー・リストがある場合は使用で
きません。
ユーザー応答:
い。

プログラマー応答: メンバー・リストをデータ・セッ
トに書き込んで、そのメンバー・リストでメンバーを処
理する必要がある場合は、SAVE オプションを指定し
て、次のいずれかの時点で LMMLIST サービスを呼び
出してください。
v メンバーを処理するために LIST オプションを指定し
て LMMLIST を呼び出す前。あるいは、
v メンバー・リストの処理、および FREE オプション
を指定して LMMLIST の呼び出しをした後。
システムの処置:
します。
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ISRLS120

無効なオプション - LIST、FREE、また
は SAVE のいずれかを指定してくださ
い。

解説: LMMLIST サービスの OPTION パラメーター
は、LIST、FREE、SAVE、またはブランクのいずれかで
す。 ブランクは省略時解釈で LIST になります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: OPTION パラメーターに有効な値
を入力してください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
12 で終了します。

ISRLS123

解説: LMMLIST サービスは区分データ・セットのメ
ンバー・リストのみを受け取ります。
ユーザー応答:
い。

無効な STATS パラメーター - YES ま
たは NO のいずれかを指定してくださ
い。

解説: LMMLIST サービスの STATS パラメーター
は、YES、NO、またはブランクのいずれかです。 ブラ
ンクは省略時解釈で NO になります。
ユーザー応答:
い。

システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
12 で終了します。

システムの処置:
します。
ISRLS122

サービスは、戻りコード 12 で終了

データ・セットのオープン未了 LMMLIST サービスを使うには、
LMOPEN が正常に完了していなければな
りません。

解説: 要求されたデータ ID に対する LMOPEN サー
ビスが呼び出されてから LMMLIST サービスを呼び出
してください。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMOPEN サービスを使用して、
LMMLIST サービスを呼び出す前に、要求されたデータ
ID をオープンしてください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
12 で終了します。

空のメンバー・リスト - このデータ・セ
ットにはメンバー・リストがありません。

解説: これは通知メッセージです。 LMMLIST サービ
スは、戻りコード 4 で終了します。
ISRLS125

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: STATS パラメーターに有効な値を
入力してください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 正しい区分データ・セットに対し
て LMMLIST サービスを使用してください。

ISRLS124
ISRLS121

区分 DATA SET でない - LMMLIST サ
ービスで使うデータ・セットは区分デー
タ・セットでなければなりません。

メンバー・リストの終わり - このデー
タ・セットにはもうメンバー・リストがあ
りません。

解説: これは通知メッセージです。 LMMLIST サービ
スは、戻りコード 8 で終了します。
ISRLS126

メンバー・リストがない - このデータ・
セットのメンバー・リストはありません。

解説: LMMLIST サービスが、存在しないメンバー・
リストを解放しようとしました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 解放しようとしているメンバー・
リストが、それ以前に作成されているものであるかどう
かを調べてください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
8 で終了します。
ISRLS127

重大なエラー - メンバー・リストの作成
時にオープン・エラーが起こりました。

解説: オープンを処理するときに異常終了が発生しま
した。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたデータ ID が表すデー
タ・セットが損傷されていないことを確かめてくださ
い。
システム・プログラマー応答:

必要であれば、デー
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タ・セットの回復を行ってください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
20 で終了します。
ISRLS128

重大なエラー - メンバー・リストの作成
時に I/O エラーが起こりました。

解説: ディレクトリー・ブロックの読み取りの際にエ
ラーが発生しました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたデータ ID が表すデー
タ・セットが損傷されていないことを確かめてくださ
い。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
20 で終了します。
ISRLS129

重大なエラー - メンバー・リストの作成
時に BLDL エラーが起こりました。

解説: メンバー・リストを処理する際に BLDL が失敗
しました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 要求されたデータ ID が表すデー
タ・セットが損傷されていないことを確かめてくださ
い。
システム・プログラマー応答: 必要であれば、デー
タ・セットの回復を行ってください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
20 で終了します。
ISRLS130

メンバー・リストの解放エラー - メンバ
ー・リストの解放時にエラーが起こりまし
た。

解説: メンバー・リスト用の記憶域を解放しようとし
た時にエラーが起こりました。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
20 で終了します。
ISRLS131

無効なメンバー名 - メンバー名
″aaaaaaaa″ が無効か、またはブランクに
初期設定されていません。

解説: LMMLIST サービスのメンバー・パラメーター
に無効文字があります。
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: メンバー名変数が、ブランクか、
または有効なメンバー名であることを確認してくださ
い。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS132

メンバー名が長過ぎます - メンバー名は
1 〜 8 文字でなければなりません。

解説: メンバー名変数は 8 文字の長さを持つ値である
必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: プログラム・インターフェースを
使用している場合は、メンバー名変数が 8 文字長であ
ることを宣言してください。 コマンド・インターフェ
ースを使用している場合は、メンバー名変数を 8 文字
にしてください。 必要ならば、メンバー名に埋め込み
ブランクを使用してください。
システムの処置: LMMLIST サービスは、戻りコード
8 で終了します。
ISRLS133

統計の値が無効 - バージョン番号は 1 〜
99 の正の整数でなければなりません。

解説: LMMSTATS バージョン番号パラメーターに無効
な値が含まれています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: バージョン番号として 1 から 99
までの正の整数をセットしてください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS134

無効な統計値 - 修正レベルは 0 から 99
までの正の値でなければなりません。

解説: LMMSTATS の修正レベル・パラメーターに無効
な値があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 修正レベルを 0 から 99 までの正
の値に設定してください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。

PDF メッセージ
ISRLS135

無効な統計値 - 現在のレコード数は 0 か
ら 65535 までの正の値でなければなりま
せん。

解説: LMMSTATS の現在のレコード数パラメーターに
無効な値があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 現在のレコード数を 0 以上 65 535
以下の正の整数に設定してください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS136

無効な統計値 - 初期レコード数は 0 から
65535 までの正の値でなければなりませ
ん。

解説: LMMSTATS の最初のレコード数パラメーターに
無効な値があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS139

無効な統計値 - 最後の変更時刻
’aaaaaaaa’ が有効範囲外にあります。

解説: 最後の変更時刻が存在しません。 「時」には
00 から 23 までの値、「分」には 00 から 59 までの
値を指定してください。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
い。

有効な作成日時を入力してくださ

システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS140

ZLCDATE/ZLMDATE 無指定 - メンバー
統計として作成日と最終変更日を指定しな
ければなりません。

プログラマー応答: 初期レコード数を 0 以上 65 535
以下の正の整数に設定してください。

解説: LMMSTATS サービスでは、ZLCDATE 変数と
ZLMDATE 変数が有効な日付に設定されていなければな
りません。 これらの変数は、ISPF 変数プール内のもの
でなければなりません。

システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

統計の値が無効 - 変更レコードの数は 0
〜 65535 の整数でなければなりません。

プログラマー応答: ZLCDATE 変数と ZLMDATE 変数
が ISPF 変数プール内にあり、有効な日付になっている
ことを確かめてください。

解説: LMMSTATS の変更レコード数パラメーターに無
効な値があります。

システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。

ユーザー応答:
い。

ISRLS141

ISRLS137

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 変更されたレコード数を 0 以上
65 535 以下の正の整数に設定してください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS138

無効な統計値 - 作成日付または最後の変
更日付 ’aaaaaaaa’ が有効範囲外にありま
す。

解説: 作成日時がありません。 月の値として 12 より
大きい値を指定したか、日の値として、指定された月に
ある日数より大きい値を指定しています。
ユーザー応答:
い。

無効な統計値 - バージョン番号
(aaaaaaaa) は 1 〜 99 の正の数でなけれ
ばなりません。

解説: バージョン番号の値が長過ぎるか、数字以外の
文字が含まれています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLVERS 変数が ISPF 変数プール
内にあり、有効なバージョン番号になっていることを確
かめてください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
い。

有効な作成日時を入力してくださ
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解説: 修正レベルの値が長過ぎるか、数字以外の文字
が含まれています。

す。 日付は、2 文字年形式 (たとえば ZLMDATE また
は ZLMDATE によって渡される YY/MM/DD) を使用す
るときには 8 文字、4 文字年形式 (たとえば
ZLC4DATE または ZLM4DATE によって渡される
YYYY/MM/DD) を使用するときには 10 文字となりま
す。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

ISRLS142

無効な統計値 - 修正レベル (aaaaaaaa) は
0 から 99 までの正の値でなければなり
ません。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLMOD 変数が ISPF 変数プール
内にあり、有効なバージョン番号になっていることを確
かめてください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS143

無効な日付 aaaaaaaa - 作成日付と最後の
変更日付は YY/MM/DD または
YYYY/MM/DD の形式でなければなりませ
ん。 YY/MM/DD 形式の場合は
″CREATED″ AND ″MODDATE″ パラメ
ーターを使用し、YYYY/MM/DD 形式の場
合は ″CREATED4″ パラメーターと
″MODDATE4″ パラメーターを使用してく
ださい。

解説: LMMSTATS サービスに渡される作成日付と変更
日の長さまたはデータに間違いがあります。日付は、2
文字年形式 (たとえば YY/MM/DD) を使用するときに
は 8 文字、4 文字年形式 (たとえば YYYY/MM/DD) を
使用するときには 10 文字となります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: CREATED、CREATED4、
MODDATE および MODDATE4 パラメーターによって
LMMSTATS に渡される日付について、長さに間違いが
なく、日付が有効であることを確認してください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS144

無効な日付 aaaaaaaa - 作成日付と最後の
変更日付は YY/MM/DD または
YYYY/MM/DD の形式でなければなりませ
ん。 YY/MM/DD 形式の場合は
″ZLCDATE″ と ″ZLMDATE″ のダイアロ
グ変数、YYYY/MM/DD 形式の場合は
″ZLC4DATE″ と ″ZLM4DATE″ のダイア
ログ変数をそれぞれ使用します。

解説: ZLCDATE、ZLC4DATE、ZLMDATE または
ZLM4DATE によって ISPF サービスに渡される作成日
付または変更日付の長さまたはデータに間違いがありま
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担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLCDATE、ZLC4DATE、
ZLMDATE および ZLM4DATE 変数によって ISPF に
渡される日付について、長さが正しく、日付が有効であ
ることを確認してください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS145

無効な統計値 - 最後の変更時刻
(aaaaaaaa) は HH:MM または
HH:MM:SS の形式でなければなりませ
ん。

解説: ZLMTIME 値が 5 または 8 文字でないか、5
文字形式の 3 番目、または 8 文字形式の 6 番目の文
字がコロン (:) になっていないか、両方がそうではあり
ません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLMTIME 変数が ISPF 変数プー
ル内にあり、有効な時刻になっていることを確かめてく
ださい。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS146

無効な統計値 - 現在のレコード数
(aaaaaaaa) は 0 から 65535 までの正の
値でなければなりません。

解説: ZLCNORC 変数の値が長過ぎるか、数字以外の
文字が含まれています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLCNORC 変数が ISPF 変数プー
ルにあり、0 から 65 535 までの有効な数字になってい
ることを確かめてください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
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ISRLS147

無効な統計値 - 初期レコード数
(aaaaaaaa) は 0 から 65535 までの正の
値でなければなりません。

解説: ZLINORC 変数の値が長過ぎるか、数字以外の文
字が含まれています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLINORC 変数が ISPF 変数プール
にあり、0 から 65 535 までの有効な数字になっている
ことを確かめてください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS148

無効な統計値 - 変更レコードの数
(aaaaaaaa) は 0 〜 65535 の正の数でな
ければなりません。

解説: ZLMNORC 変数の値が長過ぎるか、数字以外の
文字が含まれています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLMNORC 変数が ISPF 変数プー
ルにあり、0 から 65 535 までの有効な数字になってい
ることを確かめてください。
システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS149
解説:
す。

無効な統計値 - ユーザー ID ’aaaaaaaa’
は 1 〜 7 文字でなければなりません。

ZLUSER 変数の値が 8 文字以上になっていま

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ISPF ライブラリーまたはデータ・
セットをプロモート元として指定してください。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS151

指定が不完全 - 取り出し元 ISPF ライブ
ラリーに対して、プロジェクト、グルー
プ、タイプ、メンバーの指定が必要です。

解説: LMPROM サービスでは、データ・セットが指定
されていない場合、ISPF ライブラリー名の 3 つの修飾
子をすべて指定しなければなりません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMPROM サービスで、取り出し元
プロジェクト、取り出し元グループ、および取り出し元
タイプのパラメーターを使って、取り出し元 ISPF ライ
ブラリーを指定してください。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS152

無効なプロモート処置 - プロモート処置
として MOVE または FREE を指定して
ください。

解説: LMPROM サービスでは、プロモート処置を指定
する場合、MOVE、FREE、またはブランクのいずれか
になります。 ブランクにすると、省略時解釈として
MOVE が指定されます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
してください。

いずれかのプロモート処置を指定

プログラマー応答: ZLUSER 変数が ISPF 変数プール
内にあり、有効なユーザー ID になっていることを確か
めてください。

システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。

システムの処置: LMMSTATS サービスは、戻りコード
12 で終了します。

ISRLS153

ISRLS150

データ・セットが指定されていない LMPROM では ISPF ライブラリーまた
はデータ・セットを指定してください。

解説: LMPROM サービスでは、ISPF ライブラリー
(プロジェクト、グループ、タイプからなる) またはデー
タ・セットとして、取り出し元データを指定しなければ
なりません。

PACK PARAMETER 無効 - パック・パ
ラメーターとして YES か NO を指定し
てください。

解説: LMPROM サービスでは、パック・パラメーター
を指定する場合、YES、NO、またはブランクのいずれか
になります。 ブランクにすると、省略時解釈としてパ
ックは LMF ライブラリー制御に指定されます。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ
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プログラマー応答: いずれかのパック・オプションを
指定してください。

必要に応じて受け入れ先のプロジェクトとタイプも指定
してください。

システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。

システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。

ISRLS154

メンバー名が必要です - 区分データ・セ
ットには DS 名とメンバー名を指定して
ください。

解説: 取り出し元データ・セットが区分編成である場
合、取り出し元メンバー名も指定する必要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 区分データ・セット用の取り出し
元メンバー・パラメーターを指定してください。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS155

受け入れ先データ・セットが無効 - 取り
出し元データ・セットが制御されます。受
け入れ先データ・セットを指定しないでく
ださい。

解説: 取り出し元ライブラリーが LMF によって制御
されている場合、LMF は制御ファイルを使用して受け
入れ先ライブラリーを判別します。 受け入れ先ライブ
ラリーを指定しないでください。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 取り出し元ライブラリーが被制御
であるなら、受け入れ先ライブラリーを指定しないでく
ださい。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS156

受け入れ先グループ名がない - 取り出し
元データ・セットが制御されます。 受け
入れ先グループ名を指定してください。

解説: 取り出し元データ・セットが LMF によって制
御されていない場合、受け入れ先のプロジェクトとタイ
プは取り出し元のプロジェクトとタイプに省略時設定さ
れます。 ただし、受け入れ先グループは指定しなけれ
ばなりません。LMF はグループ情報を判別できませ
ん。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
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ISRLS157

受け入れ先メンバー名がない - 取り出し
元データ・セットは順次です。 受け入れ
先メンバー名を指定してください。

解説: LMPROM サービスは、取り出し元データ・セッ
トが順次の場合は受け入れ先メンバー名を指定する必要
があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMPROM サービス用の受け入れ先
メンバー名を指定してください。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS158

受け入れ先データ・セットが無効 - 取り
出し元データ・セットは DSNAME で
す。 受け入れ先 ISPF ライブラリーを指
定してください。

解説: LMPROM サービスは、取り出し元データがデー
タ・セットとして指定されている場合には、受け入れ先
データをプロジェクト、グループ、タイプで指定する必
要があります。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 取り出し元データを ISPF ライブ
ラリーとして指定するか、受け入れ先データ・セットの
プロジェクト、グループ、タイプを指定してください。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
ISRLS159

受け入れ先データ・セットが無効 - 取り
出し元データ・セットは制御ライブラリー
です。

解説: 受け入れ先ライブラリーは、LMF による制御を
必要とします。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: データのプロモート先となる正し
い LMF 制御ライブラリーを指定してください。
システムの処置: LMPROM サービスは、戻りコード
12 で終了します。
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ISRLS160
解説:

DS クローズ・エラー - 制御ファイルの
クローズ・エラー。

制御ファイルのクローズに失敗しました。

ユーザー応答: 問題が何度も起こるようであれば、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 制御ファイルが破壊さ
れておらず、システムからアクセス可能であることを確
認してください。
ISRLS161
解説:
ん。

記憶域解放エラー - 制御ファイル用 TFD
の解放に失敗しました。

使用してライブラリーを活動化してください。
ISRLS165

解説: 被制御でないデータ・セットからのプロモート
は、被制御ライブラリーの基本レベル・グループに入れ
る必要があります。
ユーザー応答: 基本レベル・グループにプロモートす
るように、プロモートを更新してください。
ISRLS166

制御ファイル用 TFD の記憶域を解放できませ

ユーザー応答: 問題が何度も起こるようであれば、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 問題が解決しない場合
は、弊社サポート部門に連絡してください。
ISRLS162

DS クローズ・エラー - 取り出し元デー
タ・セットのクローズ・エラー。

システム・プログラマー応答: 取り出し元データ・セ
ットが損傷しておらず、システムからアクセスできるこ
とを確認してください。
ISRLS163

データ・セット解放エラー - 取り出し元
データ・セットの解放に失敗しました。

解説: 取り出し元データ・セットの割り振りが正常に
終了できませんでした。
ユーザー応答: 問題が何度も起こるようであれば、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 取り出し元データ・セ
ットが損傷しておらず、システムからアクセスできるこ
とを確認してください。
ISRLS164

DATA SET が非活動状態 - 被制御ライ
ブラリー aaaaaaaa が活動状態になってい
ません。

解説: LMF によって制御されているライブラリーが活
動状態になっていません。

無効なプロモート処置 - 取り出し元デー
タ・セットが制御されています。 プロモ
ート処置は MOVE でなければなりませ
ん。

解説: 被制御データ・セットからのプロモートをする
場合は、プロモート処置は MOVE でなければなりませ
ん。
ユーザー応答: プロモートを更新して、MOVE を指定
してください。
ISRLS167

解説: 取り出し元データ・セットのクローズに失敗し
ました。
ユーザー応答: 問題が何度も起こるようであれば、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。

DS が基本レベルでない - 受け入れ先ラ
イブラリーが基本レベルでありません。

ターゲット・グループがない - 取り出し
元被制御ライブラリーは最上位グループで
す。

解説: 取り出し元グループとしてして指定されたグル
ープは、ライブラリー階層の最上位グループです。 階
層内にはこれより上のグループはないため、プロモート
できません。
ユーザー応答: プロモートに適したグループが指定さ
れているかどうかを確認してください。
ISRLS168

DS がカタログにない - aaaaaaaa がカタ
ログにありません。

解説: プロモート受け入れ先データ・セットがカタロ
グにありません。
ユーザー応答: プロモート受け入れ先データ・セット
が存在しており、カタログに入っていることを確認して
ください。
ISRLS169

被制御ライブラリーでない - 受け入れ先
ライブラリーは被制御でなければなりませ
ん。

解説: プロモートされるライブラリーが制御されてい
ません。
ユーザー応答: 管理担当者に連絡して、ライブラリー
を追加してもらってください。

ユーザー応答: ライブラリー管理担当者に連絡してく
ださい。 ライブラリー管理担当者はオプション 8.4 を
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ISRLS170

別名はサポートされない - LMERASE サ
ービスは別名データ・セットの消去をサポ
ートしていません。

解説: 指定した名前が別名です。 LMERASE は別名を
サポートしていません。
ユーザー応答: 別名の代わりにデータ・セット名を使
用してください。
システムの処置:
せん。
ISRLS171

別名とデータ・セットは削除されま

データ・セットの満了日がきていない データ・セットを削除するには
PURGE(YES) キーワードを使用してくだ
さい。

解説: データ・セットに満了日が設定されており、ま
だその日がきていません。 このデータ・セットを削除
するには、PURGE(YES) キーワードを指定する必要があ
ります。
ユーザー応答: PURGE(YES) キーワードを指定して、
データ・セットを削除してください。
システムの処置:
ISRLS172

データ・セットは削除されません。

OBTAIN マクロのエラー - 形式 1 デー
タ・セット制御ブロックの獲得が失敗しま
した。

解説: LMERASE が形式 1 のデータ・セット制御ブロ
ックにアクセスできませんでした。
ユーザー応答: データ・セットが有効であり使用でき
ることを確認してください。
システム・プログラマー応答: データ・セットを収め
ている装置がオンラインでありアクセス可能であること
を確認してください。 そのデータ・セットを含むカタ
ログもまた使用可能であることを確認してください。
システムの処置:
ISRLS173

データ・セットは削除されません。

無効な PURGE 値 - PURGE キーワード
の値は YES か NO です。

解説: PURGE に指定された値が YES または NO で
はありません。
ユーザー応答: PURGE 値として YES または NO を
指定するか、または省略時値を使用してください。
システムの処置:
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ISRLS174

無効なパラメーター - LMERASE サービ
スでは、PROJECT/GROUP/TYPE また
は DATASET を指定してください。

解説: LMERASE サービスを呼び出してデータ・セッ
トを削除する場合、PROJECT、GROUP、および TYPE
パラメーターを使って 3 レベル修飾データ・セットを
指定するか、あるいは DATASET パラメーターを使用
して MVS 区分データ・セットまたは順次データ・セッ
トを指定します。 このどちらも指定されていません。
ユーザー応答: LMERASE 呼び出しで、
PROJECT/GROUP/TYPE または DATASET のいずれか
を指定してください。
システムの処置:
ISRLS175

データ・セットは削除されません。

無効なパラメーター - LMERASE サービ
スでは、PROJECT を指定したら、
GROUP と TYPE も指定しなければなり
ません。

解説: PROJECT パラメーターを指定して LMERASE
サービスが呼び出されたが、GROUP または TYPE パ
ラメーターのいずれかが指定されていません。
ユーザー応答: PROJECT、GROUP および TYPE を指
定するか、または DATASET パラメーターでデータ・
セット名を指定してください。
システムの処置:
ISRLS176

データ・セットは削除されません。

無効な統計値 - 最後の変更した秒
(ZLMSEC) は 0 と 59 の間の値でなけれ
ばなりません。

解説: ZLMSEC の値は、数以外の値であるか、範囲内
にありません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: ZLMSEC 変数が ISPF 変数プール
にあって、有効な時刻になっていることを確かめてくだ
さい。
システムの処置:
ISRLS190

秒の値は、受け入れられません。

新しい名前が指定されていない LMRENAME のために NEWPROJ、
NEWGROUP、または NEWTYPE のいず
れかを指定してください。

解説: LMRENAME コマンド用の新しい名前が指定さ
れていません。 NEWPROJ、NEWGROUP、または
NEWTYPE パラメーターのいずれかを指定してくださ
い。
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ユーザー応答: 少なくとも 1 個の値を使用して新規デ
ータ・セット名を作成してください。
システムの処置:
せん。
ISRLS191

データ・セットの名前は変更されま

新しい名前が無効 - ’bbbbbbbb’ に指定し
た名前 ’aaaaaaaa’ が無効です。

解説: 値 aaaaaaaa を bbbbbbbb パラメーターに指定
したが、それは無効なデータ・セット名です。
ユーザー応答: bbbbbbbb パラメーターに対する値を、
有効なデータ・セット名を作成する値を指定するように
変更してください。
システムの処置:
ん。
ISRLS192

データ・セットは名前変更されませ

新旧 2 つの名前が同じ - LMRENAME
に対して指定した新しい ISPF ライブラ
リー名が前の名前と同じです。

v 割り振り不可ビットがオンになっている。
ユーザー応答: LMRENAME サービスに対して指定さ
れた両方のデータ・セットへカタログを介してアクセス
できることを確認してください。 カタログの問題があ
るなら、システム・プログラマーに知らせてください。
システム・プログラマー応答: LMRENAME サービス
に対して指定したデータ・セットのカタログが存在して
いて、オープンしており、割り振り不可ビットに値がセ
ットされていないことを確認してください。
システムの処置:
ん。
ISRLS195

データ・セットは名前変更されませ

許可エラー - この操作の実行は許可され
ていません。

解説: ユーザーは、カタログの新規データ・セット名
の更新を許可されていません。
ユーザー応答: カタログ内のデータ・セットを更新す
る権限を与えられているかどうかを調べてください。

解説: LMRENAME に対して指定した値で作成される
新規データ・セット名は、前のデータ・セット名と同じ
になります。

プログラマー応答: カタログ内のデータ・セットを更
新する権限がユーザーに与えられているかどうかを確認
してください。

ユーザー応答: データ・セットを名前変更する場合
は、元のデータ・セット名と異なる名前を生成する値を
指定してください。

システムの処置:
ん。

システムの処置:
ん。

ISRLS196

ISRLS193

データ・セットは名前変更されませ

別名はサポートされない - LMRENAME
は別名データ・セットをサポートしていま
せん。

名前はカタログ済み - 名前の全体または
一部がすでにカタログ化されています。

解説: データ・セットの新しい名前がすでにカタログ
に存在します。
ユーザー応答: LMRENAME サービスへのパラメータ
ーを変更して、固有な新規名を指定してください。

解説: LMRENAME を使用して名前変更をするときに
指定するデータ・セット名は、別名であってはいけませ
ん。

システムの処置:
ん。

ユーザー応答:
ください。

ISRLS197

システムの処置:
ん。
ISRLS194

非別名のデータ・セット名を指定して
データ・セットは名前変更されませ

カタログが使用できない - カタログが存
在しない、オープンされていない、または
割り振り不可ビットがオンになっていま
す。

解説: LMRENAME はカタログにアクセスできませ
ん。 以下のいずれかの状態が発生しています。
v カタログが存在しない。
v カタログがオープンしていない。

データ・セットは名前変更されませ

データ・セットは名前変更されませ

索引がない - データ・セットをカタログ
化するのに必要な索引構造が存在しませ
ん。

解説: 新しいデータ・セット名をカタログするのに必
要な索引構造が存在しません。
ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡して、
新規データ・セット名のカタログが正しく設定されてい
るかどうかをチェックしてください。
システム・プログラマー応答: 新しいデータ・セット
名を含むカタログに対して、索引構造がセットアップさ
れていることを確認してください。
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システムの処置:
ん。
ISRLS198

データ・セットは名前変更されませ

カタログ内にスペースがない - カタロ
グ・データ・セットのスペースが不足して
います。

システム・プログラマー応答: データ・セットのカタ
ログ情報が正しいかどうか、データ・セットを持つボリ
ュームの VTOC が正しいかどうかを調べてください。
ISRLS202

解説: カタログ内に十分なスペースがなく、新しいデ
ータ・セット名をカタログに追加できません。
ユーザー応答: カタログのスペースが不足しているこ
とをシステム・プログラマーに知らせてください。
システム・プログラマー応答: 新しいデータ・セット
名を追加するスペースをカタログに確保してください。
システムの処置:
ん。

データ・セットは名前変更されませ

解説: データ・セットはパスワードで保護されてお
り、パスワードなしでは名前を変更できません。
ユーザー応答: オプション 3.2 か、旧データ・セット
のパスワード指定をサポートする別のユーティリティー
を使用して、データ・セットの名前を変更してくださ
い。
ISRLS203

ISRLS199

カタログ解除エラー - データ・セット
aaa(44) のカタログ解除に失敗しました。

解説: 旧データ・セット名 aaa(44) がカタログ内に見
付からないため、カタログ解除できません。
ユーザー応答: 旧データ・セット名の指定が正しかど
うかを調べてください。
システム・プログラマー応答: 旧データ・セット名用
のカタログに問題がないことを確認してください。
ISRLS200

データ・セットがカタログされていない カタログ・エラー。戻りコード=aaaaaaaa
(dec), r0=bbbbbbbb (hex), r1=cccccccc
(hex)。

解説: データ・セットをカタログまたはカタログ解除
しようとして、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 新規データ・セット名
と旧データ・セット名の両方のカタログについて、ユー
ザーが読み取り権限と更新権限を持っていることを確認
してください。
DSCB が VTOC 上にない - 名前変更す
るデータ・セットに関して形式 1 の
DSCB が VTOC にありません。

解説: 旧データ・セット名に関する形式 1 の DSCB
が、ボリュームの VTOC では見付からないが、カタロ
グではそのデータ・セットはそこにあることになってい
ます。
ユーザー応答:
ださい。
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新しい名前がすでに存在している - 新し
い名前のデータ・セットがボリューム上に
すでに存在しています。

解説: 新しいデータ・セットと同じ名前のデータ・セ
ットが同じボリュームにすでに存在しています。 既存
のデータ・セットがカタログ解除される可能性がありま
す。
ユーザー応答: 新規データ・セットと同じ名前の既存
のデータ・セットを除去するか、別の新しい名前を指定
してください。
ISRLS204

永続 I/O エラー - 永続 I/O エラー。無効
な形式 1 の DSCB が見付かったか、ま
たは CVAF からエラーが発生しました。

解説: 名前を変更中のデータ・セットのあるボリュー
ムの VTOC 内にある、形式 1 の DSCB にアクセスし
たときに永続入出力エラーが起こりました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ボリュームをチェック
して、I/O エラーを調べてください。
ISRLS205

ISRLS201

データ・セットのパスワードが保護されて
いる - 名前変更が失敗しました。 デー
タ・セットがパスワードで保護されていま
す。

ボリュームの装てんが未了 - ボリューム
が装てんされないか、ボリューム装てんの
ための装置を使用できません。

解説: 名前変更するデータ・セットが入っているボリ
ュームがシステムに装てんされていません。
ユーザー応答: データ・セットが入っているボリュー
ムを装てんしてください。
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ISRLS206

ボリュームの装てんが未了 - オペレータ
ーがボリュームを装てんできません。

解説: 名前変更するデータ・セットが入っているボリ
ュームがシステムに装てんされていません。 装てん要
求が失敗しました。
ユーザー応答: システム・オペレーターに連絡し、ボ
リュームを装てんできなかった理由を判別してくださ
い。
ISRLS207

解説:
す。

DATA SET は使用中です - データ・セ
ットが使用中のため、その名前の付け変え
ができません。

データ・セットが DD 名に割り振られていま

ユーザー応答: データ・セットが DD 名に割り振られ
ていないかどうか、および他のユーザーがそのデータ・
セットを使用していないかどうかを確認してください。
ISRLS208

許可エラー - データ・セットが RACF
保護されています。 ユーザーは変更を許
可されていません。

解説: データ・セットを名前変更する権限がユーザー
に与えられていません。 ALTER 権限がないと、RACF
保護されているデータ・セットの更新はできません。
ユーザー応答: データ・セットを名前変更する権限を
与えられているかどうかを確認してください。 権限
は、新旧のデータ・セットどちらについても必要です。
ISRLS209

名前変更エラー - 名前変更エラー・戻り
コード=aaaaaaaa (dec), 状況コード
=bbbbbbbb (dec)。

解説: 名前変更サービスが失敗しました。戻りコード
は aaaaaaaa で状況コードは bbbbbbbb です。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 新旧データ・セット名
のカタログと、そのデータ・セットを含むボリュームの
VTOC が読み取り、更新できるかどうか検査してくださ
い。
ISRLS211

無効な ISPF ライブラリー - 連結ライブ
ラリーは、同一のプロジェクト値とタイプ
値を備えていなければなりません。

ユーザー応答: DD 名に連結されたデータ・セットはす
べて同じプロジェクト値とタイプ値を備えていなければ
なりません。
ISRLS212

メンバー置換はできない - aaaaaaaa メン
バーは置換できませんでした。 bbbbbbbb
メンバー cccccccc。

解説: ソース・データ・セットとターゲット・デー
タ・セットに同じ名前のメンバーが存在します。
REPLACE オプションが指定されていないため、ターゲ
ット・データ・セット内のメンバーと同じ名前のメンバ
ーは置換されませんでした。
ユーザー応答: REPLACE オプションを指定するか、タ
ーゲット・データ・セットの既存のメンバーと異なる
TOMEM 名を指定してください。
ISRLS213

受け入れ先メンバーが使用中 - aaaaaaaa
メンバーは bbbbbbbb でなく、cccccccc
メンバーが bbbbbbbb です。

解説: 複写あるいは移動のターゲット・メンバーが使
用中です。
ユーザー応答: 操作のターゲットとなるメンバーを自
分または別のユーザーが編集中または他の目的で使用中
でないことを確認してください。
ISRLS214

取り出し元メンバーが使用中 - aaaaaaaa
メンバーは bbbbbbbb でなく、cccccccc
メンバーが bbbbbbbb です。

解説: メンバーを使用中であるため、複写または移動
は実行されませんでした。
ユーザー応答: 取り出し元データ・セットのメンバー
が編集または他のユーティリティーで使用されていない
ことを確認してください。
ISRLS260

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS261
解説:

GROUP が非活動状態 - LMHIER - グル
ープは階層内で見付かりましたが活動化さ
れていません。

プロジェクトが不明 - LMHIER - プロジ
ェクトは階層内に見付かりませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

解説: DD 名連結内のデータ・セットはすべて同じプロ
ジェクト (高レベル修飾子) とタイプ (最後の修飾子) を
持っていなければなりません。
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ISRLS262

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS263
解説:

パラメーター値が無効 - LMHIER aaaaaaaa は有効なパラメーター値ではあ
りません。

重大エラーの発生 - LMHIER - 要求の処
理中に重大エラーが発生しました。

ISRLS275

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS264
解説:

グループが不明 - LMHIER - グループが
階層内に見付かりませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS265

制御タイプが無効 - LMREVIEW - 制御
タイプは「ライブラリー」か「メンバー」
でなければなりません。

ISRLS278

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS271

解説:

データ・セットまたはデータ ID が必要 LMREVIEW - 出力データ・セットにデー
タ・セット名かデータ ID が必要です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS272

解説:

パラメーターが矛盾 - LMREVIEW - デ
ータ・セット名とデータ ID を併用するこ
とはできません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS273
解説:

データ ID が不在 - LMREVIEW LMINIT サービスを使用してデータ ID を
作成してください。

ISRLS282

解説:

解説:
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メンバー名が無効 - LMREVIEW - メン
バーは 1-8 文字の英数字で、先頭文字は
英字です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS283

現時点では説明が用意されていません。

メンバー名が必要 - LMREVIEW - メン
バー制御情報を要求する場合はメンバー名
が必要です。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS274

解説:

DS 名が無効 - LMREVIEW - データ・セ
ット名が有効ではありません。

タイプが無効 - LMREVIEW - タイプは
1-8 文字の英数字で、先頭文字は英字で
す。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS281

解説:

タイプが必要 - LMREVIEW - 被制御タ
イプを入れてください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS280

解説:

グループ名が無効 - LMREVIEW - グル
ープ名は 1-8 文字の英数字で、先頭部分
は英字です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS279
解説:

グループ名が必要 - LMREVIEW - 被制
御グループの名前を入れてください。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS270

解説:

VDEFINE エラー - LMHIER - 変数定義
の段階で重大エラーが発生しました。

プロジェクト名が必要 - LMREVIEW 被制御プロジェクトの名前を入れてくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS277
解説:

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS276

解説:

データ ID 非オープン - LMREVIEW LMOPEN サービスを使用してデータ ID
をオープンしてください。

DATAMEMB が必要 - LMREVIEW - デ
ータ ID が区分の場合は出力データ・メン
バーが必要です。

現時点では説明が用意されていません。

PDF メッセージ
ISRLS284

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS285

解説:

GEN ロードの失敗 - LMREVIEW ISRLALIN の GEN ロードは失敗に終わ
りました。

出力データ非オープン - LMREVIEW 出力の場合には出力データ・セットがオー
プンされていなければなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMREVIEW 発行のコーディングを
変更して、出力データ・セットを OUTPUT 用にオープ
ンするようにしてください。

データ・セットが PDSE - PDSE を圧縮
する必要はありません。

解説: PDSE データ・セットに対する圧縮命令が出され
ました。 PDSE データ・セットを圧縮する必要はあり
ません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: LMCOMP サービスを呼び出す前
に、データ・セットが PDSE であるかどうかを判別し
てください。
ISRLS300

書き込みが異常終了 - 書き込み中に異常
終了コード ’aaaaaaaa’ が発生しました。
詳細はシステム・メッセージを参照してく
ださい。

解説: データ・セットがいっぱいであるために、異常
終了が発生しました。
ユーザー応答: このメッセージは PDF サービス呼び出
しの結果である可能性が大です。 担当のプログラマー
に連絡してください。
プログラマー応答: 異常終了が発生したときのサービ
ス呼び出しを判別してください。 LMPUT、LMCOPY、
LMPROM、LMACT などのサービスが考えられます。サ
ービスが使用しているデータ・セットをチェックして、
スペースが十分かどうかを確認してください。 可能な
らば、より多くのスペースを指定してデータ・セットを
再度割り振ってください。
ISRLS301

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS290

解説:
ん。

DATAMEMB は使えません LMREVIEW - データ・セットにはメンバ
ー名が組み込まれています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS289

解説:

DATAMEMB は使えません LMREVIEW - 出力データ・セットは順次
です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS288

解説:

プロジェクト名が無効 - LMREVIEW プロジェクトは 1-8 文字の英数字で、先
頭文字は英字です。

ISRLS291

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS287

解説:

データ ID が連結 - LMREVIEW - デー
タ ID は単一のライブラリーに対するもの
でなければなりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLS286

解説:

DATAMEMB が無効 - LMREVIEW - デ
ータ・メンバーは 1-8 文字の英数字で、
先頭文字は英字です。

解説:
た。

クローズが異常終了 - クローズ中に異常
終了コード ’aaaaaaaa’ が発生しました。
詳細はシステム・メッセージを参照してく
ださい。

データ・セットのクローズが異常終了しまし

ユーザー応答: このエラーは、データ・セット・クロ
ーズ・コマンドを出した PDF サービス呼び出しの結果
である可能性は大です。 担当のプログラマーに連絡し
てください。
プログラマー応答: 異常終了が発生したときの PDF サ
ービス呼び出しを判別してください。データ・セットを
チェックしてください。 クローズ異常終了の原因が見
付からない場合は、システム・プログラマーに連絡して
ください。
システム・プログラマー応答: データ・セットとパッ
クをチェックしてください。 クローズ異常終了の原因
が見付からない場合は、弊社サービス部門に連絡してく
ださい。
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ISRLS302

回復不能 I/O エラー - 書き込み要求時に
回復不能な I/O エラーが発生しました。

解説: データ・セットへの書き込み要求の際に I/O エ
ラーが発生しました。
ユーザー応答: このエラーが PDF サービス要求の結果
でない場合は、担当プログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: 使用していた PDF サービスとデー
タ・セットを判別してください。データ・セットへの書
き込みを、サービスを使用しないで実行してください。
実行できたならば、サービスを再試行してください。
エラーが繰り返し起こる場合は、弊社サービス部門に連
絡してください。
ISRLS303

解説:

STOW が異常終了 - STOW の際に異常
終了コード ’aaaaaaaa’ が発生しました。
詳細はシステム・メッセージを参照してく
ださい。

STOW プロシージャーが異常終了しました。

ユーザー応答: システム・メッセージ 解説書の指示に
従ってください。
ISRLS304

書き込みの RECFM エラー - 出力デー
タ・セットに無効なレコード形式が指定さ
れました。

解説: 出力データ・セットが無効なレコード形式であ
るため、データ・セットへの書き込みが失敗しました。
ユーザー応答: 出力データ・セットを判別できる場合
は、許容されるレコード形式を指定してください。判別
できない場合は、担当プログラマーに連絡してくださ
い。
プログラマー応答: 正しいレコード形式を指定して、
データ・セットの再割り振りをしてください。
ISRLS305

パックで書き込みが失敗 - 不定形式レコ
ードはパックできません。

解説: 不定形式レコードとして割り振られているデー
タ・セットをパックしようとしました。
ユーザー応答: このメッセージが PDF サービス呼び出
しの結果である場合は、担当プログラマーに連絡してく
ださい。

ISRLS306
解説:

プログラマー応答:
ださい。
ISRLS307

不必要なパック要求を消去してく

開始されたタスクの ISPLOG エラー 開始されたタスクの ISPLOG への以前の
書き込みが失敗しました。

解説: 開始されたタスクが ISPLOG へ書き込もうとし
て、失敗しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 開始されたタスクに
ISPLOG データ・セットへの書き込み権限があるかどう
かを確認してください。
ISRLS308

開始されたタスクの ISPLOG エラー 開始されたタスクの ISPLOG が
’aaaaaaaa’ で異常終了しました。

解説: 開始されたタスクの ISPLOG への書き込みの際
に異常終了が発生しました。
ユーザー応答: システム・メッセージ 解説書の指示に
従ってください。
ISRLS309

解説:
た。

内部プログラム・エラー - モジュール
’aaaaaaaa’ での初期設定の際に STAE が
失敗しました。

PDF モジュール内で内部エラーが発生しまし

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS310

解説:
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データ・セットはすでにパックされています。

ユーザー応答: このメッセージがサービス呼び出しの
結果である場合は、担当プログラマーに連絡してくださ
い。

プログラマー応答: データ・セットのレコード形式を
判別してしてから、サービスを呼び出してください。
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パックで書き込みが失敗 - パック形式の
レコードはすでに存在しています。

弊社サポート部門まで

IEBCOPY インターフェース・エラー リスト・データ・セット aaa(44) の割り
振り、オープン、または書き込みができま
せんでした。

これは通知メッセージです。

PDF メッセージ
ISRLS311

データ・セットが区分編成で - 圧縮用の
データ・セットが区分データ・セットであ
りません。

解説: 圧縮コマンドは区分データ・セットに対しての
み可能です。

ISRLS316

オープンのエラー - データ・セットがす
でにオープンされています。 圧縮時には
オープンできません。

解説: 別のタスクがデータ・セットをオープンされて
います。
ユーザー応答:

ISRLS312

サービスが使用できない - 許可
IEBCOPY サービスは使用できません。

ISRLS317

解説: IEBCOPY を付加しようとして、エラーが起こり
ました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: IEBCOPY が存在してい
るかどうか、およびユーザーが適切な権限を持っている
かどうかを調べてください。
ISRLS313

圧縮が行われない - 出口戻りコードは、
データ・セットが圧縮に適格でないことを
示しています。

あとで再試行してください。

無効な後処置 - データ・セットを排他的
に割り振る必要があります。 LMINIT サ
ービスで ENQ(EXCLU) を使用してくだ
さい。

解説: データ・セットが排他的に割り振られていませ
ん。LMINIT サービスではデータ・セットを排他的に割
り振る必要があります。
ユーザー応答: LMINIT サービスのコーディングを担
当しているプログラマーに連絡してください。
プログラマー応答: LMINIT サービスを呼び出すプロ
グラムを検査してください。

解説: ユーザーのサイトで開発した圧縮出口ルーチン
により、データ・セットが圧縮に適格でないと判断され
ました。

ISRLS318

ユーザー応答:
い。

解説: 圧縮は PDS 記憶域内でのメンバーの位置を変更
します。 この PDS は移動不能なので、圧縮できませ
ん。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 圧縮出口ルーチンが正しいかどう
かを調べてください。

ISRLS319
ISRLS314
解説:

予約の失敗 - この時点では DASD ボリ
ュームを予約できません。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答:
い。
ISRLS315

あとでこの処理を再試行してくださ

書き込みエラー - IEBCOPY 制御カード
の書き込みに失敗しました。

解説: IEBCOPY 制御カードを書き込もうとして、失敗
しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
を調べてください。

解説:

連結が存在する - LMCOMP サービスで
は連結されたライブラリーは許可されてい
ません。

これは通知メッセージです。

ISRLS320
解説:
ん。

データ・セットが移動不能 - 移動不能デ
ータ・セットを圧縮することはできませ
ん。 圧縮は中止しました。

許可エラー - IEBCOPY サービスの使用
は許可されていません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ユーザー応答: 権限が必要であれば、システム・プロ
グラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答:
ーに権限を与えてください。

必要に応じて、ユーザ

IEBCOPY エラーの原因

第2章 PDF メッセージ
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ISRLS321

IEBCOPY インターフェース・エラー 制御カード・データ・セットの割り振りま
たはオープンができませんでした。

解説: ISPF は、IEBCOPY 制御カードを入れている一
時データ・セットの割り振りまたはオープンができませ
んでした。
ユーザー応答: 圧縮、移動、または複写の要求を再度
出してください。 問題が再発するようであれば、シス
テム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: 許可エラーまたはシス
テム障害である可能性が大です。 ユーザーの権限を確
認してください。 システム障害が発生していないかど
うかを調べてください。
システムの処置: システム障害が発生している場合
は、その障害を訂正してください。
ISRLS322

LMCOMP 再帰エラー - LMCOMP を再
帰的に使用しようとするエラーです。

り振りロジックを調べてください。
ISRLS325

圧縮出口エラー - 指定されたデータ・セ
ットがカタログされていません。

解説: 導入先定義の圧縮出口で、データ・セットのカ
タログ・エラーが起こりました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 出口が使用するすべてのデータ・
セットが存在しており、適宜カタログされているかどう
かを調べてください。
ISRLS326
解説:
た。

圧縮出口エラー - 圧縮出口内のエラーで
あり、ISPF は続行を試みます。

導入先定義の圧縮出口で、エラーが起こりまし

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

解説: 導入先定義の圧縮ユーザー出口で、ユーザー出
口ルーチンが再帰エラーを検出しました。

プログラマー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

ISRLS327

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
べてください。
ISRLS323

圧縮出口ルーチンのロジックを調

圧縮の失敗 - 指定されたデータ・セット
を ISPF が圧縮できません。

解説: LMCOMP サービスを介してデータ・セットの圧
縮をしようとした時に、ISPF は IEBCOPY からゼロ以
外の戻りコードを受信しました。
ユーザー応答: IEBCOPY メッセージは、ISPLSTx
DDNAME が ISPF の入力より前に割り振られていた場
合には DDNAME ISPLSTx (x は要求の発信元である論
理画面番号) に書き込まれ、それ以外の場合には ’user
ID.SPFLISTx.CNTL’ という名前のデータ・セットに書き
込まれます。 IEBCOPY エラーの詳細については、これ
らのメッセージを参照してください。
ISRLS324

圧縮出口エラー - 圧縮出口の使用中にデ
ータ・セットを割り振ることはできませ
ん。

圧縮出口エラー - 圧縮出口からの戻りコ
ードが誤っています。 未知のエラーで
す。

解説: 導入先定義の圧縮のユーザー出口で、意味不明
の戻りコードが出されました。
ユーザー応答:
い。

ISRLS328

解説: ISPF は導入先定義の圧縮出口を実行することが
できませんでした。
ユーザー応答:
い。

ISRLS329

重大エラー - LMCOMP サービスを継続
できません。 圧縮は中止しました。

ユーザー応答:
ださい。

圧縮出口の中のデータ・セット割

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 圧縮出口が存在しており、アクセ
ス可能であるかどうかを調べてください。

解説:

プログラマー応答:

エラーの原因を調べてください。

圧縮出口エラー - 圧縮出口を実行できま
せん。

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:

解説: 導入先定義のユーザー出口がデータ・セット割
り振りを発行し、エラーとなりました。
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圧縮出口エラーを判別してくださ

重大エラーにより、圧縮が失敗しました。
システム・プログラマーに連絡してく

PDF メッセージ
システム・プログラマー応答: システム障害の可能性
が大です。 障害の原因を見付けてください。
ISRLS331

解説:
た。

ディレクトリー・エラー - メンバー
’aaaaaaaa’ でディレクトリー・エラーが
発生しました。

メンバーを STOW しようとして、失敗しまし

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: パックの不良などのシ
ステム障害をチェックしてください。
ISRLS332

IEBCOPY の失敗 - 複写中に IEBCOPY
が失敗しました。これより前に
IEBCOPY エラー・メッセージが表示さ
れています。

ISRLS335

IEBCOPY の失敗 - 複写中に IEBCOPY
が失敗しました。 IEBCOPY リストが作
成され、SHARED プール変数
ZCMPLSTF が表す DD 名に割り振られ
ます。

解説: 移動または複写の操作中に、IEBCOPY から非ゼ
ロの戻りコードが返されました。 PDF が内部生成 DD
名に IEBCOPY エラー・リストを割り当て、その DD
名を ISPF ダイアログ変数 ZCMPLSTF に入れます。
エラー・リストが以下のことによって表示されます。
v 共有プール から変数 ZCMPLSTF のための VGET を
出す。
v LMINIT を出し、LMINIT DD 名パラメーター内の
ZCMPLSTF 値を渡す。
v BROWSE サービスを出し、LMINIT が作成したデー
タ ID を渡す。
RE> ユーザー応答が続きます。

解説: 移動または複写の操作中に、IEBCOPY から非ゼ
ロの戻りコードが返されました。 直前に IEBCOPY エ
ラーのリストが表示されました。

ユーザー応答: エラーのデバッグのために、IEBCOPY
リストと資料を参照してください。

ユーザー応答: エラーのデバッグのために、IEBCOPY
リストと資料を参照してください。

ISRLS336
解説:

ISRLS333

ディレクトリーがいっぱい - ディレクト
リーがいっぱいであり、メンバー
’aaaaaaaa’ を STOW できません。

解説: データ・セット用のディレクトリー項目がいっ
ぱいです。
ユーザー応答:
さい。

可能ならば、以下のことを行ってくだ

v データ・セットの割り振り属性を複写する。
v 新規データ・セットを割り振る。
v メンバーを複写する。

パラメーターが無効 - 削除キーワードは
単独で指定しなければなりません。

使用できるキーワードは DELETE だけです。

プログラマー応答:
てください。
ISRLS337

DELETE キーワードだけを指定し

オープンが無効 - データ・セットが入力
用にオープンされていません。

解説: データ・セットがオープンされているが、入力
用ではありません。
プログラマー応答: LMMOPEN サービスを使用してい
た場合は、データ・セットが入力用にオープンされてい
たかどうかを調べてください。

v 旧データ・セットを削除または名前変更する。
v 新規データの名前を旧データ・セットの名前に変更す
る。
ISRLS334

RECFM = U の非サポート - ’aaaaaaaa’
サービスでは、未定義のレコード形式はサ
ポートされていません。

解説: aaaaaaaa サービスでは、 レコード形式 U (未
定義) はサポートされません。

ISRLS338

データ・セットが区分編成でない LMMSTATS サービスでは順次データ・
セットは無効です。

解説: LMMSTATS サービスでは、データ・セットが区
分編成でなければなりません。
ユーザー応答: データ・セットを区分データ・セット
として再割り振りしてください。

ユーザー応答: このデータ・セットの正しいレコード
形式を判別してください。
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ISRLS339
解説:
た。

圧縮の失敗 - 圧縮出口ルーチンによって
行われた圧縮が失敗しました。

導入先作成の圧縮出口ルーチンが失敗しまし

ユーザー応答: 圧縮を再試行してください。 エラーが
繰り返し起こる場合は、システム・プログラマーに連絡
してください。
システム・プログラマー応答: システム障害が発生し
ていないかどうかを調べてください。
ISRLS340

レコード形式が無効 - 未定義のレコード
形式は区分データ・セットの場合のみ可能
です。

解説: レコード形式 U は、区分データ・セットでのみ
有効です。
ユーザー応答: ディレクトリー項目の数が 0 より大き
いかどうか調べてください。
ISRLS341

オープンのエラー - LMMOVE 使用の前
に取り出し元順次データ・セットをオープ
ンできません。

解説: 取り出し元データ・セットが、LMMOVE サービ
ス呼び出しより前にオープンされました。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 以前のサービスによって取り出し
元データ・セットがオープンしたままになっていないか
どうかを調べてください。
ISRLS342

データ・セットが出力用にオープン - 取
り出し元データ・セットは入力用にオープ
ンしなければなりません。

解説: 取り出し元データ・セットが入力用ではなく出
力用にオープンしています。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
さい。
ISRLS343

サービス呼び出しを訂正してくだ

DISP=MOD が無効 - パック・データ・
セットでは MOD の後処置は許可されて
いません。

解説: パック・データ・セットでは MOD の後処理は
許可されていません。
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ユーザー応答: 後処理を変更するか、またはパック要
求を除いてください。
ISRLS344

パックの失敗 - 受け入れ先データ・セッ
トにパック・データが含まれている場合、
DISP=MOD の指定は無効です。

解説: LMCOPY および LMMOVE サービスを使用中
に、後処置の MOD を指定した受け入れ先データ・セッ
トを使用して、順次データ・セットにデータを追加しよ
うとする場合、受け入れ先の出力データ・セットがパッ
ク・データを含む既存のデータ・セットであってはなり
ません。
ユーザー応答: ターゲットの順次データ・セット内の
データをアンパックするか、またはパックされていない
別のターゲット・データ・セットを指定してください。
ISRLS345

GET での読み取りエラー - ターゲット順
次ファイルから最初のレコードを読み取れ
ません。

解説: 順次データ・セットを複写する際、PDF はその
データ・セットの最初のレコードを読み取り、含まれて
いるデータがパックされているかいないかどうかを調べ
ます。 PDF が最初のレコードを読み取ろうとしたとき
にエラーが発生したため、要求を続行できません。
ユーザー応答: I/O エラーの原因を判別するためにシス
テム・プログラマーに連絡し援助を得てください。
ISRLS348

無効なレコード形式 - 取り出し元または
受け入れ先の一方のデータ・セットに
RECFM = U が指定されています。 両方
に U の指定が必要。

解説: 取り出し元または受け入れ先のデータ・セット
の一方にレコード形式 U (未定義) が指定されている場
合、両方のデータ・セットでレコード形式 U を指定し
なければなりません。
ユーザー応答: データ・セットの一方を再割り振りす
るか、または MOVE/COPY を見合わせてください。
ISRLS349

パック・エラー - 未定義のレコードでは
パックは許可されていません。

解説: レコード形式が U (未定義) のデータ・セットで
は、パック・オプションを要求できません。
ユーザー応答:
さい。

サービスからパック要求を除いてくだ
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ISRLS350

無効なオプション - LMMOVE では
LOCK キーワードを使用できません。

ISRLS356

解説: このサービスでは LOCK キーワードは許可され
ていません。
ユーザー応答:
ISRLS351
解説:

LOCK キーワードを除いてください。

データ・セットが移動不能 - 入力デー
タ・セットは移動できません。

このデータ・セットは移動できません。

ユーザー応答: 移動しようとしたデータ・セットを調
べ、入力データ・セットでないかどうかをチェックして
ください。
ISRLS352

出力ブロック・サイズが小さすぎる - 出
力データ・セットのブロック・サイズは入
力データ・セットのブロック・サイズ以上
でなければなりません。

解説: 移動または複写が要求されたが、受け入れデー
タ・セットのブロック・サイズが取り出し元データ・セ
ットより小さくなっています。
ユーザー応答: 受け入れ先データ・セットを再割り振
りするか、または別のデータ・セットを選択してくださ
い。
ISRLS354

aaaaaaaa は終了 - aaaaaaaa が、データ
の切り捨て継続処理のため、終了しまし
た。

解説: ブロック・サイズに互換性がないため、受け入
れ先データ・セットのいくつかのレコードが切り捨てら
れました。
ユーザー応答: 切り捨てを受け入れるか、または操作
を取り消してください。
ISRLS355

メンバー名がブランク - 区分データ・セ
ットの入力メンバー名を指定する必要があ
ります。

解説: 入力データ・セットのメンバー名を指定しなけ
ればなりません。
ユーザー応答:
てください。

移動または複写するメンバーを指定し

メンバー名が必要 - 取り出し元データ・
セットが順次で、受け入れ先データ・セッ
トが区分の場合、新しいメンバー名を指定
する必要があります。

解説: 区分データ・セットの出力メンバー名を指定す
る必要があります。
ユーザー応答: 移動または複写する出力メンバーを指
定してください。
ISRLS357

解説:

メンバー名は使えない - メンバー名
’aaaaaaaa’ は順次ファイルでは使用でき
ません。

順次ファイルにメンバーが入っていません。

ユーザー応答:
い。
ISRLS358

メンバー名をブランクにしてくださ

無効なデータ・セット - ’aaaaaaaa’ サー
ビスを処理するとき、同じデータ・セット
を指定できません。

解説: 受け入れ先データ・セットと取り出し元デー
タ・セットが同じになっています。
ユーザー応答:
てください。
ISRLS359

どちらかのデータ・セット名を訂正し

連結が無効 - 受け入れ先データ ID に連
結されたライブラリーが含まれています。
これは許されません。

解説: 受け入れ先データ・セットに連結ライブラリー
を指定することはできません。
ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:
ISRLS360

連結エラーを訂正してください。

新規出力名が必要 - 受け入れ先データ・
セットと取り出し元データ・セットが同じ
になっています。 別の受け入れ先デー
タ・セット名を入力するか、メンバー名を
入力してください (取り出し元メンバーが
複写または移動され、新しいメンバー名に
名前変更されます)。

解説: 受け入れ先データ・セット名が取り出し元デー
タ・セットと同じか、ブランクになっています。
ユーザー応答: 取り出し元データ・セット名と異なる
受け入れ先データ・セット名を指定してください。 あ
るいは、メンバー名 (メンバー名は名前変更されます)
を入力してください。
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ISRLS361

解説:

メンバーが見付からない - 指定した入力
ライブラリーにメンバー ’aaaaaaaa’ が存
在しません。

入力ライブラリーにメンバーが存在しません。

ユーザー応答: 指定したメンバー名が正しいことを確
認してください。
ISRLS362

オープンのエラー - ’aaaaaaaa’ サービス
では、受け入れ先データ ID をオープンで
きません。

ISRLS366

ISPF ライブラリーが必要 - ロック機能
には被制御 ISPF ライブラリーが必要で
す。

解説: ロック機能には被制御 ISPF ライブラリーが必
要です。
ユーザー応答:
ください。
ISRLS367

被制御 ISPF ライブラリーを指定して

ライブラリーが必要 - 被制御の ISPF ラ
イブラリーが必要です。 順次データ・セ
ットは許可されません。

解説: 指定したサービスでは、サービス呼び出しの際
に受け入れ先データ・セットがクローズしていなければ
なりません。

解説: ロック機能では順次データ・セットを使用でき
ません。

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
ください。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 受け入れ先データ ID について
LMFREE を実行してから、サービスを呼び出してくだ
さい。
ISRLS363

連結が無効 - ’aaaaaaaa’ サービスでは、
連結ライブラリーを指定できません。

ISRLS368

被制御 ISPF ライブラリーを指定して

「受け入れ先」ライブラリーが無効 「受け入れ先」ライブラリーは被制御であ
ってはなりません。

解説: 被制御 ISPF ライブラリーは受け入れ先ライブ
ラリーとして指定できません。

解説: 指定したサービスでは、連結ライブラリーは許
可されていません。

ユーザー応答: 被制御 ISPF ライブラリー以外のデー
タ・セットを指定してください。

ユーザー応答: 連結されていないライブラリーを指定
してください。

ISRLS369

ISRLS364

出力名が使えない - メンバー・リストを
使用する場合、出力名 ’aaaaaaaa’を使用
できません。

解説:
ん。

DS 内にメンバーがない - 指定された区
分データ・セットにはメンバーがありませ
ん。

区分データ・セットにメンバーが存在しませ

解説: メンバー・リストを使用する場合、取り出し元
メンバー名は許可されません。

ユーザー応答: メンバーが入っている区分データ・セ
ットを指定してください。

ユーザー応答:
い。

ISRLS370

ISRLS365

解説:

取り出し元メンバー名を除いてくださ

I/O エラーまたは BLDL - メンバー作成
時に I/O エラーまたは BLDL が発生しま
した。

重大な内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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順次データ・セットが無効 - 取り出し側
に複数のメンバーがある場合は、区分デー
タ・セットを使用してください。

解説: 取り出し元データ・セットに複数のメンバーが
ある場合、受け入れ先データ・セットは区分編成でなけ
ればなりません。
ユーザー応答: 受け入れ先データ・セットとして区分
データ・セットを指定してください。
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ISRLS371

無効な形式パラメーター - 形式値
’aaaaaaaa’ は無効です。 YES、NO、ま
たはブランクを指定してください。

解説: FORMAT パラメーターとして指定した値が無効
です。
ユーザー応答: FORMAT パラメーターの値として、
YES、NO、またはブランクを指定してください。
ISRLS372

メンバー名が使えない - 索引印刷要求を
処理する場合、メンバー名は使用できませ
ん。

解説: 索引リストを印刷するときには、メンバー名を
指定できません。
ユーザー応答:
ISRLS373

メンバー名を削除して再試行します。

順次データ・セットはサポートされない 索引オプションの場合、順次データ・セッ
トはサポートされません。

ISRLS377

解説: リスト・データ・セットに書き込めないため
に、印刷が失敗しました。
ユーザー応答:
ださい。

ISRLS378

メンバー名の指定が必要 - 区分データ・
セットでは、メンバー、パターン、または
* を指定しなければなりません。

解説: データ・セットが区分編成の場合、メンバー
名、パターン、または * を指定する必要があります。
ユーザー応答: メンバー、パターン、または * を入力
するか、または順次データ・セットを指定してくださ
い。

ISRLS440

解説:

パターンに一致するメンバーがない - パ
ターン ’aaaaaaaa’ に一致するメンバーが
ありません。

これは通知メッセージです。

メンバーが空 - 処理された ’aaaaaaaa’ メ
ンバーにレコードがありません。

データ・セットが空 - データ・セットに
印刷すべきレコードがありません。

解説: 印刷を要求されたデータ・セットにレコードが
入っていません。
ユーザー応答: レコードが入っているデータ・セット
を指定してください。
無効なデータ ID - 指定したデータ ID に
はデータ・セットが関連付けられていませ
ん。

解説: 指定されたデータ ID に関連付けられているデ
ータ・セットがありません。
ユーザー応答: LMINIT および LMOPEN を発行し、
データ・セットとデータ ID を関連づけてから、デー
タ・セットをオープンしてください。
ISRLS443

ISRLS376
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これは通知メッセージです。

ISRLS442
ISRLS375

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

解説:

ユーザー応答: メンバー名を除去するか、区分デー
タ・セットを指定してください。

印刷の失敗 - リスト・データ・セットを
割り振りできません。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答: 索引オプションでは区分データ・セッ
トを指定してください。

解説: 順次データ・セットでは、メンバー名またはパ
ターンを指定できません。

弊社サポート部門まで

解説: リスト・データ・セットに割り振りできないた
め、印刷が失敗しました。

ISRLS379

メンバー名は使えない - 順次データ・セ
ットではメンバー名またはパターンは無効
です。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

解説: 索引オプションは順次データ・セットをサポー
トしていません。

ISRLS374

印刷の失敗 - リスト・データ・セットに
書き込めません。

重大エラー - PDS ディレクトリー・ブロ
ック・サイズが最大値の 256 を超過して
います。

解説: PDS ディレクトリー・ブロック・サイズが 256
を超えているため、重大なエラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS444

ユーザー応答:
ださい。

弊社サポート部門まで

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

データ・セットが区分編成でない LMMDISP サービスのデータ・セットは
区分データ・セットであることが必要で
す。

ISRLS450

解説: データ・セットが区分編成されていません。
LMMDISP では区分データ・セットが必要です。
ユーザー応答:
い。
ISRLS445

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS446
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重大エラー - メンバー・リストの作成時
に I/O エラーが発生しました。

解説: メンバー・リストの作成中に入出力エラーが発
生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS447

重大エラー - ダイアログ変数をアクセス
しようとしたときに変換または切り捨ての
エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

重大エラー - メンバー・リストの作成時
にオープン・エラーが起こりました。

ユーザー応答:
ださい。

弊社サポート部門まで

重大エラー - メンバー・リストの作成時
BLDL エラーが発生しました。

弊社サポート部門まで

解説: ダイアログ変数をアクセスしようとしたときに
変換または切り捨てのエラーが発生しました。

区分データ・セットを指定してくださ

解説: メンバー・リストの作成中にオープン・エラー
が発生しました。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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|
|
|
|
|

ISRLS451

|
|
|
|
|

解説: 空の区分データ・セットまたは空の区分デー
タ・セットの連結を参照するデータ ID を使用して
LMMDISP あるいは MEMLIST サービスが呼び出され
ました。要求メンバー・リストは表示されませんでし
た。

メンバー・リストが空 - メンバーのない
データ・セットまたは連結によって、
LMMDISP あるいは MEMLIST サービス
が呼び出されました。メンバー・リストは
表示されません。

ユーザー応答: メンバーが入っているデータ・セット
を指定してください。
ISRLS452

メンバー・リストがない - このデータ・
セットにはメンバー・リストがありませ
ん。

解説: データ・セットにメンバー・リストが入ってい
ません。

解説: メンバー・リストの作成中に BLDL エラーが発
生しました。

ユーザー応答: メンバーが入っているデータ・セット
を指定してください。

ユーザー応答:
ださい。

ISRLS453

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRLS448

弊社サポート部門まで

重大エラー - 次の選択をしようとしたと
きに重大な BLDL エラーが発生しまし
た。

解説: 次の選択をしようとしたときに重大な BLDL エ
ラーが発生しました。
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解説:

これは通知メッセージです。

ISRLS454

解説:

選択の終了 - このメンバー・リストから
はこれ以上メンバーを選択できません。

表示の終了 - END または RETURN が
入力され、メンバー・リストの表示が終了
しました。

これは通知メッセージです。

PDF メッセージ
ISRLS455

解説:

メンバーが存在している - 指定したメン
バーはすでにメンバー・リストに存在して
います。

これは通知メッセージです。

ISRLS456

メンバーが見付からない - 指定したメン
バーがデータ・セット連結に見付かりませ
ん。

ISRLS466

解説: メンバー・リスト表示パネルに ZDATA 域があ
りません。
ユーザー応答: ZDATA 域を含むメンバー・リスト表示
パネルを指定してください。
ISRLS467

解説: 指定されたメンバーは、データ・セット連結内
で見付けることができません。
ユーザー応答: データ・セット連結内に存在するメン
バーを指定してください。
ISRLS457

解説:

一致するメンバーが見付からない - 指定
したパターンに一致するメンバーがありま
せん。

キーワードの欠落 - オプション ADD と
ともに使用するためにキーワード
MEMBER が必要です。

| 解説: LMMDISP サービスの ADD|DELETE|PUT オプ
| ションにはメンバー名を指定する必要があります。
| ユーザー応答: LMMDISP サービスの
| ADD|DELETE|PUT オプションではメンバー名を指定し
| てください。
| ISRLS462
|
|
|

OPTION の値が無効 - キーワード
OPTION に有効な値は DISPLAY、
GET、ADD、PUT、DELETE、および
FREE です。

解説: LMMDISP サービスの OPTION キーワードに無
効な値が指定されました。

| ユーザー応答: OPTION キーワードに DISPLAY、
| GET、ADD、PUT、DELETE、または FREE を指定して
| ください。
ISRLS463

無効なパネル幅 - メンバー・リスト・パ
ネルの ZDATA 域は 80 文字の幅を必要
とします。

解説: メンバー・リスト・パネルの ZDATA 域は 80
文字でなければなりません。
ユーザー応答: メンバー・リスト・パネルに、80 桁の
ZDATA 域を指定してください。

無効な CURSOR 値 - キーワード
CURSOR の有効値は ZCMD、
ZLLCMD、および ZLUDATA です。

解説: LMMDISP サービスの CURSOR キーワードに
指定された値は無効です。
ユーザー応答: CURSOR キーワードに ZCMD、
ZLLCMD、または ZLUDATA を指定してください。
ISRLS468

これは通知メッセージです。

| ISRLS460
|
|

ZDATA 域がない - メンバー・リスト表
示パネルには ZDATA 域が必要です。

無効な COMMANDS 値 - キーワード
COMMANDS の有効値は S と ANY で
す。

解説: LMMDISP サービスの COMMANDS キーワード
に指定された値は無効です。
ユーザー応答: COMMANDS キーワードに S または
ANY を指定してください。
ISRLS469

無効な STATS 値 - キーワード STATS
の有効値は YES と NO です。

解説: LMMDISP サービスの STATS キーワードに指
定された値は無効です。
ユーザー応答: STATS キーワードに YES または NO
を指定してください。
ISRLS470

無効なメンバー・リスト - LMMLIST サ
ービスでは、LMMDISP で作成したメン
バー・リストを使用できません。

解説: LMMDISP で作成したメンバー・リストは
LMMLIST では使用できません。
ユーザー応答: 同じデータ ID で LMMLIST と
LMMDISP を切り替えるときは、OPTION(FREE) を使っ
てメンバー・リストを解放してください。
ISRLS471

無効なメンバー・リスト - LMMDISP サ
ービスでは、LMMLIST で作成したメンバ
ー・リストを使用できません。

解説: LMMLIST で作成したメンバー・リストは
LMMDISP では表示できません。
ユーザー応答:

同じデータ ID で LMMLIST と
第2章 PDF メッセージ
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LMMDISP を切り替えるときは、OPTION(FREE) を使っ
てメンバー・リストを解放してください。
ISRLS472

ISRLS478

データ・セットのオープン未了 LMMDISP サービスを使うには、事前に
LMOPEN が正常に完了していなければな
りません。

解説: 指定したメンバー・リスト表示パネルが見付か
りません。
ユーザー応答:
い。

解説: データ・セットがオープンされていません。
LMMDISP サービスを呼び出す前に、LMOPEN でデー
タ・セットをオープンしておく必要があります。

ISRLS479

ユーザー応答: LMOPEN サービスでデータ・セットを
オープンしてから、LMMDISP を呼び出してください。
ISRLS473

解説:

ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答:

メンバー名を訂正してください。

|
|
|

ISRLS481

無効な FIELD 値 - キーワード FIELD
の有効値は 1 と 9 です。

|
|

解説: LMMDISP の DELETE オプションが、リストに
ないメンバーを削除しようとしました。

FIELD キーワードに指定した値が無効です。

|
|

ユーザー応答:
い。

|

プログラマー応答:

ISRLS475

ユーザー応答: FIELD キーワードには 1 か 9 を指定
してください。
ISRLS477

解説:

メンバーが見付からない - 指定したメン
バーがメンバー・リストに見付かりませ
ん。

無効な文字を訂正してください。

ユーザー応答:

解説:

TOP キーワードに指定した値を訂正し

解説: LMMDISP の PUT オプションが、リストにない
メンバーにデータを格納しようとしました。

無効な PANEL 名 - キーワード PANEL
の値に無効な文字が含まれています。

解説: PANEL キーワードに指定された値に無効文字が
あります。

TOP キーワードに指定した値が無効です。

ISRLS480

ユーザー応答: メンバー名に有効なパターンを指定し
てください。 アスタリスクとパーセントはパターン内
で使用できます。

存在する表示パネルを指定してくださ

無効なメンバー名 - キーワード TOP に
無効な文字が含まれています。

ユーザー応答:
てください。

無効なメンバー名 - キーワード・メンバ
ーの値に無効な文字が含まれています。

解説: メンバー・キーワードに指定された値に無効文
字があります。

ISRLS474

パネルが見付からない - 指定したメンバ
ー・リスト表示パネルが見付かりませんで
した。

PQUERY エラー - PQUERY エラーが発
生しました。 システム・プログラマーに
連絡してください。

PQUERY の使用中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

ISRLS490

メンバーが見付からない - 指定したメン
バーがメンバー・リストに見付かりませ
ん。

担当のプログラマーに連絡してくださ
メンバー名を訂正してください。

プロモートのエラー - 取り出し元ライブ
ラリーが SCLM 被制御ライブラリーで
す。

解説: 取り出し元ライブラリーが被制御であるため、
LMF によるプロモートはできません。
ユーザー応答: SCLM を使って、メンバーをプロモー
トしてください。
ISRLS491

プロモートのエラー - 受け入れ先ライブ
ラリーが SCLM 被制御ライブラリーで
す。

解説: 受け入れ先ライブラリーが被制御であるため、
LMF によるプロモートはできません。
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ユーザー応答: SCLM を使って、メンバーをプロモー
トしてください。
ISRLS492

複写 / ロックのエラー - 取り出し元ライ
ブラリーが SCLM 被制御ライブラリーで
す。

ISRLT007
解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT008

解説: 取り出し元ライブラリーが SCLM に制御された
ライブラリーであるため、LMF による複写またはロッ
クを実行できません。

解説:

ユーザー応答: SCLM を使用して、メンバーを複写ま
たはロックしてください。

ISRLT009

ISRLT000
解説:

基本コマンドが無効 - aaaaaaaa は有効な
コマンドではありません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

LOCATE PARM を入力 - 位置を示す引
き数を入れてください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT002

PARAMETER は使用できない CANCEL コマンドではパラメーターは指
定できません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT003

解説:

パラメーターが多過ぎる - このコマンド
に対して指定したパラメーターが多過ぎま
す。

解説:

ISRLT011

解説:

コマンドが正しくない - 有効な行コマン
ドは I (挿入)、D (削除)、R (反復) で
す。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT005

コマンドが矛盾します - ’aaaaaaaa’ が D
コマンドの対象範囲内にあります。 どち
らかを訂正してください。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

解説:

aaaaaaaa がない - aaaaaaaa が見付かり
ません。

DATA SET aaaaaaaa - 受け入れ先デー
タ・セット bbbbbbbb

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU002

解説:

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU001

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT006
解説:

行コマンドが無効 - 行コマンドの引き数
は 0 よりも大きくなければなりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT004

解説:

DELETE はできません - DELETE コマ
ンドの対象内に、削除の状態が I のメン
バーがある。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT012
解説:

aaaaaaaa が見付かった - aaaaaaaa が見
付かりました。最初の行に表示されていま
す。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU000

解説:

パラメーター長が無効 - LOCATE コマン
ドのパラメーターは、8 桁を超えてはな
りません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT001

解説:

テーブル行の重複 - 重複するテーブル行
が見付かりました。 保管する前に変更し
てください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLT010

解説:

削除はできません - メンバーは削除状況
が I になっています。

基本レベルでない - 受け入れ先 ISPF
LIBRARY は基本レベル被制御 LIBRARY
でなければなりません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLU003

解説:

LIBRARY が非活動状態 - プロモートは
制御ライブラリーが活動化されていなけれ
ば実行できません。

ISRLU013
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLU014

ISRLU004
解説:

MEMBER LIST エラー - メンバー・リス
トの作成時に重大なエラーが起きました。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU015
解放のエラー - 入力データ・セットの解
放時に重大なエラーが起きました。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU016
クローズのエラー - 入力データ・セット
をクローズするときに重大なエラーが起き
ました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU007
解説:

名前が無効 - カーソルの位置に有効な名
前を入れてください。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU017

解説:

被制御 LIBRARY でない - 受け入れ先
ISPF ライブラリーは被制御ライブラリー
でなければなりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU010

aaaaaaaa

解説:

ISRLU019

解説:

aaaaaaaa でない - データ・セットがプロ
モーションのために処理されませんでし
た。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU012
解説:

クローズのエラー - 制御ファイルをクロ
ーズできません。

解説:
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NEWNAME が無効 - NEWNAME の入力
域に無効なメンバー名があります。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU023

現時点では説明が用意されていません。

選択コードが無効 - メンバーの前に ’S’
を入力して選択、または ’B’ を入力して
表示します。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU022
解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb - メンバー ’aaaaaaaa’
は現在、受け入れ先データ・セット
’cccccccc’ に対する bbbbbbbb です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU020

解説:

サービス中の重大エラー - ISPF ダイア
ログ変数を削除する際に重大エラーが発生
しました。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU011

解説:

必須フィールドです - カーソル位置に有
効な名前を入れてください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU009

解説:

サービス中の重大エラー - ISPF ダイア
ログ変数を定義する際に重大エラーが発生
しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU018

解説:

aaaaaaaa でない - どのメンバーもプロモ
ーションのために処理されませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU008
解説:

FREEMAIN のエラー - 制御ファイルの
記憶域の FREEMAIN ができません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU006

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb - 受け入れ先データ・
セット cccccccc

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU005
解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb - 受け入れ先データ・
セット cccccccc

メンバーが見付からない - 選択したメン
バーは、プロモーションに使えません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLU024

解説:

BLDL のエラー - 選択されたメンバーに
対する BLDL の実行中に重大なエラーが
起きました。

ISRLU034
解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLU035

ISRLU025

解説:

TOP LIBRARY は使用できない - 取り出
し元のライブラリーを最上位、または独立
ライブラリーにすることはできません。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU036

受け入れ先 aaaaaaaa.

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU028
解説:

データ・セット aaaaaaaa - bbbbbbbb が
正常に aaaaaaaa されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU027
解説:

プロモートのエラー - この前にいくつか
のメッセージが表示されています。

解説:

解説:

受け入れ先 LIB が未カタログ ’aaaaaaaa’ は、カタログにありません。

ISRLU038

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU030

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU031
解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb - cccccccc(aaaaaaaa)
が bbbbbbbb です。

ISRLU040
解説:

重大なエラーが起きた - モジュール
aaaaaaaa がモジュール cccccccc から、
戻りコード bbbbbbbb を受け取りました。

解説:

ISPCDB でのプログラム・エラー - モジ
ュール ISRLUPR22 または ISRLUPRS
がモジュール ISPCDB から戻りコード
36 を受け取りました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU043

現時点では説明が用意されていません。

領域サイズが小さすぎる - BLDL の実行
に必要な仮想記憶域が足りません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU042

解説:

オープンのエラー - 指定されたメンバー
のオープンができませんでした。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU041
解説:

削除のエラー - STOW 機能の実行に必要
な仮想記憶域が足りません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU033

解説:

プロモートは使用不可 - プロモーショ
ン・ユーザー出口検査のエラー。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU032
解説:

変数の書き込みのエラー - 変数をプロモ
ート用の共有プールに書き込むときにエラ
ーが起きました。

削除のエラー - データ制御ブロックがオ
ープンされていないか、入力用にオープン
されている。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU039
解説:

削除のエラー - 永続入出力エラー。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU029

削除のエラー - 取り出し元 DATA SET
を出力用にオープンするときに I/O エラ
ー発生。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU037

解説:

解説:

オープンのエラー - 取り出し元 DATA
SET を入力用にオープンするときに I/O
エラー発生。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU026
解説:

印刷のエラー - 印刷要求のエラー。 リス
ト DS に詳しい情報が入っています。

BLDL の戻りコードが異常 - モジュール
ISPCDB から異常な BLDL 戻りコードが
返されました。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLU044

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU045
解説:

OBTAIN のエラー - 選択したメンバーに
対する BLDL で OBTAIN のエラーが起
きました。

BLDL I/O エラー - 選択したメンバーに
対する BLDL で I/O エラー発生。

ISRLU054

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU046

解説:

プロモート失敗 - パスワードで保護され
ている DATA SET をプロモートするこ
とはできません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU047

出口の後で失敗 - メンバーはプロモート
されました。 プロモートの後の出口で失
敗。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU048

解説:

順編成 DATA SET 無効 - 取り出し元メ
ンバーが与えられていない場合、区分デー
タ・セットを使用します。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU050

解説:

ライブラリーが必要 - 被制御の ISPF ラ
イブラリーが必要です。 順次データ・セ
ットは許可されません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU051

解説:

ISRCFIL が未割り振り - DD 名
ISRCFIL に制御ファイルが割り振られて
いません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU052

解説:

LIBRARY が被制御でない - メンバーを
ロックすることができません。 ライブラ
リー aaaaaaaa が被制御ではありません。

ISRLU053

メンバーはロック状態 - MEMBER
aaaaaaaa は bbbbbbbb でロックされてい
ます。

解説:

現時点では説明が用意されていません。
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解説:

メンバーはロックできない - MEMBER
aaaaaaaa は下位レベルに存在。 bbbbbbbb
メンバーの複写とロックは完了。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU061

現時点では説明が用意されていません。

メンバーはロックできない - MEMBER
aaaaaaaa は階層内の下位のレベルに存在
しています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU060

解説:

「受け入れ先」ライブラリーが無効 「受け入れ先」ライブラリーは被制御であ
ってはなりません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU059

解説:

ISPF LIBRARY が必要 - ロック機能のた
めに被制御の ISPF ライブラリーが必要
です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU058

解説:

複写とロックの失敗 - 複写は失敗。 メン
バーがユーザーの ID でロックされたまま
です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU057

解説:

重大エラー - LOG 参照 - MEMBER
aaaaaaaa のロックが失敗。 bbbbbbbb メ
ンバーの複写 / ロックは完了。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU056

解説:

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU055

解説:

制御情報が非活動状態 - 複写とロックを
行う前に制御情報を活動化しなければなり
ません。

重大エラー - LOG 参照 - MEMBER
aaaaaaaa の複写とロックは失敗に終わり
ました。 詳細はログを参照してくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

PDF メッセージ
ISRLU062

解説:

メンバーはロック状態 - MEMBER
aaaaaaaa は bbbbbbbb でロックされ、
cccccccc メンバーの複写 / ロックは完
了。

ISRLU113

解説:

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLU114

ISRLU063
解説:

ロックの失敗 - MEMBER aaaaaaaa のプ
ロモートが進行中。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU066

解説:

ロックの失敗 - 要求者に aaaaaaaa のア
クセス認可がない。 bbbbbbbb メンバーの
複写とロックは完了。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU065
解説:

ロックの失敗 - 要求者に aaaaaaaa のア
クセス認可がない。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU064

解説:

ロックの失敗 - MEMBER aaaaaaaa のプ
ロモートが進行中。 bbbbbbbb メンバーの
複写とロックは完了。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU115

解説:

OPTION 番号が無効 - 表示されたオプシ
ョンのうちの一つを入力してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU110

動的割り振りのエラー - 資源が使用不
可。エラー・コード aaaaaaaa: 詳細につ
いては HELP キーを押してください。

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW004
解説:

ISRLW004: LMF 開始タスク aaaaaaaa
が停止 - LMF を再始動してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW006
動的割り振りのエラー - パラメーター・
リスト無効。エラー・コード aaaaaaaa:
詳細は HELP キー。

解説:

ISRLW006: 制御ファイルの版が LMF 開
始タスク aaaaaaaa には正しくありませ
ん。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
ISRLW007

ISRLU112

解説:

ISRLW003: LMF は開始タスク aaaaaaaa
で ESTAE 環境を設定できませんでし
た。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU111

解説:

ISRLW002: LMF 開始タスク aaaaaaaa
はユーザー bbbbbbbb が停止しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW003

解説:

ISRLW001: LMF 開始タスク ’aaaaaaaa’
が初期設定されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW002
解説:

カタログのエラー - 既にカタログがある
か、VSAM で保護されているか、または
その他の原因です - aaaaaaaa

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW001
解説:

動的割り振りは使われない - 導入検査ル
ーチンで、動的割り振り / 割り振り解除
が拒否されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLU100
解説:

動的割り振りのエラー - SYSTEM ルーチ
ン・エラー。エラー・コード aaaaaaaa:
詳細は HELP キー。

動的割り振りのエラー - 環境エラー。エ
ラー・コード aaaaaaaa: 詳細については
HELP キーを押してください。

解説:

ISRLW007: LMF 開始タスク名 aaaaaaaa
は制御ファイルに結合されていません。

現時点では説明が用意されていません。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRLW008

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW009
解説:

解説:

aaaaaaaa には bbbbbbbb の ABEND が
含まれています。

このイベントが発生した時刻は aaaaaaaa
です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRM000

メンバーが見付からない - 要求されたメ
ンバーが PDS のディレクトリーにあり
ませんでした。

解説: PDF は指定されたメンバーを見付けることがで
きません。
ユーザー応答: メンバー名のつづりが正しいかどうか
をチェックしてください。 メンバーが存在している場
合は、システム・プログラマーに連絡してください。
システム・プログラマー応答: PDF が BLDL から
RC=4 を受け取りました。 PDS (または PDSE) ディレ
クトリーに対して適切な診断プログラムを実行し、メン
バーが存在しているかどうかを確認してください。 デ
ィレクトリーの問題が検出された場合は、弊社サービス
部門に連絡し、DFP 構成要素について問い合わせてく
ださい。
ISRM002

名前かパターンを指定 - このコマンドで
は、メンバー名またはパターンを指定しな
ければなりません。

メンバー名が無効 - 指定されたメンバー
名に無効な文字があります。

解説: メンバー名に 1 つまたは複数の無効な文字が含
まれています。
ユーザー応答: 入力されているメンバー名が、8 桁ま
での英数字ストリングであり、その最初の文字が英字、
および $, #, @ のいずれかであることを確認してくだ
さい。
ISRM003

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW019
解説:

aaaaaaaa には使用可能なディレクトリ
ー・ブロックが含まれていません。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW018
解説:

LMF が開始したタスク aaaaaaaa

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW017

ISRM001

aaaaaaaa はスペースを使い果しました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW016
解説:

制御ファイルが無効 - 現存の制御ファイ
ルに無効な ZNAMES メンバーが含まれ
ています。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW015
解説:

ISRLW009: 「ISPF 計画とカスタマイ
ズ」を参照してください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRLW014

解説:

ISRLW008: LMF タスク aaaaaaaa を開
始できません。 システム担当者に連絡し
てください。

コマンドが無効です - 有効なメンバー・
リスト・コマンドは ″SELECT″、
″SORT″、″LOCATE″、″RESET″、
″SAVE″、″MLC″、および ″CONFIRM″
です。

解説: SELECT、SORT、LOCATE、RESET、
REFRESH、SAVE、MLC、または CONFIRM 以外のコ
マンドが入力されました。
ユーザー応答: 入力したコマンドのつづりをチェック
してください。有効なメンバー・リスト・コマンドは、
SELECT、SORT、LOCATE、RESET、REFRESH、
SAVE、MLC、または CONFIRM です。

解説: SELECT コマンドには、メンバー名またはパタ
ーンの指定が必要です。

ISRM006

ユーザー応答: メンバー名またはパターンを指定して
SELECT コマンドを再入力するか、別のコマンドを選択
してください。

解説:
た。

メンバー名が長すぎる - メンバー名は 8
文字以下です。

8 文字よりも長いメンバー名が入力されまし

ユーザー応答: 入力されたメンバー名をチェックし、8
文字以下であるかどうかを確かめてください。
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ISRM007

無効な選択コード - ″S″ を使用して選択
するか、基本コマンド RESET を使用し
てすべての行コマンドを消去してくださ
い。

解説: BROWSE または EDIT メンバー・リストに対し
て、S 以外の行コマンドが入力されました。
ユーザー応答: BROWSE または EDIT が置かれるべき
場所に置かれているかどうかを確認してください。正し
く置かれているならば、選択する 1 つあるいは複数の
メンバーの隣に S を入力してください。そうでなけれ
ば、RESET を入力し、行コマンドをすべてクリアして
ください。
ISRM008

パネル幅が無効 - ISRCML ではパネル幅
が 80 文字必要です。

解説: 指定されたメンバー・リスト・パネルの幅が 80
文字より小さくなっています。
ユーザー応答: 使用中のメンバー・リスト・パネルが
80 文字幅であることを確認してください。
システム・プログラマー応答: ユーザーの //ISPPLIB
連結、および パネル・ライブラリーに対する LIBDEF
をチェックして、正しいパネルが選択されていること、
およびその幅が 80 文字になっていることを確認してく
ださい。
ISRM009
解説:

パターンが長過ぎる - パターンは 8 文字
以下でなければなりません。

指定されたパターンが 8 文字を超えています。

ユーザー応答:
ください。

指定したパターンを 8 文字以下にして

ISRM012
解説:

これは通知メッセージです。

ISRM013

解説:

無効な分類フィールド - 有効な分類フィ
ールドは NAME、LIB、VV、MM、
CRE、CHA、SIZE、INIT、MOD および
ID です。

無効な分類フィールドが指定されました。

ユーザー応答: リストされた有効な分類フィールドを
入力してください。

| ISRM011
|
|
|

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、LIB、SIZE、TTR、
ALIAS、AC、AM、AR、ATTR、および
SSI です。

| 解説: 無効な分類フィールドが指定されました。
| ユーザー応答: リストされた有効な分類フィールドを
| 入力してください。

パネルが見付からない - 指定されたデー
タ・セット・リスト・パネルが見付かりま
せん。

解説: LMMLIST サービスで指定されたパネルが見付
かりません。
システム・プログラマー応答: LMMLIST サービス用
に指定されたパネルが、ISPPLIB に連結されたライブラ
リー内に存在するかどうかを確認してください。
ISRM014

無効な PDS ディレクトリー - ディレク
トリー・ブロック・サイズが最大値の
256 を超えています。

解説: 指定されたライブラリー用のディレクトリーの
サイズが最大値 256 を超えています。
システム・プログラマー応答: 最大値 256 を超えない
ディレクトリーを持つデータ・セットを割り振ってくだ
さい。
ISRM015

メンバーが削除されている - 選択したメ
ンバーは削除されています。再度選択して
ください。

解説: ユーザーが処置の対象として選択したメンバー
が、以前の処置によってすでに削除されています。
ユーザー応答: 削除されたメンバーに対しては処置を
実行できません。
ISRM016

ISRM010

リストは分類順 - メンバー・リストはす
でに指定された順に分類されています。

メンバーが削除されている - 選択したメ
ンバーは削除されています。 再度選択し
てください。

解説: ユーザーは、メンバーのグループについて新し
い処理を選択したが、そのメンバーは前の処理で削除さ
れています。
ユーザー応答: 削除されたメンバーに対しては処置を
実行できません。
ISRM017

パターンが無効 - 指定のパターンには無
効文字が含まれています。

解説: パターンの一部として無効な文字が使用されて
います。
ユーザー応答: メンバー・パターンの使用法につい
て、手引きおよび解説書 の メンバー選択リストの使用
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セットに対するユーザーの権限レベルを更新してくださ
い。

の説明を参照してください。
ISRM018
解説:

ISRM025

これは通知メッセージです。

ISRM019

解説:

一致するものがない - 指定されたパター
ンと一致するメンバーがありません。

無効な選択コード - メンバーを選択する
には、選択コード ″s″ を使用してくださ
い。

S 以外の選択コードが入力されています。

ユーザー応答: この機能のメンバー・リストは、選択
コード S だけをサポートしています。
ISRM020

コマンドの構文が無効 - 入力した基本コ
マンドには無効な構文が含まれています。

解説: 基本メンバー・リスト・コマンドで構文エラー
が検出されました。
ユーザー応答: 有効なメンバー・リスト・コマンド
は、SELECT、SORT、LOCATE、RESET、REFRESH、
および SAVE です。

分類フィールドが多過ぎる - SORT コマ
ンドでは最大 2 つのフィールドが指定可
能です。

解説: SORT 基本コマンドで指定したパラメーターが
多過ぎます。
ユーザー応答: SORT 基本コマンドでは最大 2 つの分
類フィールドを入力できます。
ISRM026

″aaaaaaaa″ ストリングを入力 - LOCATE
コマンドでは、″aaaaaaaa″ ストリングを
入力する必要があります。

解説: パラメーターを指定せずに LOCATE 基本コマン
ドが入力されました。
ユーザー応答: LOCATE 基本コマンドで 1 個のパラメ
ーターを入力してください。
ISRM027

リスト ID が無効 - aaaaaaaa には無効な
文字が含まれています。

解説: ISPF リスト・データ・セットにメンバー・リス
トを書き込む際に I/O エラーが検出されました。

解説: 無効なリスト ID を指定しました。 リスト ID
は、メンバー・リストの書き込み先となるデータ・セッ
ト内の 3 番目の修飾子です。 リスト ID の形式は次の
とおりです。
prefix.userid.list-id.MEMBERS

システム・プログラマー応答: ISPF リスト・データ・
セットが割り振られ、作動可能であることを確認してく
ださい。

データ・セットが存在していなければ、ISPF がそのデ
ータ・セットを作成します。 データ・セットが存在し
ている場合は、新しいリストによって上書きされます。

ISRM021

ISRM022

入出力エラー - メンバー・リストの保管
中に入出力エラーが発生しました。

リストが保管された - メンバー・リスト
が ISPF リスト・データ・セットに保管
されました。

ユーザー応答:
てください。
ISRM028

解説:

これは通知メッセージです。

ISRM023
解説:

リストが保管された - メンバー・リスト
が ’aaaaaaaa’ に保管されました。

これは通知メッセージです。

ISRM024

許可エラー - この保護されたデータ・セ
ットは使えません。 オープン 913 で
ABEND しました。

解説: リスト・データ・セットに対する権限を与えら
れていません。 システム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答:
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有効なデータ・セット修飾子を入力し

作成日が無効 - aaaaaaaa は「作成」日と
しては無効です。

解説: メンバー・リストが作成日付順に分類されてい
るにもかかわらず、数値ではない LOCATE コマンドが
入力されました。
ユーザー応答:
ISRM029

有効な日付を入力します。

無効な変更ストリング - ″aaaaaaaa″ は
「変更」日付 / 時刻として無効です。

解説: メンバー・リストが変更日付順に分類されてい
るにもかかわらず、数値ではない LOCATE コマンドが
入力されました。
ユーザー応答:
い。

有効な日付 / 時刻を入力してくださ

PDF メッセージ
ISRM030

入出力エラー - メンバー・リストの分類
コマンドの処理中に入出力エラーが発生し
ました。

解説: メンバー・リスト・データ・セットに対する
BLDL 処理の際に I/O エラーが検出されました。
ユーザー応答:

操作を再試行します。

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRM031

BLDL エラー - メンバー・リストの分類
コマンドの処理中に BLDL エラーが発生
しました。

解説: メンバー・リスト・データ・セットに対して、
BLDL エラー が検出されました。
ユーザー応答:

操作を再試行します。

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRM032

オープンのエラー - メンバー・リストの
分類コマンドの処理中にオープン・エラー
が発生しました。

LOCATE コマンドを使用してください。
ISRM036

割り振りエラー - ’aaaaaaaa’ の割り振り
時にエラーが発生しました。

解説: SAVE 基本コマンドの処理中に、リスト・デー
タ・セット割り振りのエラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。

| ISRM037
|
|
|

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、LIB、VV、MM、
CHA、SIZE、INIT、MOD、CRE、ID で
す。

| 解説: 入力された SORT 基本コマンドが無効です。
| ユーザー応答: 有効な SORT パラメーターを指定して
| 再試行してください。
| ISRM038
|
|

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、LIB、SIZE、TTR、
AC、AM、RM、ATTR です。

解説: メンバー・リストのデータ・セットのオープ
ン・エラーが検出されました。

| 解説: 入力された SORT 基本コマンドが無効です。

ユーザー応答:

| ユーザー応答: 有効な SORT パラメーターを指定して
| 再試行してください。

操作を再試行します。

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRM033

メンバーが残っていない - PDS から全メ
ンバーが削除されました。

解説: これは通知メッセージです。 PDS の現行メンバ
ーはすべて直前の処理によって削除されました。
ISRM034

解説:

無効な LOCATE コマンド - メンバー・
リストを再度分類してから、LOCATE コ
マンドを実行してください。

これは通知メッセージです。

ISRM035

無効な位置ストリング - メンバー・リス
トが ATTRIBUTES によって分類されて
いる場合の有効な LOCATE パラメータ
ーは、NX、DATA、OVLY、RU、RN、
RF および TEST です。

ISRM039

入出力エラー - メンバー・リストを保管
している間に入出力エラーが発生しまし
た。

解説: SAVE 基本コマンドの処理中に I/O エラーが発
生しました。
ユーザー応答:

操作を再試行します。

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRM039A

解説:

確認強制 - 省略時の処置が Delete の場
合、メンバー削除の確認が強制的に行われ
ます。

通知のみ

解説: 有効な LOCATE パラメーターは、最近の分類コ
マンドに基づいています。 メンバー・リストを属性に
よって分類した場合は、リストされているいずれかの
第2章 PDF メッセージ
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ISRM039B

初期編集マクロ設定 - 初期編集マクロ
が、編集およびビューの処置用に定義され
ています。 編集またはビューのプロンプ
ト・フィールドに ″/″ を入力し、編集 /
ビューの入力フィールドを表示または変更
してください。

ISRM045

解説:

これは通知メッセージです。

ISRM046
解説:

通知のみ

ISRM040

解説:

無効なデータ・セット名 - 指定したデー
タ・セット名に無効な構文が含まれていま
す。

データ・セット修飾子の構文が無効です。

ユーザー応答:
てください。

データ・セット名を訂正して再入力し

解説:

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、VV、MM、CRE、
CHA、SIZE、INIT、MOD、および ID で
す。

入力された SORT 基本コマンドが無効です。

ユーザー応答: 有効な SORT パラメーターを指定して
再試行してください。

ユーザー応答:
ください。

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、SIZE、TTR、ALIAS、
AC、AM、RM、SSI、ATTR です。

正しい文字数を指定して、再試行して

無効な LRECL - データ・セットの論理
レコード長は 80 以上でなければなりま
せん。

解説: リスト ID データ・セットの LRECL の長さ
は、80 桁以上である必要があります。
ユーザー応答: リスト ID データ・セットを訂正し
て、SAVE 操作を再試行してください。
ISRM048

| ISRM042
|
|

位置指定ストリングが長過ぎる - 位置指
定ストリング ″aaaaaaaa″ の長さは、
bbbbbbbb 文字以下でなければなりませ
ん。

解説: LOCATE パラメーターに含まれている文字が多
過ぎます。

ISRM047
ISRM041

メンバーが選択されない - メンバー・リ
スト内のどのメンバーも指定されたパター
ンに一致しません。

データ・セット解放エラー - リスト・デ
ータ・セットの解放でエラーが発生しまし
た。

| 解説: 入力された SORT 基本コマンドが無効です。

解説: 解放コマンドの処理中に、リスト・データ・セ
ットにエラーが起こりました。

| ユーザー応答: 有効な SORT パラメーターを指定して
| 再試行してください。

ユーザー応答:
ださい。

| ISRM043
|
|
|

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、VV、MM、CHA、
SIZE、INIT、MOD、CRE、および ID で
す。

| 解説: 入力された SORT 基本コマンドが無効です。
| ユーザー応答: 有効な SORT パラメーターを指定して
| 再試行してください。
| ISRM044
|
|

分類フィールドが無効 - 有効な分類フィ
ールドは NAME、SIZE、TTR、AC、
AM、RM、SSI、ATTR です。

| 解説: 入力された SORT 基本コマンドが無効です。
| ユーザー応答: 有効な SORT パラメーターを指定して
| 再試行してください。
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システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。
ISRM049

データ・セットのクローズ・エラー - メ
ンバー・リストが保管されているデータ・
セットをクローズする際にエラーが発生し
ました。

解説: リスト・データ・セットを保管しようとしてエ
ラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: データ・セットが機能
することを確認してください。

PDF メッセージ
ISRM050

リスト ID が長過ぎる - リスト ID の長
さは 8 文字以下でなければなりません。

解説: SAVE メンバー・リスト基本コマンドでは、パ
ラメーターとしてリスト ID を指定できます。 ただ
し、リスト ID は 8 文字以下でなければなりません。
ISRM051

無効な位置指定ストリング - 位置指定ス
トリングとして数字 (0-9) を入力してく
ださい。

解説: リストを LIB、VV、または MM で分類する場
合、位置指定パラメーターは有効な数字でなければなり
ません。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。
ISRM052

無効な位置指定ストリング - 位置指定ス
トリングとして 16 進文字 (0-9、A-F) を
入力してください。

解説: リストを SIZE、TTR、または AC で分類する場
合、位置指定パラメーターは有効な 16 進数でなければ
なりません。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。
ISRM053
解説:
ん。

″*″ はサポートされない - この処置では
″*″ パターンはサポートされていません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISRM054

選択コードが長過ぎる - 1 文字の選択コ
ードのみ有効です。

解説: 選択基本コマンドでは、パラメーターとしてメ
ンバー名と選択コードを指定できます。 通常のメンバ
ー・リスト・パネルでは、1 文字の選択コードだけが有
効です。

ISRM056

解説: LOCATE コマンドでは、時、分、秒は数字で表
す必要があります。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。
ISRM057

日付が数字でない - 月、日、および年に
は数字を入れてください。

解説: LOCATE コマンドでは、月、日、年は数字で表
す必要があります。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。

位置指定文字列が長過ぎる - 変更日は 8
以下でなければなりません。

解説: LOCATE コマンドでは、月、日、年はそれぞれ
2 桁の数字で表し、1 文字で区切ります。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。
ISRM058

位置指定文字列が長過ぎる - 変更時刻の
長さは 5 以下でなければなりません。

解説: LOCATE コマンドでは、時間と分はそれぞれ 2
桁の数字で表し、1 文字で区切ります。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。
ISRM059

日付が不完全 - YY/MM/DD 形式で完全な
日付を入力してください。

解説: LOCATE コマンドでは、日付を完全に指定しな
ければなりません。
ユーザー応答: 正しいパラメーターを指定して、
LOCATE コマンドを再発行してください。
ISRP000

言語 aaaaaaa についてキーワードが定義
されていません。

解説: これは通知メッセージです。 言語 aaaaaaa に
ついて、特別に強調表示しているキーワードがないた
め、キーワード・リストを見ることができません。
ISRP001

ISRM055

時刻が数字でない - 時、分、秒には数字
を入れてください。

言語 aaaaaaa に対する設定は、その元の
値にリセットされました。

解説: これは通知メッセージです。 言語 aaaaaaa に
ついて、色、強調表示、輝度、強調表示すべき特殊文字
などのすべての設定が、HILITE コマンドが呼び出され
たときの値にリセットされました。
ISRP002

言語 aaaaaaa に対する色はその省略時値
にリセットされました。

解説: これは通知メッセージです。 言語 aaaaaaa に
ついて、色、強調表示、輝度、強調表示すべき特殊文字
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などのすべての設定が、ISPF によって定義された省略
時値にセットされました。 省略時の設定値は、さらに
変更しない限り、あるいは CANCEL コマンドや
CANCEL のプルダウン選択を使用しない限り、HILITE
ダイアログを終了するときに保管されます。
ISRP003

言語 aaaaaaa は変更されていません。

解説: これは通知メッセージです。 言語 aaaaaaa の
言語ダイアログは、変更を加えずに終了しました。
ISRP003A

FIND ストリングのカラーは変更されてい
ません。

解説: これは通知メッセージです。 FIND ストリン
グ・カラーのダイアログが CANCEL コマンドによって
終了しました。 FIND ストリングのカラーは変更されて
いません。
ISRP003B

カーソル・フレーズのカラーは変更されて
いません。

解説: これは通知メッセージです。 カーソル・フレー
ズ・カラーのダイアログが CANCEL コマンドによって
終了しました。 カーソル・フレーズのカラーは変更さ
れていません。
ISRP003C

オーバー・タイプのカラーは変更されてい
ません。

解説: これは通知メッセージです。 オーバー・タイ
プ・カラーのダイアログが CANCEL コマンドによって
終了しました。 オーバー・タイプのカラーは変更され
ていません。
ISRP004

言語 aaaaaaa の値が更新されました。 更
新された値は、このアプリケーションの終
了時に保管されます。

解説: これは通知メッセージです。 言語 aaaaaaa に
ついて、色、強調表示、輝度、強調表示すべき特殊文字
などの設定が変更されました。 変更内容は、HILITE ダ
イアログの終了時に保管されますが、その後変更をした
場合や、コマンド、またはプルダウン選択項目から
CANCEL を実行した場合は保管されません。

使用しない限り、HILITE ダイアログを終了するときに
保管されます。
ISRP004B

解説: これは通知メッセージです。 FIND 文字列の強
調表示色が変更されました。これは HILITE ダイアログ
終了時に、保管されますが、その後さらに FIND 文字列
の強調表示色の変更があった場合や、コマンド、または
プルダウン選択項目から CANCEL を実行した場合は保
管されません。
ISRP004C

オーバー・タイプ・カラーの値が更新され
ました。 更新された値は、このアプリケ
ーションの終了時に保管されます。

解説: これは通知メッセージです。 オーバー・タイ
プ・カラーの設定値は、さらに変更しない限り、あるい
は CANCEL コマンドや CANCEL のプルダウン選択を
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カーソル・フレーズ強調表示カラー値が更
新されました。 更新された値は、このア
プリケーションの終了時に保管されます。

解説: これは通知メッセージです。 カーソル・フレー
ズ強調表示カラーの設定値が変更され、さらに変更しな
い限り、あるいは CANCEL コマンドや CANCEL のプ
ルダウン選択を使用しない限り、HILITE ダイアログを
終了するときに保管されます。
ISRP005

カラーと記号の設定値が aaaa アプリケー
ション・プロファイルに保管されました。
他のすべての HILITE 設定は編集プロフ
ァイルに保管されました。

解説: これは通知メッセージです。 HILITE コマンド
を使用して、ISPF 強調編集カラーの動作を更新しまし
た。 カラーと記号の設定値がアプリケーション・プロ
ファイル (aaaa) に保管されました。 強調表示に影響す
る他の設定 (ON、OFF、LOGIC、PAREN など) および
現在の言語判別方式は編集プロファイルに保管されまし
た。
ISRP006

設定値がすべて元の値にリセットされまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 強調編集カラー設
定 (カラー、強調表示、輝度、強調表示する特殊文字)
がすべて、HILITE コマンドを呼び出したときの値にリ
セットされました。
ISRP008

ISRP004A

FIND ストリング強調表示カラー値が更新
されました。 更新された値は、このアプ
リケーションの終了時に保管されます。

設定値がすべて省略時値にセットされまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 強調編集カラー設
定 (カラー、強調表示、輝度、強調表示する特殊文字)
がすべて、ISPF によって定義されている省略時値にセ
ットされました。 省略時の設定値は、さらに変更しな
い限り、あるいは CANCEL コマンドや CANCEL のプ
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ルダウン選択を使用しない限り、HILITE ダイアログを
終了するときに保管されます。
ISRP009

取り消しが要求されました。 変更は保管
されません。

解説: これは通知メッセージです。 HILITE コマンド
のダイアログが CANCEL コマンドによって終了しまし
た。 強調カラー設定に加えられた変更は保管されませ
ん。
ISRP009A

ALL LANGUAGES の設定値がセットさ
れました。 これらの設定値はアプリケー
ション終了時に保管されます。 これらの
変更を保管したくないときは CANCEL
を使用してください。

解説: これは通知メッセージです。 サポートされてい
るすべての言語の設定値が変更されました。 変更を保
管したくない場合は HILITE ダイアログを取り消してく
ださい。
ISRP020

ISRP021

ISRP020 - 編集の回復またはやり直しが
失敗しました。 編集セッションの場合
は、データを保管しないでください。 詳
細と指示については、HELP を押してく
ださい。 (エラーの原因: 書き込みエラー
によるレコードの無視)

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。
ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。
この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。

ISRP021 - 不完全な回復またはやり直
し。現在編集セッション内の場合は、まず
チェックしてからデータを保管してくださ
い。このメッセージではデータ消失エラー
は表示されません。詳細と指示について
は、HELP を押してください。 (エラーの
原因: 回復ファイルまたはチェーンのデー
タまたは長さが無効)

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。
ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。
この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。
ISRP022

ISRP022 - 編集の回復またはやり直しが
失敗しました。 編集セッションの場合
は、データを保管しないでください。 詳
細と指示については、HELP を押してく
ださい。 (エラーの原因: 回復ファイルま
たはチェーンの読み取りエラー)

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。
ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。
この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。
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ISRP023

ISRP023 - 編集の回復またはやり直しが
失敗しました。 編集セッションの場合
は、データを保管しないでください。 詳
細と指示については、HELP を押してく
ださい。 (エラーの原因: 回復ファイルま
たはチェーンの無効な動詞 (ケース 1))

ISRP025

ISRP025 - 編集の回復またはやり直しが
失敗しました。 編集セッションの場合
は、データを保管しないでください。 詳
細と指示については、HELP を押してく
ださい。 (エラーの原因: 回復ファイルま
たはチェーンの無効な動詞 (ケース 1))

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。

ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。

ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。

この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。

この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。

ISRP024

ISRP024 - 編集の回復またはやり直しが
失敗しました。 編集セッションの場合
は、データを保管しないでください。 詳
細と指示については、HELP を押してく
ださい。 (エラーの原因: 回復ファイルま
たはチェーンで参照されたレコードが存在
していない)

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。
ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。
この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。
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ISRP026

ISRP026 - 編集の回復またはやり直しが
失敗しました。 編集セッションの場合
は、データを保管しないでください。 詳
細と指示については、HELP を押してく
ださい。 (エラーの原因: 回復ファイルま
たはチェーンの無効な動詞 (ケース 1))

解説: 編集の回復またはやり直しの要求を処理すると
きにエラーが発生しました。 このエラーは、PDF が保
存している変更のレコードが破壊されたことを示しま
す。
ユーザー応答: 編集セッションの場合は、データを保
管しないでください。データは破壊されている可能性が
あります。
この問題は、回復レコードの作成が不適切であった可能
性を示します。したがって、回復データ・セットが存在
していれば、保管したうえで、弊社サービス部門に連絡
することをお勧めします。 また、回復ファイルを作成
した編集セッションや UNDO が失敗したときの編集セ
ッションについて覚えていることをすべて書き留めてく
ださい。 表示されたメッセージ、使用したコマンドや
マクロの種類、いつもと違うデータやシステムの状況な
どが役に立つ情報となります。

PDF メッセージ
| ISRP100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

接続なし - この処置では、ワークステー
ションとの接続を確立する必要がありま
す。 ワークステーションへの接続は
ISPF 設定パネル、あるいは、コマンド行
から WSCON と入力することで確立でき
ます。

解説: ワークステーションへの接続が存在しません。
ユーザーは ISPSTART の GUI パラメーターを指定す
るか、または ISPF 設定パネルのプルダウン選択「ワー
クステーション」を選択するか、または任意のコマンド
行から WSCON を入力して、ワークステーションを指
定しなければなりません。
ユーザー応答: ワークステーションでのセッションを
開始してから、この処理を実行します。
プログラマー応答:

| ISRP101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ありません。

接続エラー - 分散ビュー / 編集は、ISPF
ワークステーション・ツール統合がビュー
/ 編集用に構成されているときにのみ有効
です。ビュー / 編集パネルのワークステ
ーション・アクション・バー・プルダウン
からワークステーション・ツール統合プル
ダウン選択を選択して、ISPF ワークステ
ーション・ツール統合を構成するかコマン
ド行に ISPF コマンド INT を入力しま
す。

解説: ISPF ワークステーション・ツール統合が構成さ
れていません。 ユーザーは、INT ISPF コマンドを発行
するか、またはビュー / 編集入力パネルのワークステー
ション・アクション・バーのプルダウンからワークステ
ーション・ツール統合プルダウン選択項目を選択して、
ワークステーション・ツール統合を構成する必要があり
ます。

| ユーザー応答: INT ISPF コマンドを発行するか、ビュ
| ー / 編集入力パネルのワークステーション・アクショ
| ン・バー・プルダウン選択項目から、ワークステーショ
| ン・ツール統合プルダウン選択を選択し、ワークステー
| ション・ツール統合を構成してください。
プログラマー応答:
ISRP102

ありません。

無効なビュー / 編集パラメーター - ワー
クステーション・ファイル・パラメーター
を指定するときは、DATAID またはメン
バーをコーディングしないでください。

ンバーをコーディングしないでください。
ユーザー応答: DATAID とメンバーのパラメーターを
除いてください。
ISRP103

ファイルが使用不可 - ファイル転送が失
敗しました。ワークステーション・ファイ
ルはオープンすることができないか、存在
しません。 Java 環境では、ディスク上
に存在するファイルは編集することができ
ません。

解説: 次の理由のうちの 1 つにより、要求されたワー
クステーション・ファイルへアクセスすることができま
せんでした。
v ワークステーション・ファイルがオープンできません
でした。
v Java クライアントとして実行中であるが、要求され
たファイルがワークステーション記憶域内に存在しま
せん。 Java 環境の場合、ディスク上のワークステー
ション・ファイルは、ホスト上で編集することはでき
ません。
ISRP104

ファイル書き込みエラー - ファイル転送
が失敗しました。ワークステーション・フ
ァイル : aaaaaaaa の書き込み中にエラー
が発生しました。 ワークステーションの
ディスク・ドライブがいっぱいか、または
サブディレクトリーが存在しません。 サ
ブディレクトリーがない場合は、作成して
再度アクションを行ってください。

解説: ワークステーション・ファイルの書き込みエラ
ーです。 ワークステーションのディスク・ドライブが
いっぱいか、またはサブディレクトリーが存在しませ
ん。
ユーザー応答: ワークステーションのディスク・ドラ
イブをチェックしてから、再試行してください。

| ISRP105
|
|

ファイル転送の失敗 - FILEXFER サービ
スによって戻される FILEXFER 戻りコー
ド aaaaaaaa。

| 解説: FILEXFER サービスは、戻りコード aaaaaaaa
| で失敗しました。戻りコードの説明については、ISPF
| サービスの手引きを参照してください。

解説: ビューまたは編集サービスを呼び出すには、デ
ータ・セット名またはワークステーション・ファイルの
いずれかを指定します。 ワークステーション・ファイ
ル・パラメーターを指定した場合は、DATAID またはメ
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ISRP106

解説:

機能がサポートされていない - 分散ブラ
ウズはサポートされていません。分散ビュ
ーを試みてください。

分散ブラウズはサポートされていません。

ユーザー応答:
ISRP107

分散ビューを試みてください。

オプションの競合 - ワークステーション
上のビューとブラウズ・モード・オプショ
ンは、同時には選択できません。 競合す
るオプションのいずれかの選択を解除して
ください。

解説: ワークステーションでのビューと、ブラウズ・
オプションとを同時に選択することはできません。
ユーザー応答: 競合するオプションのいずれかの選択
を解除してください。

| ISRP108
|
|
|
解説:
ん。.

ファイル・アクセスなし - ファイル転送
が失敗しました。 ワークステーションの
ファイル・アクセスは ISPF クライアン
ト / サーバーによって拒否されました。

編集が確認されなかった - ユーザーの要
求で編集セッションが取り消されました。
要求された権限コードではメンバーをプロ
モートできません。

解説: SCLM 編集権限コード確認パネルで END また
は EXIT が入力され、編集セッションが取り消されまし
た。
ユーザー応答: メンバーをプロモートしたい場合は、
別の権限コードで編集してください。 権限コードの変
更が必要なときは、SCLM ライブラリー・ユーティリテ
ィーを使用してください。
ISRP112

WS コマンドの失敗 - ワークステーショ
ン・コマンドが失敗しました。 戻りコー
ド = aaaaaaaa

解説:
パネルが指定されている場合、以下の戻りコードが返さ
れます。
0

正常完了。 選択したメニューから END が入
力されました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

4

ファイルが保管されない - ファイルがワ
ークステーションで保管されません。

正常完了。 RETURN コマンドが入力された
か、または選択したメニューあるいはもっと低
いレベルのメニューから EXIT オプションが指
定されました。

12

指定されたパネルが見付かりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

16

ZCMD または ZSEL 変数を格納するときに切
り捨てエラーが発生しました。

20

重大エラー。

ISRP109
解説:
ん。

ISRP111

ISRP110

省略時構成 - ISPF ワークステーショ
ン・ツール統合がビュー / 編集用に構成
されていません。 省略時構成が使用され
ます。 省略時構成は変更または保管でき
ます。

解説: ISPF ワークステーション・ツール統合がビュー
/ 編集用に構成されていません。 省略時構成が使用され
ます。
ユーザー応答:
さい。

省略時構成を変更または保管してくだ

プログラマー応答:

ありません。

MODAL ワークステーション・コマンドからは以下の戻
りコードが返されます。
20

SELECT サービス (全 SELECT) のパラメータ
ーまたは構文が無効です。

41

ワークステーションに空コマンドが渡されまし
た。

42

ISPF がワークステーションでコマンドを開始
できません。

43

ユーザーはコマンドのリモート実行を許可して
いません。

OTHER
ワークステーション・コマンドからの戻りコー
ドが 0 より大きかった場合は、ワークステー
ション・コマンドからの戻りコード + 100 に
なります。
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ISRP113

データ・セット保管エラー - ファイル転
送が失敗しました。 ワークステーション
作業ファイル aaaaaaaa をホスト・デー
タ・セット bbbbbbbb へ保管する際にエラ
ーが発生しました。 ホスト・データ・セ
ットが RACF 保護されている可能性があ
ります。 ワークステーション作業ファイ
ルはワークステーションに保存されていま
す。

解説: ワークステーション作業ファイル aaaaaaaa を
ホスト・データ・セット &ZDSN へ保管する際にエラ
ーが発生しました。ホスト・データ・セットが RACF
保護されている可能性があります。
ユーザー応答: データ・セットへの RACF アクセスを
要求し、ワークステーション作業ファイルを手動でアッ
プロードしてください。
ISRP114

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRP115

解説:

メンバー aaaaaaaa のビュー - bbbbbbbb
のメンバー aaaaaaaa はビュー・モードで
表示されています。 ワークステーション
作業ファイルは cccccccc に保管されまし
た。

現時点では説明が用意されていません。

ISRP117

解説:

ファイルが使用中 - ISPF が生成したワ
ークステーション作業ファイル aaaaaaaa
は使用中です。 あとで再試行してくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

ISRP116

解説:

データ・セットがパックされている - フ
ァイル転送はパックされたデータ・セット
をサポートしていません。 データ・セッ
トをアンパックして、再試行してくださ
い。

データ・セットのビュー - aaaaaaaa はビ
ュー・モードで表示されています。ワーク
ステーション作業ファイルは bbbbbbbb に
保管されました。

ISRP118

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRP119

解説:

メンバー aaaaaaaa は編集済み bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa はモード
レスの編集モードで編集されています。
ワークステーション作業ファイルは
cccccccc に保管されました。

データ・セットは編集済み - aaaaaaaa は
モードレスの編集モードで編集されていま
す。 ワークステーション作業ファイルは
bbbbbbbb に保管されました。

現時点では説明が用意されていません。

ISRP120

コマンドが開始しない - ISPF がワーク
ステーションでコマンドを開始できませ
ん。

解説: ISPF がワークステーションでコマンドを開始で
きません。
ユーザー応答: ワークステーションのネイティブ環境
でワークステーション・コマンドを開始できるかどうか
を確認してください。
プログラマー応答:
ISRP121

ありません。

コマンドは使えない - ワークステーショ
ン・コマンドのリモートの実行は、ワーク
ステーションによって許可されていませ
ん。

解説: ワークステーションは、ワークステーション・
コマンドのリモートでの実行を許可しません。
プログラマー応答:
ISRP122

ありません。

ISPF 統計がない - _____ は ____ に保
管されたが、PDS ディレクトリーには
ISPF 統計のためのスペースがありませ
ん。

解説: 統計を作成するためのディレクトリー・スペー
スが十分ではありませんでした。
プログラマー応答: ディレクトリー・ブロックを追加
してデータ・セットを再割り振りしてください。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRP123

装置が準備できていない - 要求された装
置が使用可能になっていません。装置に正
しい媒体が挿入されて使用可能になってい
ることを確認するか、または別の装置を選
択してください。

マンドに正しい割り当てタイプを使用するようにしてく
ださい。
ISRP127

解説: 要求された装置が準備できていない、使用可能
でない、または見付からないのいずれかです。 要求さ
れた装置をチェックしてください。
ユーザー応答: 装置をチェックして、作動し使用可能
であることを確認してください。 必要に応じ、装置に
正しい媒体を挿入するか、または別の装置を選択してく
ださい。
プログラマー応答:

ありません。

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRP124

弊社サポート部門まで

更新が使用不可 - ワークステーション・
ツール組み込み値の構成が Java 環境用
にサポートされていません。

解説: Java を使用しているとき、ISPF は、編集および
ビュー用のワークステーション・ツールの構成をサポー
トしません。ワークステーション上の編集およびビュー
は、ISPF の提供するインターフェースを使用する場合
のみサポートされます。
プログラマー応答:

ありません。

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRP125

弊社サポート部門まで

組み立ては許されない - SCLM ワークス
テーション組み立ては、ISPF Java 環境
からは実行できません。

PASTE データ切り捨て - 貼り付け操作
は正常に完了しましたが、切り捨てられた
データがあります。現行の編集セッション
に貼り付けられたデータは、現行のレコー
ド長より長い論理レコード長のデータ・セ
ットから CUT されたものでした。現行
のレコード長の末尾を超えるデータは、こ
の編集セッションに複写されませんでし
た。

解説: 現行の編集セッションに貼り付けられたデータ
は、現行のレコード長より長い論理レコード長のデー
タ・セットから CUT されたものでした。貼り付け操作
の間にデータの一部が切り捨てられた可能性がありま
す。
ISRP130

記憶域不足 - 切り抜いたレコードを保管
するための十分な仮想記憶域が使用できな
かったために CUT が失敗しました。
aaaaaaaa’ バイトが必要ですが、
’bbbbbbbb’ バイトだけが要求されたクリ
ップボードで使用可能です。クリップボー
ド ’cccccccc’ は変更されませんでした。

解説: ISPF エディターは、一定量の空間を予約して、
CUT 行を保管し、CUT 要求はその予約空間量より大き
な空間を使用します。
ユーザー応答: CUT する行数を減らすか、CUT 要求
で REPLACE パラメーターを使用するか、または別の
クリップボードを指定してください。
プログラマー応答:

ありません。

解説: SCLM ワークステーション組み立ては、ISPF
FILEXFER および WSCMDV サービスを使用します。
これらのサービスは、Java 環境のワークステーション組
み立てに使用された場合は無効です。

ISRP131

プログラマー応答:

解説: CUT コマンドが正常に完了しました。クリップ
ボードには、CUT された最新の行が入っています。

ありません。

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRP126

弊社サポート部門まで

割り当てコマンド・エラー - PRESERVE
コマンドに未承認の割り当てタイプ
(GET/SET)。

解説: PRESERVE マクロ・コマンドの使用中に重大エ
ラー (戻りコード 20) を受け取りました。 PRESERVE
コマンドで使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答:
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’aaaaaaaa’ 行 ’bbbbbbbb’ へ切り抜き - 後
の貼り付けコマンドによる検索のために
’aaaaaaaa’ 行がクリップボード
’bbbbbbbb’ に保管されました。

プログラマー応答:

ありません。

PDF メッセージ
ISRP132

’aaaaaaaa’ 行を ’bbbbbbbb’ へ追加 - 後の
貼り付けコマンドによる検索のために
’aaaaaaaa’ がクリップボード ’bbbbbbbb’
に保管されました。これらの行はすでに
1 つ以上の CUT コマンドによって保管
された行に追加されました。

解説: CUT コマンドが正常に完了しました。クリップ
ボードには、クリップボードにすでに入っていた行に加
えて、CUT された最新の行が入っています。
プログラマー応答:
ISRP133

ありません。

PASTE の前に CUT を使用 - ’aaaaaaaa’
と命名されたクリップボードに行がない
か、クリップボードが存在しません。
PASTE コマンドの前に CUT コマンドを
使用する必要があります。

プログラマー応答:
ISRP136

クリップボードがない - CUT DISPLAY
コマンドで表示可能なクリップボードがあ
りません。

解説: クリップボードがありません。ユーザー ID で
データ空間を作成できなかった場合だけ、この状態が発
生します。
プログラマー応答:
システムの処置:
ん。
ISRP137

他にクリップボードはない - 使用可能な
クリップボードがありません。 CUT
DISPLAY コマンドを使用して使用可能な
クリップボード名を表示してください。

プログラマー応答:

ユーザー応答: 存在するクリップボードの名前を見る
には CUT DISPLAY コマンドを使用してください。直
前の CUT コマンドでデータが入ったクリップボードを
使用するようにしてください。

ISRP138

ISRP134

ありません。

クリップボードの限界 - 可能な最大数の
クリップボードが作成されています。新規
のクリップボードは作成できません。存在
するクリップボードの名前を見るには
CUT DISPLAY コマンドを使用してくだ
さい。

解説: 存在するクリップボードの名前を見るには CUT
DISPLAY コマンドを使用してください。存在するクリ
ップボードの名前を変更するか、それを再使用すること
をお勧めします。
プログラマー応答:
ISRP135

ありません。

無効なクリップボード名 - クリップボー
ド名が 8 文字より長いです。別のクリッ
プボード名を使用してコマンドを再入力す
るか、CUT DISPLAY コマンドを使用し
て存在するクリップボード名を参照してく
ださい。

解説: クリップボード名は 1 〜 8 文字の長さであ
り、英数字を含み、英字で始まります。
ユーザー応答: 有効なクリップボード名を使用してコ
マンドを再入力してください。

ありません。
CUT/PASTE サービスは使用できませ

解説: 空または存在しないクリップボードの名前を使
用して、PASTE 要求が出されました。

プログラマー応答:

ありません。

ありません。

DISPLAY は無効です - DISPLAY は
CUT 編集マクロ・コマンドでは有効なオ
ペランドではありません。

解説: CUT コマンドの編集マクロ形式が誤って指定さ
れました。
ユーザー応答:
い。

編集マクロの作者に連絡してくださ

プログラマー応答: 編集マクロを変更して CUT コマ
ンドの DISPLAY キーワードを除いてください。 CUT
DISPLAY はマクロからはサポートされません。
ISRP139

’aaaaaaaa’ が空です - 要求されたクリッ
プボード (aaaaaaaaa) は表示または編集
する行を含んでいません。

解説: 行のないクリップボードにブラウズ要求または
編集要求が出されました。行を含むクリップボードだけ
をブラウズしたり、編集することができます。
ユーザー応答: CUT コマンドを使用してクリップボー
ドに行を追加してください。
プログラマー応答:
ISRP140

ありません。

無効なクリップボード名 - 入力されたク
リップボード名は有効ではありません。ク
リップボード名前は ISPF の PDS メン
バー名と同じ規則に従います。

解説: 無効なクリップボード名を指定して、CUT また
は PASTE コマンドを入力しました。クリップボード名
は、英字で始まる 1 〜 8 文字の英数字です。
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ユーザー応答: 有効なクリップボード名を指定してコ
マンドを入力してください。
プログラマー応答:
ISRP141

ありません。

’aaaaaaaa’ が存在します - ’aaaaaaaa’ と
命名されたクリップボードはすでに存在し
ます。別の名前を選択してください。

解説: クリップボードの名前変更の際に、存在するク
リップボードの名前を使用しました。
ユーザー応答: 別のクリップボード名を選択するか、
元の名前を再度入力してください。
プログラマー応答:
ISPR142

ありません。

ユーザー応答: 追加のクリップボードが必要な場合
は、CUT コマンドを使用してクリップボードを作成
し、CUT コマンドでクリップボード名を指定してくだ
さい。
プログラマー応答:

ありません。

無効なコマンド - 有効なコマンドは B
(表示)、E (編集)、C (消去)、D (削除)、R
(名前変更)、および O (読み取り専用の切
り換え) です。

解説: クリップボード名の左横に無効な文字または記
号が指定されました。 示されたコマンド以外は無効で
す。
ユーザー応答:
てください。

リストされたコマンドの 1 つを入力し

プログラマー応答:
ISPR144

ありません。

無効なパラメーター - ’bbbbbbbb’ コマン
ドで ’aaaaaaaa’ 範囲を指定する必要があ
ります。また、クリップボード名と
REPLACE キーワードを指定することも
できます。

解説: CUT コマンドで、無効なパラメーターが指定さ
れました。
ユーザー応答: 無効なパラメーターを除いて、CUT コ
マンドを再試行してください。
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無効なパラメーター - BEFORE または
AFTER キーワードを使用して、
’bbbbbbbb’ コマンドで ’aaaaaaaa’ の宛先
を指定する必要があります。クリップボー
ド名と KEEP キーワードを指定すること
もできます。

解説: PASTE コマンドで、無効なパラメーターが指定
されました。
ユーザー応答: 無効なパラメーターを除いて、PASTE
コマンドを再試行してください。
ISPR146

名前の変更が無効です - ISPF 省略時ク
リップボードの名前は変更できません。

解説: ISPF 省略時クリップボードの名前を変更しよう
としました。ISPF は最初のクリップボードに省略時名
を予約するため、変更は許可されません。

ISPR143

ISPR145

CUT/PASTE が使用不可能 - ISPF は編
集クリップボードに関する情報を保管する
データ・スペースを作成できませんでし
た。CUT/PASTE サービスは使用できま
せん。

解説: ISPF は、OS/390 データ空間を使用して編集ク
リップボードの情報を保管しますが、ISPF が必要なデ
ータ空間を作成できませんでした。これが CUT の最初
の呼び出しである場合は、システムがデータ空間の作成
を許可しない場合があります。
ユーザー応答: 無効なパラメーターを除いて、CUT パ
ラメーターまたは PASTE コマンドを再試行してくださ
い。
システム・プログラマー応答: IEFUSI を検査して、ユ
ーザーがデータ空間を作成できるようにしてください。
システムの処置: CUT/PASTE サービスは、編集セッシ
ョンでは許可されません。
ISPR147

’aaaaaaaa’ を貼り付け -- ’aaaaaaaa’ 行が
クリップボード ’bbbbbbbb’ からこの編集
セッションに移動または複写されました。

解説: クリップボード bbbbbbbb の内容が現行の編集
セッションに挿入されました。 KEEP キーワードを
PASTE コマンドで使用した場合は、クリップボードの
内容は変更されませんでした。あるいは、クリップボー
ドは空でした。
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ISPR148

’aaaaaaaa’ は読み取り専用 - クリップボ
ード ’aaaaaaaa’ は CUT DISPLAY パネ
ルの’’O’’行コマンドを使用して読み取り専
用にマークされているので CUT コマン
ドで変更できません。 このクリップボー
ドを変更するには、CUT DISPLAY 入力
パネルの ’’O’’行コマンドを使用して、読
み取り専用状態を読み取り / 書き込みに
変更してください。

解説: クリップボード aaaaaaaa の内容は変更されま
せんでした。
ユーザー応答: このクリップボードを変更するには、
CUT DISPLAY 入力パネルの ’’O’’行コマンドを使用し
て、読み取り専用状態を読み取り / 書き込みに変更して
ください。

再発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集および編集
マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
および編集マクロ を参照してください。
ISRP282

パラメーターが矛盾する - PRESERVE
コマンドで、aaaaaaaa と bbbbbbbb の両
方は指定できません。

解説: PRESERVE コマンドの呼び出しで、同時には使
用できないパラメーター (aaaaaaaa and bbbbbbbb) が指
定されました。

ユーザー応答: C 行コマンドを使用すると、省略時ク
リップボードの内容を消去することができます。

ユーザー応答: コマンドを変更して PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの
再発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログ
ラムのコマンド構文については、ISPF 編集および編集
マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。

パラメーターが多過ぎる - PRESERVE
コマンドで指定できるパラメーターは、
ON/OFF だけです。

プログラマー応答: マクロを変更し、PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
および編集マクロ を参照してください。

ISPR149

削除は許可されません - ISPF の省略時
の編集クリップボードは削除できません。

解説: ISPF の省略時の編集クリップボードは削除でき
ません。

ISRP280

解説: PDF 編集コマンド PRESERVE が、2 つ以上の
パラメーターを指定して呼び出されました。
PRESERVE コマンドには、パラメーターは 1 つだけが
(ON または OFF のどちらか) 指定できます。編集プロ
グラムのコマンド構文については、ISPF 編集および編
集マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の
人であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援
助を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
および編集マクロ を参照してください。
ISRP281

パラメーターが無効 - PRESERVE コマ
ンドで指定できるパラメーターは、
ON/OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド PRESERVE が、ON または
OFF 以外のパラメーターを指定して呼び出されまし
た。

ISRP283

パラメーター多過ぎ - SAVE_LENGTH
コマンドに指定されたパラメーターが多過
ぎます。データは引用符で囲みましたか?

解説: 無効な SAVE_LENGTH コマンドが入力されま
した。
ユーザー応答: SAVE_LENGTH コマンドについて、
ISPF 編集機能および編集マクロ の記述を見直してくだ
さい。
ISRP284

未承認パラメーター - SAVE_LENGTH
コマンドに、余分なまたは無効なパラメー
ターが指定されました。

解説: 無効な SAVE_LENGTH コマンドが入力されま
した。
ユーザー応答: ISPF 編集および編集マクロ の LINE
行コマンドの関連資料を調べてください。

ユーザー応答: コマンドを変更して PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの
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ISRP285

解説:
た。

パラメーターが無効 - PRESERVE コマ
ンドに、余分なまたは無効なパラメーター
が指定されました。

無効な PRESERVE コマンドが入力されまし

ユーザー応答: PRESERVE コマンドについて、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。

ラムのコマンド構文については、ISPF 編集および編集
マクロ を参照してください。マクロの提供者が別の人
であれば、作成者に連絡し、エラーの訂正にあたり援助
を得てください。
プログラマー応答: マクロを変更し、PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定してください。
編集プログラムのコマンド構文については、ISPF 編集
および編集マクロ を参照してください。
ISRRS000

ISRP286

解説:
た。

行ポインターが無効 - LINE コマンドに
必須の行ポインターが正しく指定されませ
んでした。

無効な PRESERVE コマンドが入力されまし

ユーザー応答: PRESERVE コマンドについて、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。
ISRP287

解説:
た。

データ・パラメーターが省略された PRESERVE コマンドに必須のデータ・パ
ラメーターが指定されませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 メッセージで指名
されたメンバーまたはパターンがブラウズ、印刷、名前
変更、削除、移動、複写、編集、リセット、表示、また
は指定のようにコマンド実行されました。
ISRRS001

アクションが不一致 - このアクションを
実行するためには、’aaaaaaaa’ の編成は
区分編成でなければなりません。

解説: 選択されたオプションまたは行コマンドは、区
分データ・セットを必要とします。

無効な PRESERVE コマンドが入力されまし
ISRRS002

ユーザー応答: PRESERVE コマンドについて、ISPF
編集機能および編集マクロ の記述を見直してくださ
い。
ISRP288

割り当てコマンド・エラー SAVE_LENGTH コマンドに未承認の割り
当てタイプ (GET/SET)。

解説: SAVE_LENGTH マクロ・コマンドの使用中に重
大エラー (戻りコード 20) を受け取りました。コマンド
で使用された割り当てタイプが無効です。
ユーザー応答: 編集マクロを訂正して、LINE コマンド
に正しい割り当てタイプを使用するようにしてくださ
い。
ISRP289

パラメーターの誤り - PRESERVE コマ
ンドで指定できるパラメーターは
ON/OFF だけです。

解説: PDF 編集コマンド PRESERVE が、ON または
OFF 以外のパラメーターを指定して呼び出されまし
た。
ユーザー応答: コマンドを変更して PRESERVE コマ
ンドに対して適切なパラメーターを指定し、コマンドの
再発行かマクロの再実行をしてください。 編集プログ
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解説:

個人リストが見付からない - 個人デー
タ・セット・リストにこの個人リストが定
義されていません。

通知メッセージです。

ISRRS003

個人リストが見付からない - 個人リスト
が見付かりません。

解説: 個人リスト名が、個人リストのリスト上にあり
ませんでした。
ユーザー応答:

別のリスト名で再試行してください。

プログラマー応答:
ISRRS004
解説:

データ・セット - aaaaaaaa - データ・セ
ット - ’bbbbbbbb’ - aaaaaaaa。

現時点では説明が用意されていません。

ISRRS005

解説:

ありません。

一致するデータ・セットがない - 参照リ
ストの項目と一致するデータ・セットがあ
りません。

現時点では説明が用意されていません。
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解説:

通知メッセージです。

ISRRS007

解説:

ワークステーション・ファイル aaaaaaaa
- ワークステーション・ファイル
aaaaaaaa の正常終了。

省略時設定なし - 省略時のオープン処置
が定義されていないか、またはオープン処
置をサポートしていない拡張メンバー・リ
ストからオープン処置が要求されました。

現時点では説明が用意されていません。

ユーザー応答: ワークプレース設定パネルで、オープ
ン処置の省略時解釈を選択してください。
ISRRS008

解説:

オープンはサポートされていない LIBRARY または DSLIST ユーティリテ
ィーではオープン処置はサポートされてい
ません。

ックして、無効な入力の原因を調べてください。 比較
結果は予期したものと一致していない可能性がありま
す。
ISRS003

解説: これは警告メッセージです。 旧データ・セット
(OLDDD) に正しい順序番号が含まれていないか、ある
いは順序番号の間隔が短過ぎて挿入できません。 これ
は UPDCMS8 または UPDMVS8 処理オプションだけに
該当します。
ユーザー応答: 旧データ・セット名が正しかどうかを
確認してください。 旧データ・セットに順序番号が存
在しているかどうかを確認してください。必要ならば、
順序番号を作成してください。 EDIT の NUMBER ON
コマンドを使用できます。 EDIT の RENUM コマンド
を使用して、順序番号を必要に応じて拡張してくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。
ISRS004

ISRRS009
解説:

bbbbbbbb のリスト aaaaaaaa - bbbbbbbb
のリスト aaaaaaaa。

現時点では説明が用意されていません。

ISRS000

差異が見付からない - 正常完了
(RC=0)。 ファイルの比較結果は等しくな
っています。

解説: これは通知メッセージです。 SuperC は差異を
検出しませんでした。
ユーザー応答: 詳細情報については、SuperC リスト・
データ・セットを参照してください。
差異を検出 - 正常完了 (RC=1)。 ファイ
ルは同じではありません。

解説: これは通知メッセージです。 SuperC は差異を
検出しました。
ユーザー応答: 差異および詳細情報については、
SuperC リスト・データ・セットを参照してください。
ISRS002

無効な入力を検出 - 異常完了 (RC=4)。
警告のリストを参照してください。

解説: これは警告メッセージです。 比較が実行された
が、誤った (または矛盾する) 入力オプションが SuperC
によって検出され、SuperC リスト・データ・セットに
報告されました。
ユーザー応答:

旧入力ファイルのエラー - 異常完了
(RC=8)。 詳細についてはリストを参照し
てください。

解説: 旧入力データ・セット (OLDDD) に関連するエ
ラーが発生し、比較を実行できませんでした。たとえ
ば、JCL を修正して、不注意で OLDDD 割り振りを省
略した場合は、SuperC がコード 8 を返します。旧入力
データ・セットが、入出力エラーと思われる原因でオー
プンしなかった場合も、このエラーを受け取ります。
ユーザー応答: エラーの詳細情報については、SuperC
リスト・データ・セットをチェックしてください。 JCL
を訂正して、再実行してください。
ISRS005

ISRS001

順序番号の誤り - 異常完了 (RC=6)。 警
告のリストを参照してください。

グループ作成の誤り - 異常完了
(RC=12)。 詳細についてはリストを参照
してください。

解説: このメッセージは、データ・セット編成の矛盾
を示します。 新規データ・セットと旧データ・セット
の一方が区分データ・セットで、他方が順次データ・セ
ットです。 比較は実行されませんでした。
ユーザー応答: 区分データ・セットを順次データ・セ
ットに混合比較することはできません。 これはダイア
ログ・インターフェースによって防止されますが、JCL
を誤って変更または実行して、OLDDD を区分データ・
セットに、NEWDD を順次データ・セットに割り振った
(あるいはこれらの逆に割り振った) 可能性があります。
割り振りを訂正し、再試行してください。

SuperC リスト・データ・セットをチェ
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ISRS006

新規入力ファイルのエラー - 異常完了
(RC=16)。 詳細についてはリストを参照
してください。

ISRS009

解説: これは新規入力データ・セット (NEWDD) に関
連するエラーです。 比較は実行されませんでした。 た
とえば、JCL を変更し、NEWDD 割り振りを忘れた場
合には、SuperC は戻りコード 16 を返します。 (おそら
くは入出力エラーによって) 新規データ・セットがオー
プンしない場合にもこのエラーが発生します。

解説: 旧データ・セットと新規データ・セットが空、
メンバー名が無効、あるいは入力フィルター処理 (注釈
だけが入っているデータ・セットへの DPPLCMT など)
の結果比較するデータがなくなったなどの原因により、
データは比較されませんで した。検索を実行しようと
した場合は、入力データ・セットが空であるか、あるい
は入力フィルター処理の結果検索すべきデータがなくな
ったため、ストリングが検出されませんでした。

ユーザー応答: エラーの詳細情報については、SuperC
リスト・データ・セットをチェックしてください。 JCL
を訂正して、再実行してください。
ISRS007

ユーザー応答: 旧データ・セットと新規データ・セッ
トの指定が正しいかどうかを確認してください。
SELECT 処理ステートメントが入力データ・セット内に
存在するメンバーを指示しているかどうかを確認してく
ださい。 入力フィルター処理ステートメントとオプシ
ョンを適切に指定して、比較または検索の対象となるデ
ータが残るようにしてください。

更新データ・セットの誤り - 異常完了
(RC=20)。 詳細についてはリストを参照
してください。

解説: これは更新出力データ・セット (DELDD) に関
連するエラーです。 このエラーの原因は通常はスペー
ス不足によるデータ・セットへの書き込み異常終了です
が、入出力エラーの可能性もあります。 JCL を変更し
て、DELDD の割り振りを忘れた場合、SuperC は戻り
コード 20 を返します。

ISRS010

リスト・ファイル・エラー - 異常完了
(RC=24)。 リストが空または不完全で
す。

解説: SuperC リスト出力データ・セット (OUTDD) の
オープンまたは書き込みの際にエラーが発生しました。
このエラーは、新規入力データ・セットと旧入力デー
タ・セットを同時にリスト・データ・セットとして使用
している場合にも発生します。 リスト・データ・セッ
トに詳細情報が示されていることもあります。
ユーザー応答: リスト・データ・セットの名前が入力
データ・セットのいずれかの名前と同じでないことを確
認してください。 リスト・データ・セットを削除し
て、再試行してください。
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記憶域の不足 - 異常完了 (RC=32)。 エ
ラーについてはリストを参照してくださ
い。

解説: SuperC プログラムを実行するための記憶域が不
足しています。 領域サイズが小さすぎるか、記憶域が
断片化されています。

ユーザー応答: エラーの詳細情報については、SuperC
リスト・データ・セットをチェックしてください。 JCL
を訂正して、再実行してください。 問題がスペース不
足による異常終了である場合は、更新データ・セットを
削除し、オプション 3.2 を使用してもっと大きいスペー
スを事前割り振りするか、またはオプション 3.13.A.D
を使用してもっと大きい省略時割り振りパラメーターを
指定してください。
ISRS008

比較するデータがない - 異常完了
(RC=28)。 詳細についてはリストを参照
してください。

ユーザー応答: REGION= キーワードを指定し、ジョブ
を実行するのに十分なジョブ・カード上の記憶域を指定
して、SuperC ジョブをバッチに実行依頼してくださ
い。 バッチを使用できない場合は、システム・プログ
ラマーに連絡して、セッション・ログオン時に利用でき
る領域サイズを一時的に増やす方法を相談してくださ
い。

|
|
|

ISRS011

|
|

解説:
ん。

|
|

ISRS012

|
|

解説:
ん。

更新オプションがない - UPD 表示出力オ
プションに矛盾があり、UPD 処理が選択
されません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

MEMBER LIST エラー - メンバー・リス
トは適用されません。

このメッセージについては特に説明を要しませ
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| ISRS013
|
|

差が見つからない - 正常完了 (rc=0)。
ファイルの比較結果は等しくなっていま
す。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
| ISRS014
|

差が見つかった - 正常完了 (rc=1)。 フ
ァイルは同じではありません。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
| ISRS015
|

更新 FILE の作成なし - 差が見つかりま
せん。更新ファイルは作成されません。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。

ISRS019

解説: SuperC は、区分データ・セットと順次データ・
セットの混合を検索または比較できません。 新規連結
と旧連結のどのデータ・セットも同じ編成でなければな
りません。 MVS 連結規則により、混合した割り振りは
許されていません。
ユーザー応答: 新規連結と旧連結 (DS1-DS4) 内のデー
タ・セットがすべて順次編成またはすべて区分編成とな
っているかどうかを確認してください。 このために
は、オプション 3.4 ATTRIB ビューを使用して、
DSORG フィールドを調べます。 すべてのデータ・セ
ットが PS または PO のいずれかでなければなりませ
ん。混合は許されません。
ISRS020

ISRS016

表示出力の矛盾 - 更新処理オプションを
付けずに表示出力 UPD が指定されてい
ます。

解説: 表示出力フィールドを UPD に設定すると、比
較ジョブの出力として更新データ・セットが作成されま
す。 SuperC は、更新データ・セットを作成する処理オ
プション (UPDPDEL など) が指定されていないことを
検出しました。 このため、UPD 出力をブラウズまたは
表示する要求が失敗しました。
ユーザー応答: オプション P を使用して更新処理オプ
ションを指定するか、表示出力フィールドを UPD では
なく YES、NO、または COND に設定してください。
ISRS017

***** SuperC aaaaaaaa 比較が呼び出され
ました。 *****

解説: これは通知メッセージです。 前景の SuperC 比
較が実行されています。 このメッセージは比較の種類
(LINE、WORD、FILE、または BYTE) を示していま
す。
ISRS018

PDS への追加が無効 - データ・セット編
成と追加オプションが矛盾しています。

解説: 区分データ・セットのメンバーである SuperC
リストへ追加することは無効です。 追加の処置は、順
次データ・セットに対してのみ有効です。 SuperC only
は PDS メンバーの内容を置き換えます。 PSD メンバ
ーには追加されません。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを順次にする
か、SuperC への入力から APNDLST 処理オプションを
除いてください。

データ・セット編成の誤り - 連結デー
タ・セットは矛盾のないデータ・セット編
成を必要とします。

同時に指定できない - aaaaaaaa と
bbbbbbbb は同時には指定できません。

解説: 指定した処理オプションの組み合わせが無効で
す。 このメッセージに示された 2 つの処理オプション
は、組み合わせると意味を持ちません。
ユーザー応答: 相互に排他的なオプションのいずれか
(または両方) を除いてください。 各オプションの意味
と使用法については、チュートリアルとマニュアルを参
照してください。
ISRS021

認識不能のキーワード - aaaaaaaa は認識
不能の処理オプションです。

解説: SuperC はメッセージに表示された処理オプショ
ンを識別できません。
ユーザー応答: オプションのつづりが正しいかどうか
を確認してください。 3.13 または 3.13.S のオプション
P を使用し、指定可能な処理オプションを選択してくだ
さい。 PROCESS OPTION 入力フィールドから無効な
オプションを除いてから、SuperC を継続してくださ
い。有効な処理オプションのリストについては、チュー
トリアルとマニュアルを参照してください。特定の比較
タイプについてだけ有効なオプションもあります。
ISRS022

キーワードの矛盾 - aaaaaaaa は比較タイ
プ bbbbbbbb の場合は無効です。

解説: 指定した処理オプションは、要求している比較
タイプには使用できません。
ユーザー応答: パネルの処理オプション・フィールド
から無効な処理オプションを除去するか、またはその処
理オプションの場合に有効な比較タイプに変更してくだ
さい。 オプション P を使えば、現在の比較タイプにつ
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いて有効なオプションのリストが表示されます。
ISRS023

キーワードの矛盾 - 更新オプションなし
で APNDUPD が指定されています。

解説: APNDUPD 処理オプションの指定は、出力を更
新ファイルに追加することを意味します。 このメッセ
ージの場合、更新ファイル出力を作成するオプションが
指定されていません。
ユーザー応答: 既存の SuperC リストに比較出力を追
加したい場合は、更新ファイル作成オプション
(UPDMVS8) を追加するか、APNDUPD を除去するか、
または APNDUPD を APNDLST に変更してください。
オプション P を使用すれば、処理オプションの選択リ
ストが表示されます。
ISRS024
解説:

戻りコード (aaaaaaaa) - 戻りコードの説
明がありません。

システム・プログラマー応答: ISPF 導入の問題である
可能性があります。 ISRSUPC のリリース・レベルが正
しいかどうか、およびシステムに別のリリース・レベル
が存在しないかどうかを確認してください。 ユーザー
に SuperC 出力のヘッダーを調べてもらってください。
このヘッダーには、システムに導入された ISPF の現行
リリースが表示されています。 リリースが混合してい
たり、SuperC のバージョンが間違っている場合は、弊
社サービス部門に連絡してください。
ISRS025

データ・セット編成の不一致 - 新旧のデ
ータ・セット編成が一致していません。

解説: 1 つまたは複数の区分データ・セットを、1 つ
または複数の順次データ・セットと比較しようとしてい
ます。 SuperC はこうした比較をサポートしていませ
ん。 SuperC では、すべて区分データ・セットである
か、またはすべて順次データ・セットでなければなりま
せん。 メンバー名 - PDS(MEMBER) - を付けて指定し
た区分データ・セットは、この処置では順次データ・セ
ットとみなされます。
ユーザー応答: データ・セット編成の規則に従って、
指定された新旧のデータ・セットを訂正してください。
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処理オプションが多過ぎる - 選択された
すべてのオプションをパネル行に表示でき
ません。

解説: 処理オプションの数が 2 行に収まる最大数を超
過しました。 収容可能なオプションはパネルに転送さ
れたが、オプション P で指定したいくつかのオプショ
ンが欠落しています。
ユーザー応答: 重複するオプション、矛盾するオプシ
ョン、または不必要なオプションを除いてください。
オプション B を使用すれば、さらにいくつかのオプシ
ョンをバッチ比較に送り、JCL を編集して、SuperC へ
のパラメーター・ストリングへ追加することが可能にな
る場合があります。 ただし、パラメーター・ストリン
グの全長は MVS によって 255 に制限されています。
この制限を超過すると、JCL エラーが発生します。
ISRS027

SuperC が未定義の戻りコードを返しました。

ユーザー応答: SuperC のプログラミング・エラーであ
るか、または導入の問題です。 短メッセージ・フィー
ルドに表示された戻りコードを書き留め、システム・プ
ログラマーに連絡してください。
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ISRS026

パスワードが受け入れられない - パスワ
ードは「その他のデート・セット名」と併
用するときにのみ有効です。 パスワード
は消去されます。

解説: パスワード・フィールドに (たぶん間違って) 入
力されました。 パスワードが受け入れられるのは、対
応する「データ・セット名」フィールドが入力されてい
る場合だけです。 DS1-4 フィールドについては、パス
ワードは受け入れられません。 SuperC はパスワード・
フィールドを消去します。
ユーザー応答: パスワードで保護されたデータ・セッ
トを比較したい場合を除き、処置は必要ありません。パ
スワードで保護されたデータ・セットを比較するには、
データ・セット名フィールドとパスワード・フィールド
を使用しなければなりません。
ISRS028

無効なオプション - ″3.13.S ″
(SRCHFOR) と ″3.13.A ″ (活動化 / 作
成) だけが有効です。

解説: 無効なオプション (たとえば =3.13.X) でオプシ
ョン 3.13 (SuperCE) にジャンプしようとしました。
ユーザー応答: Searchfor またはプロファイル管理プロ
グラムへ直接にジャンプするには =3.13.S または
=3.13.A を使用します。これ以外の場合、=3.13 を使用
して SuperCE へジャンプします。 SuperCE では、ステ
ートメント・データ・セットを編集するための個々の任
意のオプション (たとえば E) を選択できます。
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ISRS029

ストリングが探索されない - 異常完了
(RC=28)。 詳細についてはリストを参照
してください。

解説: 探索データ・セットまたはメンバーが空である
ため、ストリング探索が行われません。 フィルター処
理がこの原因になっていることがあります。 たとえ
ば、DPLINE や DPPLCMT ステートメントを使用する
と、候補行がすべて入力から消去されます。
ユーザー応答: 詳細については、Searchfor リスト・デ
ータ・セットを参照してください。 探索セットから除
外される行を減らすには、入力フィルター処理ステート
メントの変更が必要になるかもしれません。 探索デー
タ・セットが空でないことを確認してください。
ISRS030

必須フィールド - 最初の連結または「そ
の他のデータ・セット名」は指定しなけれ
ばなりません。

解説: 最低限、新旧 (または探索) データ・セットにつ
いて、DS1 フィールドまたは「その他のデータ・セッ
ト」フィールドのいずれかを指定しなければなりませ
ん。 両方を指定した場合は、「その他のデータ・セッ
ト」フィールドが使用されます。
ユーザー応答: いずれかの必須フィールドに入力し
て、再試行してください。
ISRS032

プロファイルの作成 - プロファイル DS
’aaaaaaaa’ が作成されました。

解説: メッセージに示されたプロファイル・データ・
セットまたはメンバーが新規に作成されました。
ユーザー応答: 作成されたプロファイルをオプション
3.12 またはオプション 3.13 で使用し、比較オプション
を指定してください。
ISRS033

プロファイルの活動化 - プロファイル
DS ’aaaaaaaa’ が活動化されました。

解説: メッセージに示されたプロファイル・データ・
セットが読み取られ、その処理と比較オプションがパネ
ルに書き込まれて使用できるようになりました。 プロ
ファイル・データ・セットに処理ステートメントが入っ
ている場合、パネルのステートメント DSN 名が置き換
えられます。
ユーザー応答: プロファイル・データ・セットに入っ
ている比較オプションがパネルに転送されました。 こ
れにより、比較データ・セットを指定して、比較を実行
できるようになりました。

ISRS034

****** SuperC Search-for が呼び出され
ました。 ******

解説: 探索が進行中です。 探索する入力の量によって
は、かなり時間がかかることもあります。 通常は、こ
のあとで、探索の結果を示すリスト・データ・セットの
ブラウズ・セッションが表示されます。 ストリングが
見付からなかったときは、メッセージだけが表示されま
す。ただし、この場合もリスト・データ・セットが作成
されており、SuperC ダイアログの外側で見ることがで
きます。
ユーザー応答: 長い探索によってセッションが滞るこ
とを防ぎたいときは、バッチ探索を実行依頼してくださ
い。 このためには、オプション 3.14 または 3.13.S.B
を使用します。
ISRS035

* Search-for が呼び出されました。ステ
ートメント・データ・セットからのストリ
ングが使用されます *。

解説: 探索が進行中です。 しかし SRCHFOR あるい
は SRCHFORC ステートメントがステートメント・デー
タ・セットに指定されているため、これらが探索対象ス
トリングの指定に使われており、パネルで指定したスト
リングは使用されていません。 ステートメント・デー
タ・セット内のストリングによって、パネルで指定した
ストリングが上書きされました。
ユーザー応答: パネルのストリングを使用するつもり
がないのなら、処置は必要ありません。パネルで指定し
たストリングを使用したいのならば、ステートメント
DSN フィールドを消去するか、SRCHFOR ステートメ
ントを、ステートメント・データ・セットから除いてく
ださい。
ISRS036

ストリングが見付からない - Search-for
が完了したが、ストリングが見付かりませ
ん。 詳細についてはリストを参照してく
ださい。

解説: 探索は完了したが、ストリングは見付かりませ
んでした。 探索リスト・データ・セットにはもっと詳
しい情報が示されている可能性があります。このデー
タ・セットは Searchfor の外側で見ることができます。
入力フィルター処理 (たとえば、DPLINE) を外せば、そ
れによって隠れているストリングが現れる可能性があり
ます。
ユーザー応答: 予期しない結果が返された場合は、ス
テートメント・データ・セットが指定されているなら、
それを編集し、フィルター処理オプションを調べてくだ
さい。 リスト・データ・セットのブラウズも行ってく
ださい。
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ISRS037

ストリングが見付かった - Search-for が
完了しました。 ストリングが見付かりま
した。

解説: これは通知メッセージです。 探索は正常に完了
し、ストリングが見付かりました。 他に結果として出
る可能性があるのは、ストリングが見付からない、スト
リングが探索されなかった、あるいはエラーです。
ISRS039

プロファイルの置換 - プロファイル DS
’aaaaaaaa’ が置き換えられました。

解説: メッセージに示されたプロファイル・データ・
セットまたはメンバー名が置き換えられました。 これ
は既存のものです。
ユーザー応答: 比較オプションを指定するには、オプ
ション 3.12 またはオプション 3.13 のプロファイルを
使用してください。
ISRS040

プロファイルが作成されない - 比較タイ
プ aaaaaaaa は無効です。

ISRS043

プロファイルが作成されない - aaaaaaaa
は認識不能の処理オプションです。

解説: メッセージに示された処理オプションが無効な
ため、プロファイルの作成が失敗しました。
ユーザー応答: 処理オプションのつづりを訂正して、
再試行してください。 処理オプションの選択には、オ
プション P を使用してください。
ISRS044

プロファイルが作成されない - aaaaaaaa
は比較タイプ bbbbbbbb の場合、無効で
す。

解説: メッセージに示された処理オプションと比較タ
イプとの組み合わせが無効なため、プロファイルの作成
が失敗しました。
ユーザー応答: 無効な処理オプションを除去するか、
または比較タイプを変更して、再試行してください。
オプション P を使えば、現在の比較タイプの場合の有
効なオプションのリストが表示されます。

解説: 比較タイプ・フィールドが無効なため、プロフ
ァイルを作成しようとして、失敗しました。 有効なタ
イプは LINE、FILE、BYTE、および WORD です。

ISRS045

ユーザー応答: 無効な比較タイプを訂正して、再試行
してください。

解説: APNDUPD 処理オプションはユーザーによる更
新ファイルの作成を前提としているが、UPD が指定さ
れていないため、プロファイルの作成に失敗しました。

プロファイルが作成されない - リスト・
タイプ aaaaaaaa は無効です。

ユーザー応答: UPD 処理オプションを指定して更新フ
ァイルを作成するか、または APDNUPD の代わりに
APNDLST を使用してリスト・データ・セットへの追加
を指定してください。 再試行してください。

ISRS041

解説: リスト・タイプ・フィールドが無効なため、プ
ロファイルを作成しようとして、失敗しました。 有効
なタイプは OVSUM、DELTA、CHNG、LONG、および
NOLIST です。
ユーザー応答: 無効なリスト・タイプを訂正して、再
試行してください。
ISRS042

プロファイルが作成されない - aaaaaaaa
と bbbbbbbb は同時には指定できません。

解説: メッセージに示された 2 つの処理オプションの
組み合わせが無効なため、プロファイルの作成が失敗し
ました。
ユーザー応答: 処理オプションの一方 (または両方) を
消去し、処理を再試行してください。

ISRS046

プロファイルが作成されない - 更新オプ
ションなしで APNDUPD が指定されまし
た。

プロファイルが作成されない - ブラウ
ズ・オプション aaaaaaaa が無効です。

解説: ブラウズ出力フィールドが無効なため、プロフ
ァイルを作成しようとして、失敗しました。 有効なタ
イプは YES、NO、COND、および UPD です。
ユーザー応答: 無効なブラウズ出力選択を訂正して、
再試行してください。
ISRS047

ステートメント DS が保管された - 処理
ステートメント DS の編集セッションが
完了し、変更が保管されました。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、ユーザーがオプション E を使用してステートメン
ト・データ・セットを変更したことを示します。 変更
はデータ・セットまたはメンバーに保管されました。
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ISRS048

ジョブが実行依頼された - JCL が生成さ
れ、ジョブ・スケジューラーへ送られまし
た。

解説: このメッセージは、比較または探索のバッチ・
ジョブが実行依頼されたことを示します。 JCL エラー
があってジョブが失敗する可能性はこの時点でまだ存在
していますが、JCL の作成と実行依頼は正常に完了しま
した。
ユーザー応答: ジョブが完了するかどうかを監視して
ください。 SuperC ダイアログに留まる必要はありませ
ん。
ISRS049

リストが作成されない - 異常完了
(RC=25)。 既存のリスト DS 属性が矛盾
しています。

解説: LRECL、RECFM、または DS 編成の矛盾のため
に、リスト・データ・セットが割り振られません。 リ
ストは同一の DS 属性 (LRECL または RECFM) を持
つ PDS にのみ保管できます。APNDLST は PDS には
保管できず、同じ属性を持つ順次 DS にのみ保管できま
す。 出力が生成されませんでした。
ユーザー応答: 既存のデータ・セット名とは異なるリ
スト・データ・セットの新しい名前を使用するか、また
は既存のデータ・セットを保存したくない場合には削除
し、適切な属性で SuperC がデータ・セットを再割り振
りできるようにしてください。
ISRS050

リスト・データ・セットがいっぱい - リ
スト・データ・セットまたはボリュームが
いっぱいです。オプション 3.2 を使用し
てデータ・セットを削除し、もっと大きい
データ・セットを事前割り振りするか、ま
たはオプション 3.13.A.D を使用して省略
時スペース・パラメーターを増やしてくだ
さい。

解説: リスト・データ・セットまたはそのボリューム
のスペースが不足しているため、SuperC が生成しよう
としている出力全部を収容できません。
ユーザー応答: 順次データ・セットの場合は、オプシ
ョン 3.2 を使用してデータ・セットを削除し、もっと大
きいデータ・セットを事前割り振りするか、またはオプ
ション 3.13.A.D を使用して省略時スペース割り振りパ
ラメーターを増やしてください。 区分データ・セット
の場合は、オプション 3.1 を使用して、データ・セット
を圧縮してください。 ボリュームのスペースが不足し
ている場合は、システム・プログラマーに連絡して、リ
スト・データ・セットの割り振り先を問い合わせてくだ
さい。

ISRS051

無効なプロファイル - プロファイルに無
効な比較タイプ aaaaaaaa が含まれていま
す。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された無効な比較タイプが含まれて
います。 もっとも可能性が高い原因は、プロファイル
を手動で編集して破壊した場合です。 通常、プロファ
イルを変更するには、オプション 3.13.A の「プロファ
イル作成」を使用しなければなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集して、1 行目の最
初の PROF PREFIX ステートメントに指定されている
無効な比較タイプを訂正してください。 構文は
CTYP=FILE/LINE/WORD/BYTE です。 あるいは、オプ
ション 3.13.A「プロファイルの作成」を使用して、3.13
パネルから取得した新しい値で無効なプロファイルを置
き換えてください。
ISRS052

無効なプロファイル - プロファイルに無
効なリスト・タイプ aaaaaaaa が含まれて
います。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された無効なリスト・タイプが含ま
れています。 もっとも可能性が高い原因は、プロファ
イルを手動で編集して破壊した場合です。 通常、プロ
ファイルを変更するには、オプション 3.13.A の「プロ
ファイル作成」を使用しなければなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集して、1 行目の最
初の PROF PREFIX ステートメントに指定されている
無効なリスト・タイプを訂正してください。 構文は
LTYP=OVSUM/DELTA/CHNG/LONG/NOLIST です。 あ
るいは、オプション 3.13.A「プロファイルの作成」を使
用して、3.13 パネルから取得した新しい値で無効なプロ
ファイルを置き換えてください。
ISRS053

無効なプロファイル - プロファイルに無
効な表示出力パラメーター aaaaaaaa が含
まれています。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された無効な表示出力パラメーター
が含まれています。 もっとも可能性が高い原因は、プ
ロファイルを手動で編集して破壊した場合です。 通
常、プロファイルを変更するには、オプション 3.13.A
の「プロファイル作成」を使用しなければなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集して、1 行目の最
初の PROF PREFIX ステートメントに指定されている
無効な表示出力パラメーターを訂正してください。 構
文は BRW=YES/NO/COND/UPD です。 あるいは、オ
プション 3.13.A「プロファイルの作成」を使用して、
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3.13 パネルから取得した新しい値で無効なプロファイル
を置き換えてください。
ISRS054

無効なプロファイル - aaaaaaaa と
bbbbbbbb は同時には指定できません。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された処理オプションの無効な組み
合わせが含まれています。 もっとも可能性が高い原因
は、プロファイルを手動で編集して破壊した場合です。
通常、プロファイルを変更するには、オプション 3.13.A
の「プロファイル作成」を使用しなければなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集して、2 行目と 3
行目の PROF PREFIX ステートメントを訂正し、処理
オプションの有効な組み合わせを指定してください。
あるいは、オプション 3.13.A「プロファイルの作成」を
使用して、3.13 パネルから取得した新しい値で無効なプ
ロファイルを置き換えてください。
ISRS055

無効なプロファイル - aaaaaaaa は認識不
能の処理オプションです。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された無効な処理オプションが含ま
れています。 もっとも可能性が高い原因は、プロファ
イルを手動で編集して破壊した場合です。 通常、プロ
ファイルを変更するには、オプション 3.13.A の「プロ
ファイル作成」を使用しなければなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集して、2 行目と 3
行目の PROF PREFIX ステートメントを訂正し、処理
オプションの有効な組み合わせを指定してください。
あるいは、オプション 3.13.A「プロファイルの作成」を
使用して、3.13 パネルから取得した新しい値で無効なプ
ロファイルを置き換えてください。
ISRS056

無効なプロファイル - aaaaaaaa は比較タ
イプ bbbbbbbb の場合、無効です。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された処理オプションと比較タイプ
の無効な組み合わせが含まれています。 もっとも可能
性が高い原因は、プロファイルを手動で編集して破壊し
た場合です。 通常、プロファイルを変更するには、オ
プション 3.13.A の「プロファイル作成」を使用しなけ
ればなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集して、1、2、3 行
目の PROF PREFIX ステートメントを訂正し、処理オ
プションと比較タイプの有効な組み合わせを指定してく
ださい。 あるいは、オプション 3.13.A「プロファイル
の作成」を使用して、3.13 パネルから取得した新しい値
で無効なプロファイルを置き換えてください。
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ISRS057

無効なプロファイル - 更新オプションな
しで APNDUPD が指定されています。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、メッセージに示された無効な組み合わせが含まれて
います。 もっとも可能性が高い原因は、プロファイル
を手動で編集して破壊した場合です。 通常、プロファ
イルを変更するには、オプション 3.13.A の「プロファ
イル作成」を使用しなければなりません。
ユーザー応答: プロファイルを編集し、PROF PREFIX
行 2 に有効な更新処理オプションを指定して無効な組
み合わせを訂正します。あるいは、オプション 3.13.A
CREATE 機能を用いて、3.13 パネルから得た新しい値
で、無効なプロファイルを置換します。
ISRS058

無効な DS RECFM/LRECL - プロファイ
ルとステートメントは 80 文字の固定長
でなければなりません。

解説: SuperC プロファイル・データ・セット用に使用
しようとしているデータ・セットの名前のつづりが正し
いかどうかを確認してください。 あるいは、SuperC プ
ロファイル用のデータ・セットをユーザー自身が作成し
た場合は、LRECL が間違っている可能性もあります。
ユーザー応答: データ・セット名のつづりをチェック
してください。 オプション 3.13.A 「作成」を使用して
SuperC プロファイル・データ・セット用のデータ・セ
ットを作成しようとしている場合、選択した名前がすで
に存在している可能性があります。この場合には、別の
名前を指定しなければなりません。 データ・セットを
ユーザー自身が割り振った場合は、LRECL が FIXED
80 となっているかどうかを確認してください。 FIXED
80 でなければ、訂正してから、再試行してください。
データ・セットを削除するときは、必ず事前にブラウズ
し、内容を確かめてください。
ISRS059

無効なプロファイル接頭部 - プロファイ
ル接頭部が間違っているか、あるいは欠落
しています。

解説: プロファイル・データ・セットまたはメンバー
に、最初の 3 つのレコードの有効な接頭部が含まれて
いません。 SuperC プロファイルでないデータ・セット
が指定された可能性があります。 SuperC プロファイル
では、最初の 3 つのレコードの選択から 14 までの位
置に .* PROF PREFIX が含まれ、LRECL は FIXED 80
となります。
ユーザー応答: データ・セット名が正しいことを確認
してください。 正しくない場合は、プロファイルを編
集して、無効な接頭部を訂正する必要があります。 あ
るいは、オプション 3.13.A「プロファイルの作成」を使
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用して、3.13 パネルから取得した新しい値で無効なプロ
ファイルを置き換えてください。 置き換えられるプロ
ファイルについては、保存する必要がないことを確認し
てください。 バックアップ・コピーをとることをお勧
めします。
ISRS060

SUBMIT のエラー - SUBMIT エラーが発
生しました。

解説: TSO SUBMIT コマンドが非ゼロの戻りコードを
返しました。 ジョブの実行依頼は失敗しました。 MVS
システムの問題であるか、内部 ISPF 処理の失敗である
かのどちらかです。
ユーザー応答: ISPF LOG データを保管または印刷し
て、システム・プログラマーに見せてください。このた
めには、ISPF を一時的に終了する必要があります。 失
敗したときの状況を書き留め、システム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF は一時データ・セ
ットを渡す TSO SUBMIT コマンドを選択します。 ユ
ーザーの ISPF LOG データ・セットまたはシステム・
ログに情報が示されている可能性があります。 オプシ
ョン 6 から TSO SUBMIT コマンドを実行し、TSO 問
題が発生しているかどうかを確かめてください。
SUBMIT の失敗の原因が ISPF の内部だけにある場合
は、弊社サービス部門に連絡してください。
ISRS061

FTOPEN エラー - FTOPEN の使用中に
エラーが発生しました。

解説: ISPF 内部の処理の失敗と考えられます。 ISPF
は、実行依頼する JCL ステートメントのファイル調整
のために一時データ・セットをオープンできませんでし
た。
ユーザー応答: ISPF LOG データを保管または印刷し
て、システム・プログラマーに見せてください。このた
めには、ISPF を一時的に終了する必要があります。 失
敗したときの状況を書き留め、システム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF FTOPEN TEMP 呼
び出しが失敗しました。 ユーザーの ISPF LOG デー
タ・セットまたはシステム・ログに情報が示されている
可能性があります。 問題を解決することが不可能な場
合には、弊社サポート部門まで連絡してください。
ISRS062

ファイル調整の失敗 - ファイルの組み込
み。

解説: ISPF 内部の処理の失敗と考えられます。 ISPF
は実行依頼予定の一時データ・セットに、JCL ステート

メントを入れてファイル調整することができませんでし
た。
ユーザー応答: ISPF LOG データを保管または印刷し
て、システム・プログラマーに見せてください。このた
めには、ISPF を一時的に終了する必要があります。 失
敗したときの状況を書き留め、システム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF FTINCL
SKELNAME 呼び出しが失敗しました。 ユーザーの
ISPF LOG データ・セットまたはシステム・ログに情報
が示されている可能性があります。 ISPF SKELS デー
タ・セット (ISPSLIB) が、ユーザーのログオン・プロシ
ージャーによって正しく割り振られるようにしてくださ
い。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISRS063

ファイル調整の失敗 - ファイルのクロー
ズ。

解説: ISPF 内部の処理の失敗と考えられます。 実行
依頼する JCL が正常に生成されませんでした。
ユーザー応答: ISPF LOG データを保管または印刷し
て、システム・プログラマーに見せてください。このた
めには、ISPF を一時的に終了する必要があります。 失
敗したときの状況を書き留め、システム・プログラマー
に連絡してください。
システム・プログラマー応答: ISPF FTCLOSE 呼び出
しが失敗しました。 ユーザーの ISPF LOG データ・セ
ットまたはシステム・ログに情報が示されている可能性
があります。 問題を解決することが不可能な場合に
は、弊社サポート部門まで連絡してください。
ISRS064

無効な検索ストリング - ストリングを囲
む引用符の後ろの符号が欠落しています。

解説: 探索文字列の前後に付ける引用符が、対になっ
ていません。 DBCS 対の一部として X ’7D’ を含む
DBCS ストリングの入力を試みている場合は、拡張
SearchFor オプション (オプション 3.15) を MIXED 処
理オプションを指定して使用する必要があります。
ユーザー応答: 訂正して、再試行してください。 探索
可能な引用符を指定するには、2 つの連続した引用符を
使用します。たとえば、「don’t」というストリングを見
付けるのに、「DON″T」は正しい指定です。
ISRS065

無効な探索修飾子 - 修飾子は WORD、
PREFIX、SUFFIX または C (継続) でな
ければなりません。

解説: SuperC が探索ストリング自体の外側に無効なオ
ペランドを検出しました。 探索ストリングの一部とし
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て書かれた引用符によって、そのストリングが途中で区
切られたためと考えられます。 引用符の右側のデータ
は、探索修飾子とみなされます。
ユーザー応答: ストリング全体を単一引用符で囲み、
データ内に埋め込まれている引用符は二重引用符で囲ん
でください。たとえば、’DON’T RUN’ とします。探索
修飾子のつづりが間違っている可能性もあります。この
場合にはつづりを訂正して再試行してください。
ISRS066

探索ストリングが必要 - 探索ストリング
が指定されているか、またはステートメン
ト入力になければなりません。

ISRS069

ヌル・ストリングが無効 - ヌル・ストリ
ングは許可されない探索引き数です。

解説: SuperC はヌル・ストリングを探索できません。
最短の有効なストリングは 1 個のブランクです。
ユーザー応答: 探索ストリングを訂正して、再試行し
てください。 以下に例を示します。
可: ’ ’
不可 ’
これは行の中の 1 個のブランクを探索します。
選択が取り消された - ユーザーの要求に
より、新しい処理オプション選択が取り消
されました。

解説: オプション 3.13.S Search-For で、パネルにもス
テートメント・データ・セットにも、探索ストリングが
指定されていません。

ISRS077

ユーザー応答: パネルで 1 個以上 5 個までの探索ス
トリング・フィールド (CAPS または ASIS フィールド)
を指定するか、ステートメント・データ・セットで 1
個以上の SRCHFOR ステートメントを指定してくださ
い。 ステートメント・データ・セットを指定すれば、
パネルで指定したストリングは指定変更されます。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、ユーザーが処理オプション選択ダイアログで取り消
しの操作を行ったことを示します。 オプションは変更
されません。

ISRS067

16 進文字が対になっていない - 16 進ス
トリングの 16 進文字が対になっていま
せん。

解説: 16 進ストリングの指定に誤りがあります。 有
効なストリングでは、16 進文字の数は偶数でなければ
なりません。
ユーザー応答: 16 進ストリングを訂正して、再試行し
てください。以下に例を示します。
可 : X'F0F0'
不可 : X'F1F'
ISRS068

無効な 16 進ストリング - 16 進ストリ
ングで、指定されたストリング内に無効な
文字が入っています。

解説: 16 進文字は 0-9 または A-F の範囲でなければ
なりません。
ユーザー応答:
てください。

16 進ストリングを訂正して、再試行し

以下に例を示します。
可 : X'F123'
不可 : X'ZZZZ'
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ISRS079

引用符の無効な埋め込み - 引用符は区切
り文字として使用するか、または対として
指定します。

解説: 探索ストリングに意味のはっきりしない引用符
が含まれています。 探索ストリングにブランクがある
場合、引用符を対で使用して、その探索ストリングの始
まりと終わりを区切ります。 あるいは、引用符は探索
対象としての引用符号を指定するためにも使用できます
が、その場合は 2 つの連続した引用符が 1 個の符号と
して解釈され、区切り文字としてではなくデータとして
扱われます。 DBCS 対の一部として X ’7D’ を含む
DBCS ストリングの入力を試みている場合は、MIXED
処理オプション指定の拡張 SearchFor オプション (オプ
ション 3.15) を使用する必要があります。
ユーザー応答: 訂正して、再試行してください。 探索
可能な引用符を指定するには、2 つの連続した引用符を
使用します。
以下に例を示します。
たとえば、ストリング don’t を見付けるには、DON’T
と指定します。
ISRS080

割り振りエラー - 「新規」データ・セッ
トで割り振りエラーが発生しました。

解説: SuperC が要求した NEWDD DDNAME に対す
る指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗
し、予期しない結果が発生しました。 SuperC の内部処
理エラーまたは ISPF の導入問題によるものと思われま
す。 または、SuperC がデータ・セットの使用可能度を
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チェックした時点と、割り振りをしようとした時点との
間に、データ・セットが削除されたか、または別のジョ
ブかユーザーによって排他的に割り振りされてしまった
可能性があります。
ユーザー応答: 処理を再試行してください。 失敗の原
因は一時的なものであり、解決されている可能性があり
ます。 再試行の際にはもっと詳しいエラー・メッセー
ジが出される可能性もあります。たとえば、データ・セ
ットが削除されていたために割り振りを実行できなかっ
たような場合です。
問題が解決しないようなら、失敗の状況を書き留め、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。 ISPF ログ
には役に立つ情報が入っている可能性があります。ISPF
を一時的に終了して、このログを印刷または保管してく
ださい。 SuperC を CLIST モードまたは PROGRAM
モードのどちらで実行しているかも、システム・プログ
ラマーにとっては役に立つ情報になります。 これを判
別するには、オプション 3.13.A.D で「プログラム・イ
ンターフェースを通じて SuperC を呼び出す」が選択さ
れているかどうかをチェックしてください。
システム・プログラマー応答: ユーザーが SuperC を
CLIST または PROGRAM のどちらのインターフェース
で実行しているかを判別してください。 ユーザーのオ
プション 3.13.A.D と PDF 構成テーブルを調べれば判
別できます。 CLIST モードの場合は、ユーザーの
SYSPROC 割り振りを調べて、ISRSFORG (または
ISRSSRCH) の損傷されていないバージョンが実行され
ているかどうかを確認してください。 コーディングの
レベルが混合している可能性がありますが、ユーザーは
旧 CLIST を選び出している場合があります。 また、現
行のメインテナンス・レベルにあることを確認してくだ
さい。 過去におかしなデータ・セット (別名、カタログ
化されたデータ・セットと同じ名前を持つ未カタログの
データ・セット) の割り振りによって問題が発生したこ
とがあります。 問題が再現できるか試してください。
割り振り失敗の原因について合理的で訂正可能な説明が
見付かるかもしれません。 原因が見付からない場合
は、弊社サービス部門に連絡してください。
ISRS081

割り振りエラー - 「旧」データ・セット
で割り振りエラーが発生しました。

解説: SuperC が要求した OLDD DDNAME に対する
指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗し、
予期しない結果が発生しました。 上記の ISRS080 を参
照してください。

ISRS082

割り振りエラー - 「リスト」データ・セ
ットで割り振りエラーが発生しました。

解説: SuperC が要求した OUTDD DDNAME に対する
指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗し、
予期しない結果が発生しました。 上記の ISRS080 を参
照してください。
ISRS083

割り振りエラー - 「ステートメント / プ
ロファイル」データ・セットで割り振りエ
ラーが発生しました。

解説: SuperC が要求した SYSIN DDNAME に対する
指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗し、
予期しない結果が発生しました。 上記の ISRS080 を参
照してください。
ISRS084

割り振りエラー - 「メンバー名」デー
タ・セットで割り振りエラーが発生しまし
た。

解説: SuperC が要求した SYSIN2 DDNAME に対する
指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗し、
予期しない結果が発生しました。 上記の ISRS080 を参
照してください。
ISRS085

割り振りエラー - 「更新」データ・セッ
トで割り振りエラーが発生しました。

解説: SuperC が要求した DELDD DDNAME に対する
指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗し、
予期しない結果が発生しました。 上記の ISRS080 を参
照してください。
ISRS086

割り振りエラー - 「探索」データ・セッ
トで割り振りエラーが発生しました。

解説: SuperC が要求した NEWDD DDNAME に対す
る指定されたデータ・セットの TSO 割り振りが失敗
し、予期しない結果が発生しました。 上記の ISRS080
を参照してください。
ISRS088

メンバー名が無効 - 区分データ・セット
のメンバー名が無効です。

解説: メンバー名に 1 つまたは複数の無効な文字が含
まれています。
ユーザー応答: 入力されているメンバー名が、8 桁ま
での英数字ストリングであり、その最初の文字が英字、
および $, #, @ のいずれかであることを確認してくだ
さい。 あるいは、パターン (たとえば、ABC で始まる
すべてのメンバーのリストに対して ABC*) を入力する

第2章 PDF メッセージ

461

PDF メッセージ
か、メンバー名を入力しないで、リストからメンバーを
選択してください。
ISRS089

旧メンバーが見付からない - 旧データ・
セットについて選択されたメンバー
″aaaaaaaa″ が見付かりません。

解説: 新規の DS 名の区分データ・セット用に選択リ
スト・パネルから単一メンバーが選択され、パネルを終
了しました。 SuperC が この単一メンバーを旧 DS 名
の区分データ・セット内の同名のメンバーと比較しよう
としたが、メンバーが存在していません。
ユーザー応答: 旧 DS 名が正しく指定されているかど
うかを確認してください。 もしそれが正しいならば、
メンバー選択リスト・パネルの OLDMEM フィールド
で、別の古い DS メンバー名を指定し、リストにあるメ
ンバーと、違う名前のメンバーとを比較することを検討
してみてください。
ISRS091

オペランドが多過ぎる - 使用できるオペ
ランドは WORD、SUFFIX、PREFIX の
いずれかと C だけです。

解説: キーワードの数が多過ぎるため、指定した検索
引き数が無効です。検索ストリングに追加できるキーワ
ードは最大 2 個です。 複数の単語からなる検索ストリ
ングを引用符で囲まないと、このメッセージが出されま
す。 たとえば、’This is just a test’ のように引用符で
囲みます。
ユーザー応答: 検索ストリングを訂正して、再試行し
てください。 WORD、SUFFIX、PREFIX は同時に指定
できないことに注意してください。 各ストリングにつ
いていずれか 1 つだけを指定できます。 C (継続) は他
の 3 つのオペランドと共に、またはそれだけで使用す
ることができ、2 つ以上のストリングを同じ行に見付け
る必要があることを表します。
ISRS092

オペランド使用の誤り - ″aaaaaaaa″ と
″bbbbbbbb″ が同時に指定できないもので
あるか、または重複しています。

解説: 同一の探索ストリングを修飾するために
WORD、PREFIX、SUFFIX を一緒に使用することはで
きません。それぞれ個別に使用してください。 WORD
はブランクで区切ること、PREFIX はワードで開始する
こと、SUFFIX はワードで終了することをそれぞれ意味
します。
ユーザー応答: 探索ストリングの指定を訂正して、再
試行してください。
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ISRS093

連結はできない - 連結のためには、デー
タ・セットの論理レコード長 (LRECL) が
すべて同じでなければなりません。

解説: 論理レコード長が異なる複数のデータ・セット
を連結しようとしました。 MVS では、これは許可され
ません。 いずれかのデータ・セット名のつづりに間違
いがあるか、または異なるタイプのデータ (たとえばソ
ースとリスト) を連結しようとしました。
ユーザー応答: 連結されたデータ・セットのリストが
必要なものであるかどうかをチェックしてください。
データ・セットの LRECL を調べるには、オプション
3.2 または 3.4 のデータ・セット情報機能を使用しま
す。 訂正して、再試行してください。
ISRS094

連結はできない - 連結のためには、デー
タ・セットのレコード形式 (RECFM) が
すべて同じでなければなりません。

解説: レコード形式が異なる (たとえば固定長と可変
長) 複数のデータ・セットを連結しようとしました。
MVS では、これは許可されません。 いずれかのデー
タ・セット名のつづりに間違いがあるか、または異なる
タイプのデータ (たとえばソースとリスト) を連結しよ
うとしました。
ユーザー応答: 連結されたデータ・セットのリストが
必要なものであるかどうかをチェックしてください。
データ・セットの RECFM を調べるには、オプション
3.2 または 3.4 のデータ・セット情報機能を使用しま
す。 訂正して、再試行してください。
ISRS095

連結はできない - 最大の論理レコード長
(LRECL) を最初に連結しなければなりま
せん。

解説: RECFM 可変長データ・セットでは、MVS 規則
によれば、最大の LRECL が連結の先頭になります。
ユーザー応答: データ・セットを並べ替えて、比較を
再試行してください。 どのデータ・セットが最大の
LRECL であるかを調べるには、オプション 3.2 または
3.4 を使用します。
ISRS096

ストリング 1 の場合、C は無効 - C (継
続) オペランドは任意の、または後続のあ
らゆる探索オペランドについて有効です。

解説: 最初の探索ストリングに継続オペランド (C) が
指定されていました。 これは許されません。 C を指定
したストリング (継続されるストリング) は、それより
前の合致するストリングと同じ行になければなりませ
ん。 このストリング 1 の前にはストリングがありませ
ん。
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ユーザー応答: 継続オペランド (C) をストリング 1 か
ら除去し、継続のためにストリング 2 に追加してくだ
さい。 探索ストリングが引用符で囲まれていることを
確認してください。 ストリング (たとえば Vitamin C)
は無効な継続であると解釈された可能性があります。
代わりに、’Vitamin C’ を試みてください。
ISRS097

連結が指定された - オプションを選択し
て Enter を押すと、連結パネルが表示さ
れます。

解説: ユーザーがワークプレースで拡張 SuperC また
は拡張 SearchFor を要求し、ISPF ライブラリー連結を
渡しました。 連結パネルでは、プロジェクト、グルー
プ、タイプのフィールドが指定されました。
ユーザー応答: オプションを入力して Enter キーを押
すと、連結パネルが表示されます。
ISRS098

ボリュームが指定された - オプションを
選択して Enter を押すと、アンカタログ
されたデータ・セット・パネルが表示され
ます。

解説: ユーザーがワークプレースで拡張 SuperC また
は拡張 SearchFor を要求し、「その他のデータ・セッ
ト」と一緒にボリューム・フィールドを渡しました。
データ・セットはカタログ化されていないと想定されて
います。
ユーザー応答: オプションを入力して Enter キーを押
すと、アンカタログされたデータ・セット・パネルが表
示されます。
ISRS101

VOL 通し番号の指定不可 - ボリューム通
し番号の指定は、「その他のデータ・セッ
ト名」フィールドを使います。

解説: プロジェクト / グループ / タイプのフィールド
が、データ・セット名用に使用されたときに、ボリュー
ム通し番号がパネルに指定されました。 そのボリュー
ム通し番号はデータ・セット用に「その他の DS 名」
FIELD を使用するときのみ、指定できます。
ユーザー応答: 特定のボリューム上にあるデータ・セ
ットへのアクセスを試みる場合には、その他のデータ・
セット名フィールドにデータ・セット名を入力し、ボリ
ューム通し番号フィールドにボリューム名を入れてから
Enter キーを押します。

ISRS103

メンバー名が必要 - この区分データ・セ
ットにはメンバー名が必要です。

解説: メンバー名を追加して、カーソルが示している
区分データ・セットの指定を完了してください。
ユーザー応答: メンバー名を指定して再試行します。
正しいメンバーが不明な場合には、データ・セットを表
示してください。
ISRS104

「旧」PDS 名の入力 - 「新」PDS を
「旧」順次 DS または PDS メンバーと
比較することはできません。

解説: 新しいデータ・セットは区分編成 (メンバーを含
んでいる) なので、古いデータ・セットも区分編成でな
ければなりません。 有効な組み合わせは PDS と
PDS、順次と順次、PDS (メンバー) と PDS (メンバ
ー)、あるいは順次と PDS (メンバー) です。 すなわ
ち、SuperC は一対一、あるいは複数対複数の比較は行
いますが、一対複数の比較は行いません。
ユーザー応答:
します。
ISRS105

有効な組み合わせを指定して、再試行

「旧」メンバー名入力 - 「新」順次 DS
または PDS メンバーを「旧」PDS と比
較することはできません。

解説: 新しいデータ・セットは順次または PDS のメン
バーなので、古いデータ・セットにはメンバーが必要で
す。 有効な組み合わせは PDS と PDS、順次と順次、
PDS (メンバー) と PDS (メンバー)、あるいは順次と
PDS (メンバー) です。 すなわち、SuperC は一対一、
あるいは複数対複数の比較は行いますが、一対複数の比
較は行いません。
ユーザー応答:
します。
ISRS106

有効な組み合わせを指定して、再試行

メンバー名が却下 - 順次データ・セット
では、メンバー名は許可されません。

解説: カーソルが示している順次データ・セットのメ
ンバー名の指定が無効です。 メンバー名を指定できる
のは区分データ・セットだけです。
ユーザー応答:
ISRS107
解説:

メンバー名を削除して再試行します。

TBCREATE の失敗 - メンバー選択のテ
ーブル作成は失敗に終わりました。

これは内部 ISPF 処理の失敗です。

ユーザー応答: 失敗したときの状況を書き留め、シス
テム・プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了
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する際に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立
ちます。

ポート部門まで連絡してください。

システム・プログラマー応答: ISPF ログに、この失敗
を示す情報がある場合があります。 ユーザーの
ISPTABL または ISPTLIB 割り振りに問題がありそうで
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。

ISRS111

ISRS108

解説:

TBPUT の失敗 - メンバー選択のテーブ
ルへの TBPUT または TBADD が失敗し
ました。

これは内部 ISPF 処理の失敗です。

ユーザー応答: 失敗したときの状況を書き留め、シス
テム・プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了
する際に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立
ちます。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、この失敗
を示す情報がある場合があります。 ユーザーの
ISPTABL または ISPTLIB 割り振りに問題がありそうで
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISRS109
解説:

LMMDISP(GET) の失敗 - 内部 ISPF エ
ラー処理メンバー・リストです。

これは内部 ISPF 処理の失敗です。

ユーザー応答: 失敗したときの状況を書き留め、シス
テム・プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了
する際に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立
ちます。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、この失敗
を示す情報がある場合があります。 問題を解決するこ
とが不可能な場合には、弊社サポート部門まで連絡して
ください。
ISRS110

ファイル調整の失敗 - メンバー選択のフ
ァイル調整が失敗に終わりました。

解説: これは、SYSIN2 データ・セットへのファイル調
整ステートメントを試みている間に生じた、内部 ISPF
処理エラーです。
ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 ユーザーの
ISPTABL または ISPTLIB 割り振りに問題がありそうで
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
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解説:

LMINIT の失敗 - 指定のデータ・セット
の LMINIT が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg に記載さ
れている LMINIT 戻りコードを調べることもできま
す。 データ・セット自体に、なにか問題がある可能性
があります。 問題を解決することが不可能な場合に
は、弊社サポート部門まで連絡してください。
ISRS112

解説:

LMMFIND の失敗 - 指定のデータ・セッ
トの LMMFIND が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg に記載さ
れている LMMFIND 戻りコードを調べることもできま
す。 データ・セット自体に、なにか問題がある可能性
もあります。 問題を解決することが不可能な場合に
は、弊社サポート部門まで連絡してください。
ISRS113

解説:

LMOPEN の失敗 - 指定のデータ・セッ
トの LMOPEN が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg の中の
LMOPEN 戻りコードを調べることもできます。 デー
タ・セット自体に、なにか問題がある可能性もありま
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
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ISRS114

解説:

LMCLOSE の失敗 - 指定のデータ・セッ
トの LMCLOSE が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ISRS117

解説:

LMMDISP の失敗 - MEMBER LIST の
LMMDISP が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。

システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg の中の
LMCLOSE 戻りコードを調べることもできます。 デー
タ・セット自体に、なにか問題がある可能性もありま
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。

システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg の中の
LMMDISP 戻りコードを調べることもできます。 デー
タ・セット自体に、なにか問題がある可能性もありま
す。 問題を解決できない場合には、弊社サポート部門
まで連絡してください。

ISRS115

解説:

LMFREE の失敗 - 指定のデータ・セット
の LMFREE が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg の中の
LMFREE 戻りコードを調べることもできます。 デー
タ・セット自体に、なにか問題がある可能性もありま
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。
ISRS116

解説:

LMMREP の失敗 - 指定のデータ・セッ
トの LMMREP が失敗し、戻りコード
aaaaaaaa が出ました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 &ispfsg の中の
LMMREP 戻りコードを調べることもできます。 デー
タ・セット自体に、なにか問題がある可能性もありま
す。 問題を解決することが不可能な場合には、弊社サ
ポート部門まで連絡してください。

ISRS119

メンバーが不明 - MEMBER LIST
PATTERN と一致するメンバーがない
か、「新」DS が空です。

解説: 指定されたパターンで設定された選択基準に一
致するメンバーがないので、メンバー選択リストは作成
されませんでした。 パターンが指定されなかった場合
には、新しいデータ・セットが空です。
ユーザー応答: リストから選択したい場合には、パタ
ーンを修正して、新しいデータ・セットを 1 つまたは
複数含むようにします。 メンバーのパターンをブラン
クにすると、リストの全メンバーから選択できるように
なります。
ISRS121
解説:

LMMDISP(PUT) の失敗 - メンバー選択
のテーブル作成が失敗に終わりました。

これは内部 ISPF 処理のエラーです。

ユーザー応答: エラーの状況を書き留め、システム・
プログラマーに連絡してください。 ISPF を終了する際
に、ISPF ログを印刷するか保管しておくと役立ちま
す。
システム・プログラマー応答: ISPF ログに、このエラ
ーを示す情報がある場合があります。 問題を解決する
ことが不可能な場合には、弊社サポート部門まで連絡し
てください。
ISRS122

解説:

ブラウズによる代替 - 構成テーブルによ
りビューが使用不能になったため、ブラウ
ズがビューを代替しました。

これは通知メッセージです。
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ISRS123

プロファイルが無効 - オプションが多過
ぎます。順序オプションを入れる余地があ
りません。

解説: 使用しているプロファイルに、あまりに多くの
オプションが含まれているため、パネルから指定される
順序番号オプション (SEQ、NOSEQ、または COBOL)
を、SuperC へ渡されるパラメーターの最大ストリン
グ・サイズ以内で追加できるスペースがありません。
ユーザー応答: ユーザーまたはプロファイルの作成者
は、プロファイルを修正して、1 つあるいは 2 つのオ
プションを除去し、追加スペース用に解放する必要があ
ります。 これは、オプション 3.13.A ACTIVATE およ
び CREATE 機能を使用して行うことができます。 順
序オプションをプロファイルに指定することを考慮に入
れてください。これにより、オプション 3.12 で指定変
更する必要がなくなります。
ISRS124

****** 探索は進行中です ******

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーの入力は
正常に妥当性検査され、SuperC が呼び出されて、ユー
ザーの探索要求を処理します。
ISRS125

GDS-USE OTHER DSN FIELD - GDG
DATA SET は「その他のデータ・セット
名」フィールドでのみ指定できます。

解説: 世代データ・グループのデータ・セットが、プ
ロジェクト - グループ - タイプのフィールドに入力さ
れました。 これはサポートされていません。
ユーザー応答: GDG 用のデータ・セット名フィールド
を使用して、再試行します。
ISRS126
解説:

リスト表示エラー - aaaaaaaa

ISRS127
解説:

プロファイル更新エラー - aaaaaaaa

これは ISPF 内部処理エラーです。

ユーザー応答: この条件は一時的な場合があります。
再試行してください。 失敗が続くようであれば、担当
のシステム・プログラマーに連絡してください。 ISPF
を終了する際に、ISPF ログ・データ・セットを印刷す
るか保管しておくと役立ちます。
システム・プログラマー応答: ISPF ログ・データ・セ
ットに、情報がある場合があります。 なにか問題があ
る場合には、SuperC の外側のプロファイル・データ・
セットを編集および保管して、判別を試みます。 問題
を解決できない場合には、弊社サポート部門まで連絡し
てください。
ISRU000

オプションが無効 - リストされたオプシ
ョンの内の 1 つを選んでください。

解説: 1 次オプション・パネルにオプションが入力さ
れませんでした。
ユーザー応答: このパネル上で使用可能なオプション
のなかから 1 つを選択します。
ISRU001

DATA SET は印刷されない - 印刷制御
文字を含んでいます。HELP を押して追
加情報を参照してください。

解説: 印刷されているデータ・セットに印刷制御文字
が含まれています。
ユーザー応答: ハードコピー・ユーティリティーのオ
プション 3.6 を使用して、データ・セットを印刷しま
す。
ISRU002

これは ISPF 内部処理エラーです。

プロンプトが無効です - プロンプトは、
名前変更、移動、複写、TSO コマンド、
WS コマンド、編集、またはビュー処置
のためだけに入力されます。

ユーザー応答: この条件は一時的な場合があります。
再試行してください。 エラーが続くようであれば、担
当のシステム・プログラマーに連絡してください。
ISPF を終了する際に、ISPF ログ・データ・セットを印
刷するか保管しておくと役立ちます。

解説: プロンプトが許可されるのは、入力されたオプ
ションがプロンプトをサポートする場合だけです。

システム・プログラマー応答: ISPF ログ・データ・セ
ットに、情報がある場合があります。 なにか問題があ
る場合には、SuperC の外側でリスト・データ・セット
をブラウズして、判別を試みます。 問題を解決できな
い場合には、弊社サポート部門まで連絡してください。

ISRU003

ユーザー応答:
す。

新しい名前フィールドをクリアしま

新メンバー名を入れる - メンバー
aaaaaaaa に対してメンバー改名オプショ
ンを指定しました。

解説: 新しいメンバー名は、メンバー改名オプション
に必須です。
ユーザー応答: 名前変更されるメンバーの新しい名前
を入力します。
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ISRU004

DATA SET 編成が無効 - ’aaaaaaaa’ の
編成は区分編成でなければなりません。

ISRU010

解説: 選択されたオプションまたは行コマンドは、区
分データ・セットを必要とします。

解説: 有効な TSO データ・セット名修飾子は、英字
(A-Z、$、@、または #) で始まります。 残りの文字
は、英数字またはハイフン (-) でなければなりません。

ユーザー応答: 選択されたデータ・セットに、有効な
コマンドを入力します。
ISRU005

データ・セット名が無効 - データ・セッ
ト名 aaaaaaaa の構文の誤り。

ユーザー応答:
い。

DATA SET 編成が無効 - ’aaaaaaaa’ の
編成は区分編成か順次編成でなければなり
ません。

ISRU011

データ・セット名を訂正してくださ

要求の失敗 - aaaaaaaa のカタログ許可で
エラー発生。

解説: この DSORG (DATA SET 編成) のデータ・セ
ットは、印刷できません。

解説: データ・セットをカタログする、またはアンカ
タログするための RACF 許可が失敗しました。

ユーザー応答: 印刷するデータ・セットとして、区分
編成または順次編成のデータ・セットを指定します。

ユーザー応答: この特定のデータ・セットをカタログ
またはアンカタログしたい場合には、担当のシステム・
プログラマーまたは RACF 管理担当者に連絡して、支
援を求めてください。

ISRU006

解説:

実 DATA SET 名でない - 選択したオプ
ションでは別名データ・セット名は処理で
きません。

プログラマー応答: 要求通りに、データ・セットのカ
タログまたはアンカタログを行います。

別名の名前変更や削除は行えません。

ユーザー応答: 実名を使用して、データ・セットの名
前変更や削除を行います。
ISRU007

メンバー名を入れる - 選択したオプショ
ンにはメンバー名が必要です。

解説: コマンド B、D、E、P、R、および V はメンバ
ー・コマンドで、メンバー名が必要です。
ユーザー応答:

| ISRU012
|
|
|
|
|
|
|

解説: 戻りコード、状況コード、および診断情報は、
いくつかあるエラーのうちの 1 つが発生したことを示
します。 詳細については、DADSM RENAME 戻りコー
ドおよび診断コードを検査してください。

メンバー名を入力します。
ISRU013

ISRU008

PATTERN/NAME は使用不可 - 選択した
オプションはデータ・セット全体に対して
適用されます。

解説: コマンド C、I、L、S、および X は、データ・
セット全体に適用されるので、メンバー名は不要です。
ユーザー応答: パターンまたはメンバー名は使用しな
いでください。
ISRU009

SYSCTLG は使えません - aaaaaaaa
は、選択したオプションに対しては有効で
はありません。

解説: CVOL カタログは、選択したオプションには許
可されていません。
ユーザー応答:
す。

名前の変更失敗 - 名前変更の戻りコード
は aaaaaaaa DEC、状況コードは
bbbbbbbb DEC、診断情報は cccccccc
HEX です。

解説:

データ・セットがない - aaaaaaaa はボリ
ューム bbbbbbbb にありません。

名前変更されるデータ・セットがありません。

ユーザー応答:
す。

| ISRU014
|
|

存在するデータ・セット名を入力しま

要求の失敗 - データ・セットがパスワー
ド保護されているか、サポートされていな
い編成でした。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
| ユーザー応答: データ・セット・パスワードを入力し
| ます。

指定のデータ・セット名を変更しま
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ISRU015

解説:

新しい名前はボリューム上に既存 - ボリ
ューム aaaaaaaa にデータ・セット
bbbbbbbb があります。

データ・セットはボリュームに既存です。

ユーザー応答:
ます。
ISRU016

新しいデータ・セットの名前を変更し

レコード単位が無効 - 平均レコード単位
は ’M’、’K’、’U’、またはブランクでなけ
ればなりません。

解説: レコードのスペース単位を選択するとき、割り
振り単位は、メガバイトに M、キロバイトに K、バイ
トに U を使用しなければなりません。ブランクを入力
すると、省略時解釈として U (バイト) となります。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU017

VOL aaaaaaaa が装てん未了 - このボリ
ュームが必要な場合はマシン・センターに
連絡してください。

ユーザー応答: コンピューター・オペレーターに連絡
して、そのボリュームを装てんしてもらいます。
データ・セット改名失敗 - aaaaaaaa はオ
ープンされており、名前の変更はできませ
ん。

解説: データ・セットは現在オープンしているので、
名前変更することができません。
ユーザー応答: データ・セットがクローズした後で名
前変更します。
ISRU019

aaaaaaaa は許可されない - aaaaaaaa
は、連結順序の最初のライブラリーに対し
てのみ使用できます。

ユーティリティー - 削除 - ’aaaaaaaa’ が
ボリューム bbbbbbbb から削除されまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットが
正常に削除されると、このメッセージは ISPF ログへ書
き込まれます。
ISRU021

DATA SET が削除された - ’aaaaaaaa’
がボリューム bbbbbbbb から削除されまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットが
正常に削除されると、このメッセージが表示されます。
ISRU022

有効な平均レコード単位を入力してく

解説: 指定されたデータ・セットは、現在装てんされ
ていないボリュームにあります。

ISRU018

ISRU020

データ・セットを正常に改名、およびカタ
ログできましたが、古い名前のカタログ項
目をカタログより除去できませんでした。
アンカタログ戻りコードは aaaaaaaa で
す。 説明を見るなら、HELP と入力しま
す。

解説: データ・セットは、次の 3 つのステップの処理
で名前変更されます。
1. 新しいデータ・セット名がカタログされる。
2. データ・セットが名前変更される。
3. 古いデータ・セットがアンカタログされる。
PDF は新しいデータ・セット名を正常にカタログし、
データ・セットを正常に名前変更しましたが、古いデー
タ・セット名をアンカタログできませんでした。
ユーザーのシステムの現在の状況: カタログ項目は古い
名前と新しい名前の両方に関して存在し、データ・セッ
ト自体は新しい名前を持っています。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ます。
ISRU023

カタログ項目を除去し

データ・セット の改名済み - 前の名前:
’aaaaaaaa’、新しい名前: ’bbbbbbbb’

解説: メンバーは、名前変更、削除、リセット、移
動、TSO コマンドおよび WS コマンドのメンバー・オ
プション用に、連結順序の最初のライブラリーに入れな
ければなりません。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットが
正常に名前変更されると、このメッセージが表示されま
す。 このメッセージは、データ・セットの前の名前と
新しい名前の両方を示します。

ユーザー応答: メンバーが入っているライブラリー
を、連結順序の最初のライブラリーとして入力します。

ISRU024

ユーティリティー - 改名 - 前の名前:
’aaaaaaaa’

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットが
正常に名前変更されると、このメッセージは ISPF ログ
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へ書き込まれます。 これには、データ・セットの前の
名前が含まれます。
ISRU025

新しい名前: ’aaaaaaaa’

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットが
正常に名前変更されると、このメッセージは ISPF ログ
へ書き込まれます。 これには、新しいデータ・セット
名が含まれます。
ISRU026

メンバーを印刷できない - aaaaaaaa が使
えません。

ISRU031

メンバーがありません - aaaaaaaa が、
bbbbbbbb のディレクトリーにありませ
ん。

解説: このメッセージは、BLDL コマンドがメンバー
を検出しなかったことを示します。 BLDL は、メンバ
ーの削除、名前変更、または印刷を行うために、メンバ
ー・リスト・コマンドによって出されました。
ユーザー応答: メンバー・リストを使用して、選択さ
れた区分データ・セット内にあるメンバーを判別しま
す。

解説: SPF リスト・データ・セットへの書き込み、オ
ープン、あるいは割り振りのいずれかでエラーが発生し
ました。

ISRU032

ユーザー応答: オプション 0 を使用している、ユーザ
ー・リスト・データ・セットの特性を検査します。

解説: このメッセージは、メンバーが検出されなかっ
た結果としてではなく、BLDL のエラーの結果として出
されます。 これは、入出力エラーまたはディレクトリ
ー・エラーの結果の場合があります。

ISRU027

MEMBER aaaaaaaa bbbbbbbb - データ・
セット ’cccccccc’ 内のメンバー。

解説: これは通知メッセージです。 メッセージで指名
されたメンバーまたはパターンがブラウズ、印刷、名前
変更、削除、移動、複写、編集、リセット、表示、また
は指定のようにコマンド実行されました。
ISRU028
解説:

これは通知メッセージです。

ISRU029

解説:

aaaaaaaa bbbbbbbb を処理 - データ・セ
ット ’cccccccc’ 内で処理されました。

データ・セットの削除 - 複数ボリュー
ム・データ・セット ’aaaaaaaa’ が削除さ
れました。

複数のボリューム・データが削除されました。

ISRU030

選択コードが無効 - 有効なコードは、P
(印刷)、D (削除)、R (改名)、B (ブラウ
ズ)、E (編集)、V (表示)、M (移動)、C
(コピー)、G (リセット)、J (実行依頼)、T
(TSO コマンド)、W (WS コマンド)、S
(選択 - 省略時選択セットの場合)、または
O (オープン - ISPF ワークプレースの場
合) です。

解説: メンバー・リスト・コマンドが無効な PDF メン
バー・リスト・コマンドであるか、あるいは、コマンド
の長さが長過ぎるかのどちらかです。
ユーザー応答:

コマンドを訂正してください。

メンバーの印刷不能 - aaaaaaaa の印刷が
認められていないか、またはその読み取り
ができません。

ユーザー応答:
ださい。
ISRU033

システム・プログラマーに連絡してく

メンバー名が無効 - メンバー名 aaaaaaaa
は区分データ・セットの名前としては無効
です。

解説: 名前変更操作用に選択された新しい名前は、有
効なメンバー名ではありません。
ユーザー応答:
ISRU034

有効なメンバー名を選択します。

aaaaaaaa はすでに存在 - メンバーの名前
を既存の名前に変更することは認められま
せん。

解説: この名前変更操作用に選択されたメンバー名
は、このデータ・セットのディレクトリーにすでに存在
します。
ユーザー応答:
選択します。
ISRU035

名前変更操作用に、別のメンバー名を

要求のエラー - メンバー bbbbbbbb で
STOW aaaaaaaa エラーが起きました。

解説: メンバーの名前変更を試みている間に、STOW
エラーが発生しました。 戻りコードは入出力エラーま
たはディレクトリー・エラーを示します。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく
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ISRU036

要求のエラー - メンバー aaaaaaaa のデ
ィレクトリー項目またはデータの読み取り
ができません。

ISRU041

解説: 一時データ・セットのオープン・エラーまた
は、ISPF リスト・データ・セットへの行の書き込みエ
ラーです。

解説: 指名されたメンバーのディレクトリー項目の読
み取りを試みている間に、ディレクトリー・エラーが発
生しました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU037

ISRU042

システム・プログラマーに連絡してく

ユーティリティー - 削除 aaaaaaaa(bbbbbbbb) が削除されました。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージは
ISPF ログに記録され、削除されたメンバーを指定しま
す。
ISRU039

競合する選択 - 編集 / ビューの表示パネ
ルを選択するとき拡張メンバー・リストが
選択されなければなりません。

解説: 拡張メンバー・リストは、プロンプトの編集 /
ビュー設定用に選択しなければなりません。
ユーザー応答: 拡張メンバー・リストを選択するか、
プロンプトの編集 / ビュー設定を選択解除します。
ISRU039A

部分リストの表示 - 参照ライブラリー・
リストに 30 を超えるデータ・セット項
目があります。 最初の 30 項目の一致だ
けが表示されます。

解説: 参照リスト DSLIST は、最高 30 までのデー
タ・セット名 / フィルターをサポートします。 参照ラ
イブラリー・リストに、30 を超えるデータ・セットが
含まれていました。 最初の 30 項目の一致が表示され
ます。
ユーザー応答:
ISRU040

なし。通知のみ。

索引が印刷された - aaaaaaaa の索引が
bbbbbbbb に入れられました。

解説:

これは通知メッセージです。
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メンバーが空です - aaaaaaaa にレコード
が入っていません。

解説: PRINT コマンドが、空のメンバーに対して出さ
れました。

ユーティリティー - 改名 aaaaaaaa(bbbbbbbb) の名前が (cccccccc)
に変更されました。

ISRU043

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージは
ISPF ログに記録され、名前変更されたメンバーおよび
新しい名前を指定します。
ISRU038

索引が印刷されなかった - aaaaaaaa の索
引が bbbbbbbb に入れられませんでした。

解説:

DATA SET が印刷された - aaaaaaaa の
リストが bbbbbbbb に入れられました。

これは通知メッセージです。

|
|
|
|
|
|
|

ISRU044

|
|
|
|
|
|
|
|

解説: ISPF が IGWFAMS マクロを呼び出して、割り
振られたページ数、使用されたページ数、および指定さ
れたデータ・セットのメンバーの数を検索しようとしま
した。 IGWFAMS は、メッセージにリストされた戻り
コードで失敗しました。通例このメッセージは、実行中
のシステムとは別のシステムに HFS がマウントされて
いる場合、またはユーザーが OMVS セグメントをもっ
ていない場合に、起こります。

IGWFAMS のエラー - IGWFAMS が戻り
コード aaaaaaaa (10 進)、理由コード
X’bbbbbbbb’ で失敗しました。 ISPF は、
HFS が現在のシステムにマウントされて
いないか、OMVS セグメントを持ってい
ないために HFS ファイルの情報を入手す
ることができません。

| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。
| システム・プログラマー応答: 適切な DFSMS 資料を
| 参照して問題の原因を判断し、訂正してください。
ISRU045

DATA SET は印刷されない - aaaaaaaa
の RECFM/LRECL が無効です。索引が
印刷されます。

解説: レコード形式がスパンであるか、あるいは
LRECL が 0 から 300 の間ではありません。 索引は印
刷されますが、データ・セットを印刷することはできま
せん。
ユーザー応答: データ・セットを印刷するには、300
以下の LRECL を指定して、これを再形式設定します。
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ISRU046

DATA SET は印刷されない - aaaaaaaa
が空です。索引が印刷されます。

ISRU052

解説: これは通知メッセージです。 これは空の順次デ
ータ・セット、またはメンバーを持たない区分データ・
セットです。 索引は印刷されますが、データ・セット
は印刷されません。
ISRU047

DATA SET は印刷されない - aaaaaaaa
にディレクトリーの誤りがあります。索引
が印刷されます。

解説: ディレクトリーの読み取り、またはデータ・セ
ットのオープンの間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU048

システム・プログラマーに連絡してく

DATA SET の一部を印刷 - aaaaaaaa の
一部が bbbbbbbb に入れられました。

解説:

印刷が失敗しました - リスト・データ・
セットに書き込めません。リスト・デー
タ・セットの論理レコードの長さが 8 よ
り大きくなければなりません。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: リスト・データ・セットの論理レコー
ドの長さを増やしてください。

| ISRU053
|
|
|
|
|
|

レコード形式が無効です - レコード形式
の値は F、V、U、または D 以外です。

解説: 無効なレコード形式が「新規データ・セットの
割り振り (Allocate New Data Set)」のパネルに入力され
たか、またはレコード形式フィールドがブランクのまま
でその結果データ・セットは F、V、U、または D 以外
のレコード形式で作成されました。

| ユーザー応答: 必要なレコード形式を「新規データ・
| セット (Allocate New Data Set)」に指定してください。

解説: データ・セットの印刷時にエラーがありまし
た。 メッセージはリスト・データ・セット内にありま
す。

ISRU054

ユーザー応答: リスト・データ・セットを検査して、
何のエラーか判別します。

解説: 固定長および可変長のような、同じ属性の 2 つ
のコードが、レコード形式に入力されました。

レコード形式が無効 - ’aaaaaaaa’ が別の
コードと矛盾します。

ユーザー応答:
ISRU049

OBTAIN 失敗 - aaaaaaaa に、不明な属
性があります。 OBTAIN RC = bbbbbbbb
(16 進)。

解説: このデータ・セットの DSCB を読み取ることが
できませんでした。 VTOC 内のエラー、または、入出
力エラーが発生したかのどちらかです。 データ・セッ
トに関する情報を入手することができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

ISRU055

ユーティリティー - 割り振り - aaaaaaaa
がボリューム bbbbbbbb に割り振られまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 これは、ISPF ロ
グ・データ・セットへ書き込まれるメッセージです。
ISRU051

解説:

DATA SET が割り振られた - aaaaaaaa
がボリューム bbbbbbbb に割り振られまし
た。

レコード形式が無効 - レコード形式は
F、V、または U のいずれかでなければな
りません。

解説: レコード形式は、固定長、可変長、または未定
義のタイプを持たなければなりません。
ユーザー応答:
ISRU056

ISRU050

レコード形式を訂正します。

レコード形式を訂正します。

レコード長が無効 - レコード長が、この
レコード形式では、ブロック・サイズと矛
盾します。

解説: レコード長がブロック・サイズよりも大きい
か、ブロック・サイズに矛盾します。 固定長レコード
の場合には、ブロック・サイズはレコード長で割り切れ
なければなりません。 可変長レコードの場合には、ブ
ロック・サイズはレコード長の倍数に 4 を加えたもの
でなければなりません。
ユーザー応答:
訂正します。

レコード長またはブロック・サイズを

これは通知メッセージです。
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| ISRU057
|
|
|

解説:
ん。

数値は範囲外 - 入力する数値は、
aaaaaaaa 以上でなければなりません。

このメッセージについては特に説明を要しませ

| ISRU058
|
|
|

名前の変更はできません - SYSRES ボリ
ュームで間接的にカタログされたデータ・
セットは、名前変更することはできませ
ん。

| 解説: システム・レジデンス・ボリュームのデータ・
| セットの名前変更は、IPL に影響を及ぼす可能性がある
| ため許可されません。
| ISRU060
|
|
|
|
|
|
|

組み合わせが正しくない - ISPF
IEBCOPY インターフェースが使用され
ている場合、入力および出力データ・セッ
トを同じにすることはできません。

解説: ロード・モジュールをコピーするために ISPF
が使用する IEBCOPY インターフェースには、入力と出
力の両方に同じデータ・セットを指定することできませ
ん。
ユーザー応答: 要求された機能が移動の場合には、オ
プション 3.1 を使用してメンバーを名前変更してくださ
い。 要求された機能が複写の場合には、まず最初に、
メンバーを 2 番目のライブラリーに複写してから、最
初のライブラリーへ戻る必要があります。
ISRU061

組み合わせが正しくない - 一方の DATA
SET が不定レコード形式であるのに、も
う一方が不定レコード形式でありません。

解説: レコード形式 U のデータ・セットは、レコード
形式 U の別のデータ・セットにのみ、移動や複写を行
えます。
ユーザー応答:
定します。
ISRU062

BLOCK SIZE が無効 - レコード形式が
U の ″TO″ ブロック・サイズが ″FROM″
より小さい。

ユーザー応答: 受け入れ先データ・セットに、最低で
も、取り出し元データ・セットと同じ大きさのブロッ
ク・サイズを指定します。

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

メンバー名が無効 - メンバー名 aaaaaaaa
が無効。 最初の文字は英字でなければな
りません。

解説: 有効なメンバー名は、1 文字から 8 文字の英数
字 (A-Z、#、$、@、1-9) で構成されます。 最初の文字
は英字でなければなりません。
ユーザー応答:
ISRU064

メンバー名を訂正します。

レコード形式が無効 - レコード形式が U
の順次データ・セットの移動または複写は
できません。

解説: これは通知メッセージです。 形式 U のレコー
ドを複写するには、区分データ・セットを使用します。
ISRU065

指定が正しくない - 順次 DATA SET の
場合は取り出し元および受け入れ先
DATA SET は同じにできません。

解説: 順次データ・セットから複写するときは、異な
ったデータ・セットを COPY コマンドの目標としなけ
ればなりません。
ユーザー応答: COPY コマンド用に、異なったデー
タ・セットを指定します。
ISRU066

LOAD MODULE が無効 - 「計画的オー
バーレー構造」の LOAD MODULE の移
動または複写はできません。

解説: これは通知メッセージです。 計画的オーバーレ
ー構造用に作成されたロード・モジュールは、移動また
は複写することはできません。 ISPF は、注リストを持
つデータの移動または複写のサポートは行いません。
ISRU067

形式 U のデータ・セットを 2 つ、指

解説: 形式 U のデータ・セットの場合には、受け入れ
先データ・セットのブロック・サイズは、取り出し元デ
ータ・セットのブロック・サイズ以上でなければなりま
せん。
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ISRU063

指定が正しくない - 取り出し元メンバー
がブランクまたは * の場合は受け入れ先
メンバーは指定できません。

解説: メンバー・リストが要求されている時は、受け
入れ先メンバー名を、受け入れ先パネルに指定してはな
りません。 受け入れ先メンバー名は、メンバー・リス
トの名前変更フィールドに指定することができます。
ユーザー応答:
します。
ISRU068

受け入れ先パネルのメンバー名を消去

新メンバー名を入れる - 取り出し元と受
け入れ先 DATA SET が同じ場合にはメ
ンバーの名前を付け変えます。

解説: PDS のメンバーを同じ PDS に複写するときに
は、新しいメンバー名を指定する必要があります。 メ

PDF メッセージ
ンバーを、同じメンバー上に複写することはできませ
ん。
ユーザー応答:
ISRU069

新しいメンバー名を指定します。

新メンバー名を入れる - 取り出し元 DS
は順次で、受け入れ先は PDS。 受け入
れ先メンバー名を入れます。

解説: 順次データ・セットを PDS に複写する時には、
メンバー名を指定する必要があります。
ユーザー応答: 受け入れ先データ・セット用にメンバ
ー名を指定します。
ISRU070
解説:

これは通知メッセージです。

ISRU071
解説:

メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb - データ・
セット cccccccc 内

これは通知メッセージです。

ISRU073
解説:

メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb - 受け入れ
先データ・セット cccccccc(dddddddd)

これは通知メッセージです。

ISRU072A
解説:

メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb - データ・
セット cccccccc 内

これは通知メッセージです。

ISRU072
解説:

メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb - 受け入れ
先データ・セット cccccccc

これは通知メッセージです。

ISRU071A
解説:

aaaaaaaa メンバー bbbbbbbb - 受け入れ
先データ・セット cccccccc

データ・セット aaaaaaaa - 受け入れ先デ
ータ・セット bbbbbbbb

ISRU076

解説: これは、ISPF ログ・データ・セットへ書き込ま
れる通知メッセージです。
ISRU077

受け入れ先 aaaaaaaa(bbbbbbbb)

解説: これは、ISPF ログ・データ・セットへ書き込ま
れる通知メッセージです。
ISRU078

受け入れ先 aaaaaaaa

解説: これは、ISPF ログ・データ・セットへ書き込ま
れる通知メッセージです。
ISRU079

ユーティリティー - 移動 / 複写 aaaaaaaa -- bbbbbbbb メンバー cccccccc

解説: これは、ISPF ログ・データ・セットへ書き込ま
れる通知メッセージです。
ISRU080

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa が取り出し元データ・セットに
ありません。

解説: 指定されたメンバーが、入力データ・セットに
ありませんでした。
ユーザー応答:
します。
ISRU081

入力データ・セットのメンバーを指定

BLDL で I/O ERROR 発生 - BLDL I/O
ERROR - メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb
個のメンバーの移動 / 複写が完了。

解説: 指定されたメンバー数の移動 / 複写操作が完了
しました。 指名されたメンバーに関して、BLDL で入
出力エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

これは通知メッセージです。
ISRU082

ISRU074
解説:

ユーティリティー - 移動 / 複写 aaaaaaaa bbbbbbbb

データ・セット aaaaaaaa - 受け入れ先デ
ータ・セット bbbbbbbb(cccccccc)

これは通知メッセージです。

ISRU075

ユーティリティー - 移動 / 複写 aaaaaaaa(bbbbbbbb) cccccccc

読み取り時の I/O エラー - メンバー
aaaaaaaa 読み取り不可。 bbbbbbbb 個の
メンバーの移動 / 複写が完了。

解説: 指名されたメンバーの読み取りにおいて、入出
力エラーが発生しました。 指定されたメンバー数の移
動 / 複写操作が完了しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

解説: これは、ISPF ログ・データ・セットへ書き込ま
れる通知メッセージです。
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ISRU083

書き込み時の I/O ERROR - メンバー
aaaaaaaa を書き込めない。 bbbbbbbb 個
のメンバーの移動 / 複写が完了。

ISRU089

解説: これは通知メッセージです。 指名されたメンバ
ーの書き込みの間に、入出力エラーが発生しました。
指定されたメンバー数の移動 / 複写操作が完了しまし
た。
ISRU084

ディレクトリーにスペースがない - メン
バー aaaaaaaa を STOW できない。
bbbbbbbb 個のメンバーの移動 / 複写が完
了。

解説: これは通知メッセージです。 指名されたメンバ
ーを STOW するためのスペースがディレクトリーにあ
りません。 指定されたメンバー数の移動 / 複写操作が
完了しました。
ISRU085

STOW で I/O ERROR 発生 - STOW
I/O ERROR - メンバー aaaaaaaa
bbbbbbbb 個のメンバーの移動 / 複写が完
了。

解説: 指名されたメンバーの STOW 時に、入出力エラ
ーがありました。 指定されたメンバー数の移動 / 複写
操作が完了しました。
ISRU086

STOW 削除 I/O ERROR - aaaaaaaa は
取り出し元 DS から削除されなかった。
bbbbbbbb メンバーが処理されました。

解説: これは通知メッセージです。 指名されたメンバ
ーをディレクトリーから削除しようと試みている間に、
入出力エラーが発生しました。 指定されたメンバー数
の移動 / 複写操作が完了しました。
ISRU087

STOW 削除 I/O ERROR - aaaaaaaa は
取り出し元 DS から削除されなかった。
メンバーの複写だけが行われた。

解説: これは通知メッセージです。 指定されたメンバ
ーは、取り出し元データ・セットのディレクトリーから
削除できませんでした。 メンバーは複写されました
が、削除されませんでした。
ISRU088

解説:

解説: 指定されたメンバーはすでに存在しているの
で、置換の指定はされませんでした。
ユーザー応答: 新しいメンバー名を指定するか、また
は置換されるメンバーを示します。

|
|

ISRU090

|
|

解説:
ん。

|
|
|

ISRU091

|
|

解説:
ん。

|
|
|

ISRU092

|
|

解説:
ん。
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BATCH SYSOUT CLASS 入力 - この印
刷操作にはバッチ SYSOUT クラスが必
要です。

このメッセージについては特に説明を要しませ

PRT ID/ ライターを指定 - プリンター
ID またはライター名の指定が必要です。
この ID は導入先で割り当てたものです。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ローカルのプリンターに送られた aaaaaaaa は、ローカルのプリンター
bbbbbbbbcccccccc に送られました。

解説: これは通知メッセージです。 指定されたデー
タ・セット名が、指定のローカルのプリンターに送信さ
れました。
ISRU094

ユーティリティー - ハードコピー aaaaaaaa は、ローカルのプリンター
bbbbbbbbcccccccc に送られました。

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、ISPF ログ・データ・セットへ追加されます。
ISRU095

解説:
2
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DATA SET の印刷未了 - aaaaaaaa は空
の順次データ・セットです。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISRU093

印刷できなかった - 受け入れ先データ・
セットは印刷できなかったが、移動 / 複
写は完了しました。

これは通知メッセージです。

aaaaaaaa が置換されていない - メンバー
aaaaaaaa がすでに受け入れ先データ・セ
ットに存在します。

データ・セットが印刷されません aaaaaaaa は印刷されません。 ISPF のメ
ッセージおよびコードを参照するかまたは
ISPF 印刷 RC = bbbbbbbb を参照してく
ださい。

可能な戻りコードは次のとおりです。
ユーザーがローカル印刷を取り消した。

PDF メッセージ
4

ISPF が TSO PRINTDS コマンドを出したが、
PRINTDS 中にユーザーが ATTENTION を押し
た。

6

システム・プログラマーがローカル印刷を使用
不能にした。 システム・プログラマーが、
ISRCNFIG の LOCALPRT フィールドをブラン
クに設定しました。この設定は、ローカル印刷
を使用不能にします。

8

ISPF が TSO PRINTDS コマンドを出したが、
TSO PRINTDS が異常終了した。 詳細につい
ては、ユーザーの TSO プロファイル内に
WTPMSG および MSGID を設定することによ
って、TSO PRINTDS から入手することができ
ます。

12

16

TSO PRINTDS が、ゼロよりも大きい戻りコー
ドです。 詳細については、ユーザーの TSO
プロファイル内に WTPMSG および MSGID
を設定することによって、TSO PRINTDS から
入手することができます。
ローカル印刷からの予期しない RC。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ローカル印刷機能が正
しく設定されているか検査してください。

| ISRU096
|
|
|

指定が重複しています - BATCH
SYSOUT クラスまたは印置装置 ID かラ
イター名を指定してください。両方の指定
はできません。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。

ISRU099

解説: 印刷されるデータ・セットに関する情報を読み
取ろうとした試みが、失敗しました。 OBTAIN マクロ
からの戻りコードは、メッセージ内にあります。
ISRU100

解説:

ISRU101

ユーザー応答: 一時データ・セットがオープンまたは
クローズできない理由を判別します。
ISRU102

DATA SET の割り振り未了 - NULLFILE
は予約済みのシステム名であり割り振りが
できません。

予期しない戻りコード - 印刷ユーティリ
ティー出口からの戻りコード aaaaaaaa 。
データは保持されます。

解説: 印刷ユーティリティーが、4 よりも大きいが、
20 ではない戻りコードを戻しました。
ユーザー応答: 印刷ユーティリティー出口が戻りコー
ドを戻した理由を判別し、問題を訂正し、もう一度ジョ
ブを実行依頼します。
ジョブ - aaaaaaaa - bbbbbbbb cccccccc
を SYSOUT クラス dddddddd で印刷し
ます。

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。
ISRU104

ISRU098

JCL 生成時のエラー - aaaaaaaa
bbbbbbbb を印刷する JCL は一時デー
タ・セットに置かれませんでした。

解説: JCL の作成に使用される一時データ・セット
を、オープンまたはクローズすることができませんでし
た。

DATA SET が未登録 - aaaaaaaa はボリ
ューム bbbbbbbb に登録されていません。

解説: これは通知メッセージです。 アンカタログのデ
ータ・セットに対して、アンカタログの行コマンドが出
されると、このメッセージが出されます。

JCL が生成された - aaaaaaaa bbbbbbbb
を印刷する JCL が cccccccc に入れられ
ました。

これは通知メッセージです。

ISRU103
ISRU097

OBTAIN 失敗 - aaaaaaaa に、不明な属
性があります。 OBTAIN RC = bbbbbbbb
(16 進)。

解説:

元データ・セットが空 - 空の複写元また
は移動元データ・セットに対する
LMCOPY または LMMOVE です。

これは通知メッセージです。

解説: NULLFILE はシステムによって、ダミー・デー
タ・セットとして予約されています。 これを、入力ま
たは出力用に使用することはできません。

ISRU105

ユーザー応答:
指定します。

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。

NULLFILE 以外のデータ・セット名を

ジョブ - aaaaaaaa - ジョブが実行依頼さ
れました。
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ISRU106

取り消し - aaaaaaaa - このジョブが取り
消されました。

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。

想記憶域がありませんでした。
ユーザー応答:
す。
ISRU113

ISRU107

取り消し - aaaaaaaa - 一時データ・セッ
トのエラーが原因で、このジョブが取り消
されました。

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。
ISRU108

解説:

TSO/E ICF へ送付 - aaaaaaaa は TSO/E
ICF プリンター・サポート bbbbbbbb 経
由で印刷されます。

解説:

ユーザー応答: メンバーが置換されなかった理由を判
別し、再試行します。 考えられる理由の 1 つとして
は、別のユーザーがそのメンバーにアクセスしていた場
合があります。
ISRU114
解説:

ユーティリティー印刷 - aaaaaaaa は
TSO/E ICF プリンター・サポート
bbbbbbbb 経由で印刷されます。

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。
指定が無効 - 全メンバーを指定する場合
は取り出し元と受け入れ先データ・セット
を同じにできない。

解説: すべてのメンバーが複写される場合には、受け
入れ先データ・セットおよび取り出し元データ・セット
は、別でなければなりません。
ユーザー応答: 受け入れ先データ・セットまたは取り
出し元データ・セットの指定を変更します。
ISRU111

BLDL の I/O エラー - 受け入れ先 DS
のメンバー aaaaaaaa に対する BLDL I/O
エラー。

解説: BLDL マクロが失敗しました。 オープンの失敗
か、OBTAIN の失敗か、または、BLDL 用に十分な仮
想記憶域がありませんでした。
ユーザー応答:
す。
ISRU112

ユーザー応答: メンバーが置換されなかった理由を判
別し、再試行します。 考えられる理由の 1 つとして
は、別のユーザーがそのメンバーにアクセスしていた場
合があります。

解説: BLDL マクロが失敗しました。 オープンの失敗
か、OBTAIN の失敗か、または、BLDL 用に十分な仮
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aaaaaaaa の置き換え不可 - 受け入れ先デ
ータ・セットにすでに同じ名前のメンバー
があります。

これは通知メッセージです。

ISRU116

BLDL の I/O ERROR - 受け入れ先 DS
のメンバー aaaaaaaa に対する BLDL エ
ラー。bbbbbbbb メンバー完了。

解説: BLDL マクロが失敗しました。 オープンの失敗
か、OBTAIN の失敗か、または、BLDL 用に十分な仮
想記憶域がありませんでした。
ユーザー応答:
す。
ISRU117

仮想記憶域を増やして、再試行しま

BLDL の I/O エラー - 受け入れ先 DS
メンバー aaaaaaaa に対する BLDL エラ
ー。 bbbbbbbb メンバーが処理されまし
た。

受け入れ先 aaaaaaaa の bbbbbbbb メンバ
ーが置き換えられませんでした。

これは通知メッセージです。

ISRU115
ISRU110

メンバー置換はできない - aaaaaaaa メン
バーは置換できませんでした。 bbbbbbbb
メンバー cccccccc。

これは通知メッセージです。

これは通知メッセージです。

ISRU109

仮想記憶域を増やして、再試行しま

解説:

aaaaaaaa が bbbbbbbb でない - 受け入れ
先 DS にメンバー cccccccc がありませ
ん。

これは通知メッセージです。

ISRU118

解説:

仮想記憶域を増やして、再試行しま

aaaaaaaa が bbbbbbbb でない - 受け入れ
先 DS にメンバー cccccccc がありませ
ん。 dddddddd 個のメンバーが処理されま
した。

これは通知メッセージです。
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ISRU119

BLDL の I/O エラー - 受け入れ先 DS
のメンバー aaaaaaaa に対する BLDL I/O
エラー。

ISRU125

STOW 時の I/O エラー - ディレクトリ
ーのエラー - メンバー aaaaaaaa
bbbbbbbb 個のメンバーのリセットは完
了。

解説: BLDL マクロが失敗しました。 オープンが失敗
した、OBTAIN が失敗した、あるいは、BLDL 用に十
分な仮想記憶域がありません。

解説:
た。

ユーザー応答:
す。

ユーザー応答:
ださい。

ISRU120

解説:

メンバー aaaaaaaa のリセット - 統計の
リセットが首尾よく完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRU122

解説:

aaaaaaaa メンバーのリセット - aaaaaaaa
個のメンバーに対する統計のリセットが首
尾よく完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRU121
解説:

仮想記憶域を増やして、再試行しま

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa がデータ・セットに見付かりま
せん。

MVS STOW システム・マクロが失敗しまし
システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: これは、MVS システ
ム・エラーの結果と思われます。 障害を訂正し、再試
行します。
ISRU126

解説:

読み取り時の I/O エラー - メンバー
aaaaaaaa 読み取り不可。 bbbbbbbb 個の
メンバーのリセットは完了。

MVS GET システム・マクロが失敗しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: これは、MVS システ
ム・エラーの結果と思われます。 障害を訂正し、再試
行します。

これは通知メッセージです。
ISRU127

ISRU123

探索中の I/O エラー - ディレクトリーの
エラー - メンバー aaaaaaaa bbbbbbbb 個
のメンバーのリセットは完了。

解説: BLDL マクロが失敗しました。 オープンの失敗
か、OBTAIN の失敗か、または、BLDL 用に十分な仮
想記憶域がありませんでした。
ユーザー応答:
す。

仮想記憶域を増やして、再試行しま

解説:

これは通知メッセージです。

ISRU128

ディレクトリーにスペースがない - メン
バー aaaaaaaa を STOW できない。
bbbbbbbb 個のメンバーのリセットは完
了。

ユーティリティー - リセット aaaaaaaa(bbbbbbbb)

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。
ISRU129

ISRU124

統計を削除 - メンバー aaaaaaaa の統計
削除が首尾よく 成功しました。

ユーティリティー - リセット - aaaaaaaa
---- すべてのメンバー

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。

解説: ディレクトリーに、統計を格納するスペースが
ないため、統計を設定することができませんでした。

ISRU130

ユーザー応答: データ・セットからメンバーを削除し
て、ディレクトリーに空きスペースを作るか、あるい
は、もっと多くのディレクトリー・ブロックを持つデー
タ・セットを再割り振りします。

解説:

これは通知メッセージです。

ISRU131

解説:

DS がカタログされました - データ・セ
ット ’aaaaaaaa’ が、ボリューム
bbbbbbbb にカタログされました。

ユーティリティー - カタログ - データ・
セット ’aaaaaaaa’ が、ボリューム
bbbbbbbb にカタログされました。

これは通知メッセージです。
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ISRU132

解説:

DS がアンカタログされた - データ・セ
ット ’aaaaaaaa’ がアンカタログされまし
た。

ッセージの情報を連絡してください。
システム・プログラマー応答:
します。

これは通知メッセージです。
ISRU138

ISRU133

解説:

ユーティリティー - アンカタログ - デー
タ・セット ’aaaaaaaa’ がアンカタログさ
れました。

解説:

すでにカタログ済みです - 全部または一
部の名前がカタログされました。データ・
セットは ’aaaaaaaa’。

これは通知メッセージです。

これは通知メッセージです。
ISRU139

ISRU134

解説:
ん。

カタログの問題を訂正

カタログが使えません - 要求されたカタ
ログを含むボリュームが装てんされていま
せん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

解説:

これは通知メッセージです。

ISRU140

ユーザー応答: 担当のシステム・プログラマーに、ボ
リュームを装てんしてもらいます。

解説:

システム・プログラマー応答:
ます。

ISRU141

ボリュームを装てんし

解説:
ISRU135

SYS カタログにスペースなし - システ
ム・プログラマーに連絡。 RC =
aaaaaaaa、R0 = bbbbbbbb、R1 =
cccccccc (10 進)。

解説: システム・ボリュームに、要求を処理するため
のスペースがありません。

SYS カタログでエラー - システム・プロ
グラマーに連絡。 RC = aaaaaaaa、R0 =
bbbbbbbb、R1 = cccccccc (10 進)。

解説: カタログ要求の処理の間に、重大エラーが発生
しました。
ユーザー応答: 担当のシステム・プログラマーに、メ
ッセージの情報を連絡してください。
システム・プログラマー応答:
します。

カタログの問題を訂正

ユーティリティー - 圧縮 - ’aaaaaaaa’ が
圧縮されました。

これは通知メッセージです。
統計を削除 - aaaaaaaa メンバーの統計削
除が首尾よく完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRU143

ユーザー応答: 担当のシステム・プログラマーに、メ
ッセージの情報を連絡してください。
ISRU136

圧縮が完了しました - 圧縮リストは、
’aaaaaaaa’ にあります。

これは通知メッセージです。

ISRU142
解説:

DS がカタログにない - aaaaaaaa がカタ
ログにありません。

ユーティリティー - 圧縮 - ’aaaaaaaa’ の
圧縮ができませんでした。RC =
bbbbbbbb HEX

解説: これは、ログ・データ・セットへ入れられる通
知メッセージです。
ISRU144

不完全な aaaa - ISPF は、PDSE プログ
ラム・オブジェクト別名の複写をサポート
しません。 1 つまたは複数の選択された
メンバーがプログラム・オブジェクトの別
名であり、*ALIAS のマークが付いていま
した。 これらのメンバーは、別名である
メンバーも選択されなければ複写されませ
ん。

解説: カタログ要求の処理の間に、重大エラーが発生
しました。

解説: PDSE プログラム・オブジェクトの別名は、その
主メンバーが複写されるときに、自動的に複写されま
す。 ISPF は、別名のメンバーが選択された場合には、
この複写は行いません。 別名のメンバーを処理する必
要がある場合には、バインダーを使用しなければなりま
せん。

ユーザー応答:

ユーザー応答:

ISRU137
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要求のエラー - カタログの戻りコード =
aaaaaaaa、R0 = bbbbbbbb、R1 =
cccccccc (10 進)。

担当のシステム・プログラマーに、メ
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バインダーを使用して、プログラム・
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オブジェクトの別名のメンバーを処理します。
ISRU145

不完全な aaaa - ISPF は、PDSE プログ
ラム・オブジェクト別名の複写をサポート
しません。 選択されたメンバーはロー
ド・モジュール別名です。 これらのメン
バーは、別名であるメンバーも選択されな
ければ複写されません。

解説: PDSE プログラム・オブジェクトの別名は、別名
であるメンバーが複写されるときに、自動的に複写され
ます。 ISPF は、別名のメンバーが選択された場合に
は、この複写は行いません。 別名のメンバーを処理す
る必要がある場合には、バインダーを使用しなければな
りません。
ユーザー応答: バインダーを使用して、プログラム・
オブジェクトの別名のメンバーを処理します。
ISRU146

メンバー aaaaa でない - ISPF は PDSE
プログラム・オブジェクト別名の複写をサ
ポートしません。 選択されたメンバーは
プログラム・オブジェクトの別名です。
このメンバーを複写するには、別名である
メンバーを複写してください。

18

ユーザー出口からの、認識されない戻りコー
ド。

19

呼び出しユーザー出口で、エラーが発生した。
これは、カタログのゼロでない戻りコードのた
めです。

20

重大エラー

ISRU148

カタログ解除失敗 - 戻りコード 0 で、カ
タログ解除要求が終了しましたが、デー
タ・セットはまだカタログ内にあります。

解説: データ・セットがカタログ解除されませんでし
た。おそらく、CONVERTV が出されたが、正常に完了
しなかったボリューム上に、これが常駐しているためで
す。 PDF がカタログ解除要求を出し、戻りコードのゼ
ロを受け取りましたが、詳細な検査の結果、データ・セ
ット名がまだカタログ内にあることが分かりました。
ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡して、
このデータ・セットをカタログから除去するための支援
を求めてください。
システム・プログラマー応答: カタログ項目の除去の
支援については、適切な DFP 資料を参照してくださ
い。

解説: PDSE プログラム・オブジェクトの別名は、別名
であるメンバーが複写されるときに、自動的に複写され
ます。 ISPF は、別名のメンバーが選択された場合に
は、この複写は行いません。 別名のメンバーを処理す
る必要がある場合には、バインダーを使用しなければな
りません。

解説: BLDL の処理に十分な記憶装置がなかったか、
あるいは、別の BLDL エラーが発生したかのいずれか
です。

ユーザー応答: バインダーを使用して、プログラム・
オブジェクトの別名のメンバーを処理します。

ユーザー応答: 仮想記憶域を追加するか、あるいは、
他の BLDL エラーを訂正します。

ISRU147

圧縮のエラー - 圧縮リストは ’aaaaaaaa’
にあります。 RC = bbbbbbbb HEX

解説: 圧縮は、次の理由のどれか 1 つにより、失敗し
ました。
4

データ・セットが圧縮に不適格。 ユーザー出
口でのみ設定された。

8

データ・セット を割り振ることができません
でした。 ユーザー出口でのみ設定された。

12

データ・セットがカタログされていない。 ユ
ーザー出口でのみ設定された。

16

ユーザー出口でのエラー; ISPF は継続する。
ユーザー出口でのみ設定された。

17

LMCOMP 再帰エラー。 ユーザー出口でのみ設
定された。

ISRU150

ISRU151
解説:
す。

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

読み取り時の I/O エラー - データを読み
取ることができません。

I/O エラーのため、メンバーは読み取り不可能で

ユーザー応答: 操作を再試行します。問題が続くよう
であれば、担当のシステム・プログラマーに連絡してく
ださい。
システム・プログラマー応答:
す。

I/O エラーを訂正しま

第2章 PDF メッセージ

479

PDF メッセージ
データは複写不可 - データはユーザー
TTR を含んでいますが、ロード・モジュ
ールではありません。 ISPF は複写不
可。

ISRU159

解説: ISPF は、このデータ・タイプの複写はサポート
しません。

ISRU160

ユーザー応答: IEBCOPY のような、代替の複写方式を
使用してください。

解説:

ISRU152

ISRU153

印刷の失敗 - 移動 / 複写操作において、
1 つまたは複数のメンバーを印刷中にエ
ラーが発生しました。

解説: 移動 / 複写操作は、正常に複写されたすべての
メンバーを印刷データ・セットに印刷することができま
せんでした。印刷データ・セットに関するスペース不足
が原因であると考えられます。
ユーザー応答: より大きなスペースを持って、印刷デ
ータ・セットの再割り振りを行います。
ISRU154

解説:

これは通知メッセージです。

ISRU155
解説:

数値が有効な範囲外です - 指定した数値
が大きすぎるか、または小さすぎます。

日付が無効 - 日付は以下に表示した形式
のいずれかで指定してください。

日付が、サポートされない形式で入力されまし

ユーザー応答:
てください。
ISRU157
解説:

ユーザー応答:
ください。
ISRU161
解説:

ISRU162
解説:
す。

ISRU158

将来の日付を入力してください。

削除のエラー - まだこのデータ・セット
の満了日を過ぎていません。

解説: このデータは、満了日になるまでは削除できま
せん。
ユーザー応答:

満了日の後で、データを削除します。
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PK または PD のどちらかを入力して

メンバーが空です - メンバー aaaaaaaa
の中は空です。

これは通知メッセージです。
I/O エラー - メンバー aaaaaaaa を読め
ません。

I/O エラーのため、メンバーは読み取り不可能で

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
す。
ISRU163

I/O エラーを修正しま

VSAM データ・セット - この機能では
VSAM データ・セット編成はサポートさ
れません。

解説: VSAM データ・セットに対しては、オプション
3.2 またはオプション 3.4 の名前変更、カタログ、また
はカタログ除去の機能は使用できません。
ユーザー応答: VSAM データ・セットを処理するに
は、IDCAMS を使用します。
ISRU164

入力された満了日は、すでに過ぎています。

選択コードが無効 - 有効なオプションは
PK または PD です。

PK と PD だけが有効な選択項目です。

サポートされる形式で、日付を入力し

日付が無効 - 指定した満了日を過ぎてい
ます。

ユーザー応答:
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これは通知メッセージです。

これは通知メッセージです。

ISRU156
解説:
た。

メンバーは複写される - LIBRARY
aaaaaaaa のメンバーだけが移動され、他
はすべて複写されます。

解説:

フィールドが無効 - このフィールドは複
写の場合しか使えません。

解説:

データ・セットが空です - データ・セッ
ト aaaaaaaa が空です。

これは通知メッセージです。

ISRU165

DSORG が無効です - データ・セット編
成は区分編成か順次編成でなければなりま
せん。

解説: ユーザーが要求した操作を処理するためには、
データ・セット編成は区分編成か、順次編成でなければ
なりません。
ユーザー応答: 有効なデータ・セット編成 (DSORG)
を入力して、操作を再試行します。
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ISRU166

区分 DATA SET でない - データ・セッ
ト bbbbbbbb に対してメンバー aaaaaaaa
を指定しました。

解説: 要求された操作には、区分データ・セットが必
要です。
ユーザー応答: 区分データ・セットを入力して、操作
を再試行します。

ISRU172

解説: DSNAME レベルの構文が無効です。 引用符
は、DSNAME レベルでは不要です。
ユーザー応答:
入力します。
ISRU173

ISRU167

DATA SET の OPEN ERROR - メンバ
ーの有無を調べるための DATA SET
aaaaaaaa のオープンができなかった。

解説: データ・セットをオープンすることができない
ので、操作を続けることはできません。
ユーザー応答: 正常にオープンできなかった理由を判
別し、問題を訂正してから、操作を再試行します。
ISRU168

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa がデータ・セット bbbbbbbb に
見付かりません。

DSNAME のレベル・エラー - DSNAME
レベルから引用符を除去してください。

解説:

引用符を付けずに、DSNAME レベルを

カタログ探索エラー - カタログの探索
で、LOCATE への戻りコード aaaaaaaa
(10 進) を返しました。

検索時に、カタログ・エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
します。
ISRU174

カタログ・エラーを直

TBCREATE のエラー - データ・セット
名のテーブル作成で、戻りコード
aaaaaaaa が返されました。

解説: ハードコピー・ユーティリティー・パネルに指
定されたメンバーが、指定のデータ・セットにありませ
ん。

解説: 4 よりも大きい戻りコードは、TBCREATE サー
ビスから受信されたものです。

ユーザー応答: データ・セットまたはメンバー (あるい
はその両方) を訂正し、印刷要求を再試行します。

ユーザー応答: このエラーはおそらく、別のセッショ
ンがテーブルを使用しているためです。 テーブルをそ
のセッションから解放し、再試行します。

ISRU169

後処置が無効 - この機能を使ってメンバ
ーを削除することができません。

解説: 印刷されるデータが PDS のメンバーの場合に
は、PD オプションは使用できません。
ユーザー応答: このメンバーを印刷するには、PK オプ
ションを使用してください。
ISRU170

解説:

DS 名を発見できない - 探索引き数に合
致する DS 名を見付けることができませ
ん。

ISRU175

解説: 8 よりも大きい戻りコードは、TBADD サービス
または TBPUT サービスから受信されたものです。
ユーザー応答: ログオフして、再試行します。 エラー
が再発する場合は、システム・プログラマーに連絡して
ください。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。

弊社サポート部門まで

これは通知メッセージです。
ISRU176

ISRU171

解説:

TBADD のエラー - bbbbbbbb をテーブル
へ追加するときに、戻りコード aaaaaaaa
が返されました。

DATA SET 名がありません - ’aaaaaaaa’
で始まるデータ・セットがカタログされて
いません。

解説:

DATA SET LIST を保管 - データ・セッ
トのリストが ’aaaaaaaa.’ に入れられまし
た。

これは通知メッセージです。

これは通知メッセージです。
ISRU177

解説:

VTOC 情報が印刷された - aaaaaaaa の
VTOC 情報は ISPF の ’LIST’ データ・
セット内に置かれています。

これは通知メッセージです。
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ISRU178

VOLUME の装てん未了 - ボリューム
aaaaaaaa が装てんされていないか、また
は使えません。

ISRU185

ストリングが不完全 - ストリングの終わ
りを示すために引用符を付けてください。

解説: アクセスを試みているボリュームは装てんされ
ていません。

解説: FIND コマンドの引き数がリテラル文字列である
ことを示す引用符は見付かりましたが、文字列の終わり
を示す終了引用符が見付かりません。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答:
行します。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ます。
ISRU179

ボリュームを装てんし
ISRU186

第 2 オペランドを入力 - LOCATE コマ
ンドの 2 番目のオペランドは必須です。

解説: LOCATE コマンドには、探索文字列の入力が必
須です。
ユーザー応答: 探索文字列を用いて、コマンドをもう
一度出します。
ISRU180

解説:

LOCATE オペランド無効 - テーブルは
aaaaaaaa によって分類される。 オペラン
ドが有効な固定値でない。

無効な LOCATE ストリングが入力されました。

ユーザー応答:
ISRU181

FIND コマンドの文字列を訂正し、再試

有効な探索文字列を入力します。

LOCATE の探索エラー - テーブルの探索
で、戻りコード aaaaaaaa が返されまし
た。

解説: 8 よりも大きい戻りコードは、TBSKIP サービス
から受信されたものです。

日付が無効 - YYYY/MM/DD の形式で日
付を指定します。

解説: データ・セット・リストを、日付フィールドの
1 つで分類するときには、LOCATE コマンドの引き数
は有効な日付でなければなりません。
ユーザー応答: 無効な日付形式を、指示されているよ
うに訂正してから、LOCATE コマンドを再試行しま
す。
ISRU187

必須フィールドを入れる - DSNAME レ
ベルまたはボリューム (あるいはその両
方) を必ず指定すること。

解説: データ・セット・リストを要求するときには、
DSNAME レベルまたはボリュームのいずれか (あるい
はその両方) を指定する必要があります。
ユーザー応答: DSNAME レベル、またはボリューム通
し番号 (あるいはその両方) を指定して、リストに組み
込むデータ・セットを示します。 ボリューム通し番号
とブランクの DSNAME レベルを入力すると、ボリュー
ムのすべてのデータ・セットのリストを呼び出します。
データ・セット名の重複 - データ・セッ
トは aaaaaaaa 以外のボリュームにカタロ
グされています。

ユーザー応答: ログオフし、ログオンをやり直してか
ら、再試行します。 エラーが続くようであれば、担当
のシステム・プログラマーに連絡してください。

ISRU188

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

解説: 同じ名前を持つ SMS データ・セットが、別の
ボリュームにカタログされています。カタログされてい
ないデータ・セットの版を割り振ろうとすると、SMS
版のデータ・セットが割り振られます。

ISRU182

弊社サポート部門まで

コマンドが無効 - 入力されたコマンドは
データ・セット・リスト・ユーティリティ
ーでは無効です。

ISRU190

解説: データ・セット・リストがサポートしないコマ
ンドが入力されました。
ユーザー応答: 有効なデータ・セット・リストの基本
コマンド、すなわち、CONFIRM、FIND、LOCATE、
SAVE、SHOWCMD、または SORT を入力します。
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解説:

aaaaaaaa VTOC の印刷完了 - ボリュー
ム aaaaaaaa の VTOC リストが
bbbbbbbb に入れられました。

これは通知メッセージです。
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ISRU193

ボリューム aaaaaaaa がマウントされてい
ない - VTOC のリストをとるボリューム
をマウントしてください。

解説: VTOC リストから獲得しようと試みているボリ
ュームは、装てんされていません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ます。
ISRU194

解説:

圧縮は許されません - 指定されたライブ
ラリーは PDSE であるため、圧縮できま
せん。

VTOC のエラー - OBTAIN の戻りコード
= ’aaaaaaaa’。

解説: 形式 4 DSCB の読み取りの間に、エラーが発生
しました。
問題判別: 戻りコードの説明については、適切な
DFP/DFSMS 資料を参照してください。
ISRU196

スペースの解放エラー - LSPACE からの
戻りコード = ’aaaaaaaa’ 10 進数。

解説: VTOC の空きスペース情報を獲得するために
LSPACE マクロを出したときに、エラーが発生しまし
た。
問題判別: 戻りコードの説明については、適切な
DFP/DFSMS 資料を参照してください。
ISRU197

解説: RACF は、データ・セットの名前変更に関し
て、戻りコード 8 を返しました。
ユーザー応答:

RACF 許可を検査してください。

プログラマー応答:
査してください。

VTOC のエラー - CVAF マクロ
(SVC139) 戻りコード = ’aaaaaaaa’。

ISRU201

データ・セットの RACF 許可を検

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 基本 GDG またはテー
プ・データ・セットのユーザー処置を検査して、どのよ
うな処置をユーザーが試みていたかを調べます。
ISRU203

メンバー使用不可 - この組み込みコマン
ドにはメンバー名もパターンも使用できま
せん。

解説: データ・セット・メンバー名やパターンをサポ
ートしない組み込みコマンドに対して、データ・セッ
ト・メンバー名またはパターンが入力されました。
ユーザー応答: データ・セット・メンバー名またはパ
ターンを除去するか、あるいは、そのデータ・セット・
メンバー名またはパターンが有効な組み込みコマンドを
チェックします。
ISRU204

問題判別: 戻りコードの説明については、適切な
DFP/DFSMS 資料を参照してください。

解説:

レコード形式が無効 - レコード形式 ″U″
は、PDSE 作成時には無効です。

基本 GDG かテープ項目 - 基本 GDG ま
たはテープ項目の組み込み選択に有効なも
のがありません。

解説: 基本 GDG またはテープ・データ・セットの組
み込み機能の使用を試みると、このエラー・メッセージ
が出されます。 テープ・データ・セットはサポートさ
れていません。また、基本 GDG 項目は、単に、カタロ
グ内の項目です。

解説: VTOC またはデータ・セット情報を獲得するた
めに CVAF マクロを出した際に、エラーが発生しまし
た。

ISRU199

改名の失敗 - aaaaaaaa の改名に対する
RACF からの戻りコードは 8 でした。

ボリュームを装てんし

これは通知メッセージです。

ISRU195

ISRU200

行コマンドが無効 - 有効な行コマンドは
B、D、E、P、R、または TSO コマンド
/CLIST です。

無効な行コマンドが入力されました。

ユーザー応答: 次の有効な行コマンドのうちのどれか
1 つを入力します: B、D、E、P、R、または TSO コマ
ンド /CLIST。

解説: レコード形式 U は、PDSE 作成時にはサポート
されません。
ユーザー応答: PDSE 用にサポートされるレコード形式
を入力するか、または PDS として割り振りを行いま
す。
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ISRU205

解説:

データ・セット名が無効 - 引用符付きの
データ・セット完全修飾名を入力してくだ
さい。

データ・セット名が正しくありません。

ユーザー応答:
い。
ISRU206

データ・セット名を訂正してくださ

パラメーターが違う - 組み込みコマンド
では使用できないパラメーターです。

べます。 システム・プログラマーに連絡してくださ
い。
システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRU212

弊社サポート部門まで

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

解説: 指定の区分データ・セットには、メンバーが含
まれていません。

解説: 組み込みコマンドで使用できないパラメーター
が入力されました。

ユーザー応答: このデータ・セットが、探そうとして
いるメンバー用の正しいデータ・セットであるかどうか
を調べます。

ユーザー応答: 使用できないパラメーターを除去し、
組み込みコマンドをもう一度入力します。

問題判別:

ISRU207

変更は無効 - データ・セット名は組み込
みコマンドで変更できません。

解説: データ・セット名は、組み込みコマンドで変更
することはできません。
ユーザー応答: 組み込みコマンドでデータ・セット名
を変更しないでください。
ISRU208

コマンド失敗 - コマンド ’aaaaaaaa’ が存
在しないか、無効、または戻りコード 20
でした。

解説: 出されたコマンドは処理されませんでした。 コ
マンドが存在しないか、無効、あるいは戻りコード 20
が出されたかのどれかです。
ユーザー応答:
す。

有効なコマンドを、もう一度入力しま

ISRU213

解説:
た。

コマンド失敗 - コマンド ’aaaaaaaa’ は戻
りコード bbbbbbbb で終了しました。

コマンドが戻りコードを出して、失敗しまし

ユーザー応答:
す。
ISRU210

有効なコマンドを、もう一度入力しま

DATA SET は移動不能 - 移動元 DATA
SET の DATA SET 編成が、移動不能
(U) であることを示しています。

解説: データ・セットの編成が、そのデータ・セット
は移動不能であることを示しています。
ユーザー応答: データ・セットの編成が、そのデー
タ・セットが移動不能であることを示していることを調
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重大なエラー - オープン・エラー、入出
力エラー、または BLDL エラー。

解説: 重大エラーが発生しました。データ・セット上
で、オープン・エラー、入出力エラー、または BLDL
エラーのいずれかが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: このエラーを引き起こ
したデータ・セットの状況を検査します。
ISRU214
解説:

このオプションはない - 別のオプション
を試みてください。

入力されたオプションは使用できません。

ユーザー応答:
ISRU215

ISRU209

PDS にメンバーがありません。

別のオプションを試行します。

ディレクトリーにスペースがない - PDS
のディレクトリーがいっぱいです。ディレ
クトリー用のブロックをもっと割り振って
ください。

解説: 区分データ・セットには、ディレクトリーのス
ペースがありません。
ユーザー応答: PDS のディレクトリーのスペースが不
足しています。 さらにディレクトリーのスペースを割
り振る必要があります。
プログラマー応答:
を割り振ります。

さらにディレクトリーのスペース
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ISRU216

STOW で I/O エラー - ディレクトリ
ー・ブロックの更新中に、永続 I/O エラ
ーが発生しました。

解説: ディレクトリー・ブロックを更新している間
に、入出力エラーが発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
トの診断を実行します。
ISRU217

失敗したデータ・セッ

選択コードが無効 - 目的のメンバーの前
に S を入力して選択するか、B を入力し
て表示します。

解説: 無効な選択コードが入力されました。 有効な選
択は、選択の S またはブラウズの B です。
ユーザー応答:
ます。

有効な選択コードのどちらかを入力し

び、同一名のデータ・セットが既存していないことを確
認してください。
問題判別: 出力が割り振られたデータ・セットが、い
っぱいの可能性があります。
ISRU221

解説: これは通知メッセージです。 印刷データ・セッ
トには、表示するデータがありません。
ISRU222

読み取り時の I/O エラー - データを読み
取ることができません。

解説: 読み取り時に I/O エラーが発生しました。 デー
タを読み取ることができません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: エラーを引き起こして
いるデータ・セットの診断を実行します。
ISRU219
解説:
た。

BLDL エラー - I/O エラー、仮想記憶域
の不足、またはその他の BLDL エラー。

データ・セットで BLDL エラーが発生しまし

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: エラーを引き起こして
いるデータ・セットの診断を実行します。
ISRU220

割り振りのエラー - 印刷データ・セット
の割り振りができません。

解説: 印刷一時データ・セットの割り振りが失敗しま
した。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 一時データ・セットが
割り振られなかった理由を明らかにします。 ユーザー
がアクセスするパックがいっぱいではないこと、およ

印刷するデータがない - 出力コマンドに
よって印刷データ・セットに入れられたデ
ータがありません。

解説: これは通知メッセージです。データ・セットに
は、印刷するデータがありません。 出力コマンドが、
印刷データ・セット内にデータを入れませんでした。
ISRU223

ISRU218

表示するデータがない - 出力コマンドに
よって印刷データ・セットに入れられたデ
ータがありません。

ユーティリティー - 出力リスト - 発行さ
れたジョブ aaaaaaaa を再び待ち行列に入
れます。

解説: これは通知メッセージです。 要求ジョブを再び
待ち行列に入れるための OUTPUT コマンドが出されま
した。
ISRU224

ユーティリティー - 出力リスト - 発行さ
れたジョブ aaaaaaaa を削除します。

解説: これは通知メッセージです。 ジョブ・ログが削
除されました。
ISRU225

別の再待ち行列に移された - ジョブ
aaaaaaaa の出力が別の待ち行列に移され
ました。

解説: これは通知メッセージです。 リストされている
ジョブを、別の待ち行列に入れる試みがなされます。
ISRU226

削除が完了しました - ジョブ aaaaaaaa
の出力が削除されました。

解説: これは通知メッセージです。 リストされている
ジョブを削除する試みがなされます。
ISRU227

印刷が完了しました - 印刷機能が完了し
ました。

解説: これは通知メッセージです。 要求印刷機能が終
了しました。
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ISRU228

クラスが正しくない - クラスは英数字
(A-Z、0-9) でなければなりません。

解説: これは通知メッセージです。 無効なクラスが入
力されました。 クラスは A から Z または 0 から 9
でなければなりません。
ISRU229

メンバーが見付からない - ″aaaaaaaa″ が
ない。移動 / プロモートで LIBRARY 1
のみを探索しました。

ユーザー応答:
ISRU233

他のデータ・セット名を入力します。

総称装置が無効 - ボリューム通し番号を
指定する場合は、総称装置をブランクにし
ます。

解説: ボリューム通し番号を指定する場合は、総称装
置はブランクでなければなりません。
ユーザー応答:

総称装置をブランクにしておきます。

必須パラメーターが無効 - 示されている
オプションから必須パラメーターを選んで
ください。

解説: メンバーは、指定されたライブラリーにはあり
ませんでした。 1 つのライブラリーだけが探索されま
した。

ISRU235

ユーザー応答: データ・セット連結を検査して、メン
バーがどこにあるかを判別します。

解説: リストされている有効なオプション・リストの
なかの 1 つを入力し、コマンドを完了します。

プログラマー応答: 1 つのライブラリー・メンバーだ
けが探索されました。

ユーザー応答:
入力します。

ISRU230

VOLUME ボリューム通し番号は不可 この操作に対してはボリューム通し番号は
使えません。

解説: 非 VTOC データ・セット・リストを使用してア
クセスされる SMS 管理データ・セットでは、この操作
でボリューム通し番号を使用することはできません。
ユーザー応答: データ・セット・リストを使用してデ
ータ・セットへアクセスしてから、コマンドを再実行し
ます。
問題判別: 使用できない SMS データ・セットに対し
て、コマンドが出されました。 データ・セットは、非
VTOC データ・セット・リストを使用して、アクセスさ
れました。
ISRU231

RECORD SIZE TOO SMALL - 認められ
ているサイズは、RECFM=F
10-32760、RECFM=V 14-32752 です。

解説: 論理レコード長が短すぎます。 LRECL は、固
定長レコードの場合は、10 以上、可変長レコードの場
合は、14 以上でなければなりません。
ユーザー応答: データ・セットのレコード・サイズを
再ブロックします。
問題判別:
ISRU232

データ・セットの LRECL を検査します。
VOL 通し番号の指定不可 - ボリューム通
し番号の指定は、「その他のデータ・セッ
ト名」フィールドを使います。

解説: ボリューム通し番号を指定するときには、他の
データ・セット名フィールドを使用します。
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ISRU236

リストされている有効なオプションを

書き込み時 I/O エラー - データを書き込
むことができません。

解説: データをデータ・セット・メンバーへ書き込ん
でいる間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答: データ・セットを検査して、データ・
セットが破壊されていないか、DASD が使用可能か調べ
ます。
システム・プログラマー応答: 失敗したデータ・セッ
トが破壊されていないか、DASD が使用可能であるかを
検査します。
ISRU237

メンバー名を入れる - 指定したデータ・
セットは区分編成です。メンバー名が必要
です。

解説: 指定されたデータ・セットは、区分データ・セ
ットです。 区分データ・セットはメンバー名を指定す
る必要があります。
ユーザー応答:
ISRU238
解説:

メンバー名を入力します。

このオプションはない - 別のオプション
を試みてください。

要求オプションを使用することができません。

ユーザー応答:

使用可能なオプションを入力します。
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ISRU239

必須フィールドを指定 - USER ID また
は新しいバージョン番号は、R オプショ
ンと共に指定すること。

解説: R オプションは、ユーザー ID または新しいバ
ージョン番号 (あるいはその両方) とともに、使用しな
ければなりません。
ユーザー応答:
ISRU240

解説:

R オプションを使用します。

SORT オペランド無効 - ’aaaaaaaa’ は、
SORT オペランドとして正しくありませ
ん。

無効な SORT オペランドが入力されました。

ユーザー応答: SORT オペランドを訂正して、コマン
ドを再試行します。
問題判別:
ISRU241

分類フィールドが多過ぎる - SORT コマ
ンドでは最大 2 つのフィールドが指定可
能です。

ユーザー応答:

ユーザー応答: 修飾子を検査してから、担当システ
ム・プログラマーに相談してください。
システム・プログラマー応答: すべての DASD が操作
可能であるか、および、有効な修飾子が使用されている
かを検査します。
ISRU248

印刷済みリストが不完全 - データ・セッ
ト名のリストが割り振られた入力域に入り
切りません。

解説: 不完全なデータ・セット・リストが印刷されま
した。
ユーザー応答:
す。
ISRU249

SORT オペランドの数を訂正します。

オペランドが無効 - 有効な CONFIRM オ
ペランドは ON および OFF です。

このデータ・セット名のリストは、CVOL
カタログからのエントリーを含んでいま
す。このリストは、入力域で許可されてい
る名前の最大数を超え、完全でない可能性
があります。

解説: データ・セット・リストは、入力された修飾子
を使用して、完全には作成されませんでした。

SORT オペランドを検査します。

解説: SORT コマンドに入力された SORT オペランド
が多過ぎます。 コマンドごとに、最高で 2 つのオペラ
ンドを入力することができます。

ISRU243

ISRU247

データ・セットの修飾子を検査しま

リスト印刷中のエラー - ISPF リスト DS
へのリスト書き込み時にエラーが起きまし
た。

解説: ISPF リスト・データ・セットの印刷を試みてい
る間に、エラーが発生しました。

解説: 無効な CONFIRM オペランドが入力されまし
た。 有効なオペランドは、ON と OFF です。

ユーザー応答: ISPF リスト・データ・セットが利用可
能であるか、また、データを保存するために十分な大き
さであるかを検査します。

ユーザー応答: 有効な CONFIRM オペランド、すなわ
ち、ON か OFF のどちらかを使用します。

問題判別:
します。

ISPF リスト・データ・セットの属性を検査

データ・セットが保管された - データ・
セットが保管されました。

ISRU250

4 桁 年号が無効 - MVS システムは
MVS/XA で、レベルは MVS/SP 2.2.0 ま
たはそれ以降のものが必要。

ISRU244
解説:

これは通知メッセージです。

ISRU245
解説:
た。

コマンドが無効 - このパネルには ISPF
システム・コマンドだけが入力可能です。

コマンド行に、無効なコマンドが入力されまし

ユーザー応答: 有効なコマンドを指定します。 このメ
ッセージがコマンド情報用に表示されているときは、
HELP を入力します。

解説: この MVS システムは、入力された 4 桁の年号
をサポートするレベルではありません。
ユーザー応答: この MVS システムがサポートする、
有効な年号を入力します。
ISRU251

値が大き過ぎる - 指定できる最大保存期
間は 9999 です。

解説: 入力された保存期間が、9999 よりも長い。 保
存期間の値は、9999 日以下でなければなりません。
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ユーザー応答:
す。
ISRU252

9999 日以下の保存期間の値を入力しま

日付が無効 - 指定された日付には無効な
値が含まれています。

解説: 満了日フィールドに入力された日付に、無効な
値があります。 これらの値は、無効な日付や月、ある
いは日付、月、または年のフィールドに入れられた無効
な文字が考えられます。
ユーザー応答: 日付、月、または年に入力された、間
違った値を訂正します。
ISRU253

日付が許可されない - 指定された日付は
4 桁年号がサポートされる場合にのみ有
効です。

解説: ユリウス形式で入力された日付は、このシステ
ムの MVS のレベルではサポートされていません。
ユーザー応答: ユリウス日付を訂正するか、あるい
は、2 文字の年を使用する文字形式で日付を入力しま
す。
ISRU254

圧縮の正常完了 - データ・セットは圧縮
出口によって正常に圧縮されました。

解説: これは通知メッセージです。 圧縮を要求された
データ・セットは、正常に圧縮が完了されました。
ISRU256

重大エラー - ISPF 圧縮によって重大エ
ラーが戻されました。

解説: ISPF がデータ・セット上で圧縮を実行し、20
以上の戻りコードが戻されました。
ユーザー応答: 圧縮が行われたデータ・セットを調
べ、そのデータ・セットの特性を検査して、データ・セ
ットに問題があるかどうかを見ます。
ISRU257

DATA SET が区分ではない - 圧縮のた
めのデータ・セットは区分でなければなり
ません。

解説: 圧縮が要求されたデータ・セットは区分デー
タ・セットではないので、圧縮を実行することができま
せん。 圧縮を行うためには、データ・セットは区分で
なければなりません。
ユーザー応答: 区分でないデータ・セットの圧縮は行
わないでください。

ISRU258

メンバー aaaaaaaa の保管 - bbbbbbbb が
編集されて保管されています。

解説: これは通知メッセージです。 リストされたデー
タ・セットは保管されました。
ISRU259

DATA SET の削除なし - ″aaaaaaaa″ の
削除要求はユーザーによって取り消されま
した。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セットは
削除されませんでした。 データ・セット削除の確認が
取り消されました。
ISRU260

ユーザーの aaaaaaaa 要求を処理するため
にデータ・セット情報を取り出していま
す。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーの要求が
処理されています。
ISRU261

オペランドが無効 - 有効な SHOWCMD
オペランドは ON と OFF です。

解説: 無効なオペランドが、SHOWCMD コマンドに入
力されました。 有効なオペランドは、ON と OFF で
す。
ユーザー応答: ON または OFF をオペランドに指定し
て、SHOWCMD コマンドを入力します。
ISRU262

パネルが見付からない - 指定のデータ・
セット・リスト・パネルが見付かりません
でした。

解説: 要求されたデータ・セット・リスト・パネルが
見付かりませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 指定したデータ・セッ
ト・リスト・パネルが存在するか、および、それを表示
することができるか、検査して調べます。
ISRU263

テーブル処理エラー - テーブル処理の制
御中にエラーが発生しました。

解説: プログラム状態を格納するために必要なテーブ
ルの作成に、問題があります。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 要求したテーブルが作
成されなかった理由を、検査して調べます。
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ISRU264

この前のコマンドなし - 行コマンドを入
れた後でなければ = コマンドを使用する
ことはできません。

解説: 前に行コマンドが出されていないので、= コマ
ンドを使用することはできません。
ユーザー応答:
ます。
ISRU265

検索を試みていた行コマンドを入力し

データ・セットがありません - ’aaaaaaaa’
は削除されたか、あるいはアンカタログさ
れました。

解説: 要求されたデータ・セットがカタログされてい
ないか、アンカタログされたか、GDG でないか、ある
いはテープ上にありません。 このデータ・セットは存
在しません。
ユーザー応答: 検査して、データ・セットがシステム
から除去されてしまったかどうかを確認します。
ISRU266

解説:

メンバーが長過ぎる - メンバー名または
パターンの長さは 8 文字以下でなければ
なりません。

メンバー名が 8 文字よりも長い。

ユーザー応答: 8 文字以下の、有効なメンバー名また
はパターンを入力します。
ISRU267

データ・セットが不明 - ″aaaaaaaa″ はボ
リューム bbbbbbbb で見付かりません。

解説: 要求データ・セットは、指定のボリュームにあ
りません。
ユーザー応答: データ・セット用に正しいボリューム
を入力するか、あるいは、データ・セット名だけを入力
します。
ISRU268

コマンドが長過ぎる - コマンド拡張によ
りコマンドの長さが 255 文字を超過しま
した。

解説: 入力されたコマンドが、最大長の 255 文字を超
えています。
ユーザー応答:
ます。

255 文字以下で、コマンドを再入力し

ISRU269

DATA SET 編成が無効 - データ・セッ
ト編成は区分または順次のいずれかでなけ
ればなりません。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット編
成が無効です。 FREE コマンドを実行するためには、
データ・セット編成は区分または順次のいずれかでなけ
ればなりません。
ISRU273

削除の確認が ON - データ・セット削除
要求に関する確認画面が表示されます。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット削
除要求に関する確認が ON に設定されました。 削除要
求に関する確認画面は、確認が OFF に設定されていな
ければ、表示されます。
ISRU274

削除の確認が OFF - データ・セット削除
要求は確認されません。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット削
除要求に関する確認が OFF に設定されました。 削除
要求に関する確認画面は表示されません。 削除確認画
面を表示するには、確認を ON に設定します。
ISRU275

コマンドが表示されます - 処理の前に行
コマンドが表示されます。

解説: これは通知メッセージです。 SHOWCMD が
ON に設定されているので、処理の前に行コマンドが表
示されます。 処理の前に行コマンドを確認する必要が
ない場合には、SHOWCMD を OFF に設定します。
ISRU276

SHOWCMD を OFF - 行コマンドは即座
に実行されます。

解説: これは通知メッセージです。 SHOWCMD が
OFF にされるので、行コマンドは処理の前に表示され
ません。 処理の前に行コマンドを知りたい場合には、
SHOWCMD ON コマンドを出します。
ISRU277

範囲外の数字 - 区分データ・セットには
一次割振量 0 を指定できません。

解説: 値 0 が、一次割振量フィールドに入力されまし
たが、区分データ・セットの一次割振量を 0 に設定す
ることはできません。
ユーザー応答: 一次割振量フィールドに、0 よりも大
きい値を入力します。
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ISRU278

範囲外の数字 - 二次割振量が 0 の場合、
一次割振量も 0 にすることはできませ
ん。

解説: 一次割振量フィールドと二次割振量フィールド
がともに、0 に設定されています。 二次割振量フィー
ルドが 0 の場合には、一次割振量フィールドを 0 にす
ることはできません。
ユーザー応答: 一次割振量フィールドまたは二次割振
量フィールドのいずれかの値を、0 よりも大きな値に変
更します。 区分データ・セットの場合には、一次割振
量フィールドを 0 に設定することはできません。
ISRU279

無効な組み合せ - 区分データ・セットの
場合、ディレクトリー・ブロックに 0 よ
り大きい値が必要です。

解説: 区分データ・セットのディレクトリー・ブロッ
クの数に、値 0 が入力されました。

ISRU285

解説: これは通知メッセージです。 リスト・ファイル
が印刷され、印刷機能の終了時に削除されます。
ISRU286

回復が処理されました - 保留中の回復の
処理、取り消しまたは据え置きが行われま
した。

解説: これは通知メッセージです。 保留状態のエラー
の回復が処理されました。

UTILITY - COM PRINT - SUBMIT のエ
ラー。 aaaaaaaa は保持されました。

解説: 実行依頼されたジョブは処理されませんでした
が、リスト・ファイルは保持されています。
ユーザー応答:
別します。
ISRU287

ユーザー応答: ディレクトリー・ブロックの数に、0
よりも大きい値を入力します。
ISRU280

データ・セットがオープンされていない aaaaaaaa はオープンされていない圧縮デ
ータ・セットです。 ISPF には DFSMS
が使用するブロック・サイズが分らないた
め、1 次の数量をトラック単位で示しま
す。

ジョブを検査して、エラーの原因を判

ユーティリティー - COM PRINT aaaaaaaa はローカルのプリンター
bbbbbbbb および cccccccc に送られまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 リスト・ファイル
は、指定のローカルプリンター ID へ送られます。
ISRU288

SMS は活動していない - SMS は活動し
ていません。拡張データ・セットの割り振
りは利用不可。

ジョブ - aaaaaaaa - ジョブが実行依頼さ
れました。

解説: SMS が、ユーザーの MVS システムで活動して
いません。

解説: これは通知メッセージです。 ジョブが、処理を
実行依頼されました。

ユーザー応答: 高速パス・コマンド、またはスペー
ス・プルダウンを使用して、非 SMS データ・セットと
して、データ・セットを割り振ります。

ISRU281

ISRU282

リストが削除されました - aaaaaaaa が削
除されました。

解説: これは通知メッセージです。 リスト・ファイル
が削除されます。
ISRU283

ジョブ - aaaaaaaa は印刷され、cccccccc
によって bbbbbbbb されます。

解説: これは通知メッセージです。 リスト・ファイル
が印刷され、印刷機能の終了時に削除されます。
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ISRU289

リストが保持されました - aaaaaaaa が保
持されました。

解説: これは通知メッセージです。 リスト・ファイル
は保持されています。
ISRU284

プログラマー応答:
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解説:

通知。

20 個以上のボリューム - 表示された情報
は、このデータ・セットの最初の 20 個
のボリュームに関するものです。 20 個
を超えるボリュームがある場合、この情報
が誤りである可能性があります。

現時点では説明が用意されていません。
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ISRU290

データ・セットが印刷されません aaaaaaaa は保管されました。 ローカル印
刷 RC = bbbbbbbb の ISPF メッセージ
およびコードまたはヘルプを参照してくだ
さい。

解説: ローカル・プリンターでデータ・セットを印刷
しようとしましたが、失敗しました。 リスト・デー
タ・セットは保持されます。 可能な戻りコードは次の
とおりです。
2

ユーザーがローカル印刷を取り消した。

4

ISPF が TSO PRINTDS コマンドを出したが、
PRINTDS 中にユーザーが ATTENTION を押し
た。

6

システム・プログラマーがローカル印刷を使用
不能にした。 システム・プログラマーが、
ISRCNFIG の LOCALPRT フィールドをブラン
クに設定しました。この設定は、ローカル印刷
を使用不能にします。

8

12

16

ISPF が TSO PRINTDS コマンドを出したが、
TSO PRINTDS が異常終了した。 詳細につい
ては、ユーザーの TSO プロファイル内に
WTPMSG および MSGID を設定することによ
って、TSO PRINTDS から入手することができ
ます。
TSO PRINTDS が、ゼロよりも大きい戻りコー
ドです。 詳細については、ユーザーの TSO
プロファイル内に WTPMSG および MSGID
を設定することによって、TSO PRINTDS から
入手することができます。
ローカル印刷からの、予期しない戻りコード。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: ローカル印刷機能が正
しく設定されているか検査してください。
ISRU291

ジョブ・スケルトンがありません - ジョ
ブ・カード・スケルトン ISRSCHPJ が
見付かりませんでした。

プログラム開発機能) スケルトンが、ユーザーのシステ
ム連結にありません。
ISRU292

オプションの入力 - リストされたオプシ
ョンの内 1 つを選択してください。

解説: このパネルの下に表示されている、強調表示の
オプションの 1 つを入力しなければなりません。
ユーザー応答:
入力します。
ISRU293

強調表示のオプションのうちの 1 つを

データ・セット印刷不可 - 同名でカタロ
グされたデータ・セットがある場合、カタ
ログされていないデータ・セットは、ロー
カルの印刷モードでオプション 3.6 を使
用して印刷することはできません。

解説: 同名でカタログされたデータ・セットがシステ
ムに存在する場合は、ハードコピー・ユーティリティー
は、カタログされていないデータ・セットを処理するこ
とはできません。
ユーザー応答: 別の方式を使用してデータ・セットを
印刷してください。
ISRU294

予期しない戻りコード - 印刷ユーティリ
ティー出口からの戻りコード aaaaaaaa 。
リストは保持されます。

解説: 印刷ユーティリティーの終了時に、予期しない
戻りコードを受け取りました。 リスト・データ・セッ
トは保持されます。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
出口を検査します。
ISRU295

印刷ユーティリティー

TSO/E ICF が導入されていません TSO/E 情報センター機能 (TSO/E ICF)
が導入されていません。

解説: TSO/E 情報センター機能が、ユーザーのシステ
ムに導入されていません。

解説: ジョブ・カード・スケルトンの ISRSCHPJ が見
付かりません。

ユーザー応答:
ださい。

ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマー応答: 情報センター機能
(TSO/E ICF) が導入されているか調べてください。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: システム連結に PDF ス
ケルトンがあるかどうか検査します。
問題判別:

ISPF/PDF (対話式システム生産性向上機能 /
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ISRU296

印刷ユーティリティー出口 - 印刷ユーテ
ィリティー出口が戻りコード aaaaaaaa を
生成しました。

解説: これは通知メッセージです。 印刷ユーティリテ
ィー出口が、印刷ユーティリティー出口で受信された戻
りコードを作成しました。
ISRU297

送り込みエラー - 印刷ユーティリティー
出口で生成された JCL を送り込み中にエ
ラー発生しました。

解説: 印刷ユーティリティー出口が生成した JCL が送
り込まれたときに、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
さい。
ISRU298

ユーティリティー - TSO/E ICF - TSO/E
ICF により aaaaaaaa が印刷され、
bbbbbbbb されました。

解説:

データ・セット名の変更なし - データ・
セットの名前変更の要求はユーザーによっ
て取り消されました。

これは通知メッセージです。

ISRU301

リスト・データ・セットなし - リスト・
データ・セット aaa(44) を見付けること
ができません。

解説: 印刷に指定されたリスト・データ・セット
(aaa(44)) がありません。したがって、これを印刷するこ
とはできません。
ユーザー応答: リストを再生成し、印刷ジョブをもう
一度実行依頼します。
ISRU302

JCL の生成 - 印刷出口が生成した JCL
は aaaaaaaa に入れられました。

解説: これは通知メッセージです。 印刷ユーティリテ
ィー出口が要求印刷操作のための JCL を、正常に生成
しました。

TSO/E ICF CLIST エラー - CLIST
ICQCPC00 エラーです。 システム・プロ
グラマーに連絡してください。

解説: ICF 印刷要求 (ICQCPC00) の処理に使用される
CLIST が、エラーを戻しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 問題を判別するには、
ICF の資料を参照してください。
ISRU304

エラーが発生した JCL を検査してくだ

解説: これは通知メッセージです。 TSO/E 情報センタ
ー機能印刷が呼び出され、リスト・ファイルを印刷しま
した。
ISRU299

ISRU303

TSO/E ICF MSG が不明 - TSO/E ICF
メッセージ変数が見付かりません。 シス
テム・プログラマーに連絡してください。

解説: 指定の印刷要求を処理している間に、TSO/E ICF
にエラーが発生しましたが、ICF のダイアログ変数
QCPMSGID に、メッセージが見付かりませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 問題を判別するには、
ICF の資料を参照してください。
ISRU305

データ・セット削除されませんでした データ・セットが存在しないか、十分な権
限がありません。

解説: PDF は、SCRATCH マクロから戻りコード 8
を受信しました。これは、削除されるデータ・セットが
存在しないか、あるいは、そのデータ・セットを削除す
るために、十分な RACF 権限をユーザーが持っていな
いことを示します。
ユーザー応答: データ・セットが存在するか検査しま
す。 データ・セットが存在しない場合には、それはす
でに削除されているので、処置は不要です。 データ・
セットが存在する場合には、それを削除するための十分
な RACF 権限を、ユーザーが持っていません。 このよ
うな場合には、十分な RACF 権限を持っている人にデ
ータ・セットを削除してもらうか、または、担当の
RACF 管理者に連絡して、権限レベルを変更してもらい
ます。
ISRU306

RECFM はサポート不可 - 標準レコード
は FREE コマンドではサポートされませ
ん。

解説: PDF FREE コマンド (オプション 3.4 データ・
セット・リストからの F 行コマンド) は、固定長の標
準レコード形式ではサポートされません。
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ユーザー応答: 代替方法を探して、データ・セットの
スペースを解放します。
ISRU307

改名失敗。 データ・セットを改名できま
せんでしたが、新しい名前のカタログ項目
をカタログより除去できませんでした。
アンカタログ戻りコードは aaaaaaaa で
す。 ヘルプ・コマンドを入力して詳しい
情報を得てください。

解説: PDF がデータ・セットを名前変更するときに
は、次の 3 つのステップの処理が行われます。
1. 新しいデータ・セット名がカタログされる。
2. データ・セットが名前変更される。
3. 古いデータ・セットがアンカタログされる。
PDF は、新しいデータ・セット名を正常にカタログし
ましたが、そのデータ・セットを、古い名前から新しい
名前に名前変更することができませんでした。 PDF は
次に、新しいデータ・セット名をアンカタログして、シ
ステムを元の状態に復元しようと試みましたが、アンカ
タログも失敗しました。 現在、カタログ項目は、古い
名前と新しい名前の両方に存在しており、そのデータ・
セット自体は、古い名前を持っています。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
ます。

カタログ項目を除去し

ユーザー応答:
い。

システム・プログラマー応答: 圧縮出口ルーチンが返
す戻りコードの詳細について ISPF 計画とカスタマイズ
を参照し、適切な戻りコードが返されるように出口ルー
チンを修正してください。
ISRU322

データ・セット削除されませんでした データ・セットは複写されましたが、権限
が不十分なため、削除されませんでした。

解説: 移動 / 複写ユーティリティーが順次データ・セ
ットを移動するように、ユーザーが要求しました。 こ
れには、次の 2 つのステップが含まれます。
1. データがコピーされます。
2. データ・セットが削除されます。
ユーザーが、削除を要求するための、十分なアクセス権
限を持っていないため、PDF はデータ・セットを削除
することができませんでした。
ユーザー応答: 担当システム・プログラマーに、デー
タ・セットを削除するための権限を与えてもらうか、あ
るいは、データ・セットを削除してもらいます。
ISRU319

出口に重大エラー - ユーザー出口に重大
エラーが発生。 圧縮は中止しました。

解説: 圧縮出口から、予期しない戻りコードが受信さ
れました。これは、重大エラーが発生したことを示しま
す。 PDF は、圧縮要求を打ち切ります。

RESET のエラー - RESET によるパッ
ク・データの再順序づけは行われません。

解説: PDF リセット・ユーティリティーは、パック形
式のデータを再順序付けすることはできません。
ユーザー応答: 編集 RENUM コマンドを使用して、デ
ータの再順序付けを行います。
ISRU323

ESTAE マクロのエラー - ESTAE マクロ
が、戻りコード aaaa を返してエラーに終
わりました。

解説: PDF 移動 / 複写処理プログラム (ISRUMCS)
が、ゼロでない戻りコードを、ESTAE マクロから受信
しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 適切な MVS の資料を
見て、問題を判別してください。
ISRU324

ISRU308

担当のプログラマーに連絡してくださ

SYSTEM ABEND ’aaaa’ - SYSTEM
ABEND が起きました。 詳しくは、
HELP キーを押してください。

解説: PDF 移動 / 複写 ルーチン (ISRUMCS) が、ユ
ーザーの要求の処理時に、異常終了 aaaa を受信しまし
た。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 適切な MVS の資料を
見て、問題を判別してください。
ISRU325

RESET のエラー - MEMBER aaaaaaaa
にはパック・データがあります。 bbbb 個
のメンバーは処理済み。

解説: PDF リセット・ユーティリティーは、パック・
データを含むメンバーを処理することができません。
PDF はリセット要求を打ち切ります。 bbbb メンバー
は、エラーが発生する前に正常に処理されました。
ユーザー応答: メンバーを処理する必要がある場合に
は、PDF 編集プログラムを使用して、メンバーをアン
パックします。
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ISRU327

GETMAIN のエラー - 処理を続けるため
に必要で充分な作業域を確保できません。

解説: PDF は、データ・セット・リスト・ユーティリ
ティー要求の処理に必要な、最小サイズ (64K) を獲得
できませんでした。
ユーザー応答: 次のうちのどれか 1 つを試してみま
す。
v ログオフし、ログオンをやり直してから、要求を再試
行する。
v 領域サイズを増やし、要求を再試行する。
v システム・プログラマーに、最大の使用可能領域サイ
ズを増やしてもらい、要求を再試行する。

ユーザー応答: 別のレコード形式を選択して、機能を
再試行します。
ISRU332

解説: 固定長または可変長形式のレコードを使用して
データ・セットを割り振るときには、ゼロでないレコー
ド長が必須です。 ゼロのレコード長が有効なのは、不
定形式レコードの場合だけです。
ユーザー応答: ゼロでないレコード長を指定するか、
またはレコード形式 U を使用します。
ISRU334

ISRU328

GETMAIN のエラー - GETMAIN を出す
ことができません。

解説: PDF は、ユーザーのデータ・セット・リスト・
ユーティリティー要求を処理するための作業域を獲得し
ている間に、GETMAIN マクロから 4 よりも大きい戻
りコードを受信しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答: 適切な MVS の資料を
見て、問題を判別してください。
ISRU329

データをパックできない - ISPF では
RECFM=U のデータをパックできませ
ん。

解説: ISPF と PDF は、レコード形式 U のデータ・
セットのパック・データはサポートしません。 レコー
ド形式 F と V だけがサポートされます。
ユーザー応答: データをレコード形式 F または V の
データ・セットへ移動し、それをパックするか、あるい
は、データをアンパックのままにしておきます。
ISRU330

レコード形式が無効 - 区分データ・セッ
ト編成の場合、S は無効です。

数字が有効範囲外 - レコード形式が U
の場合のみ、長さ 0 が有効です。

後処置が無効 - DISP=MOD が指定され
た場合データのパックは無効です。

解説: 後処置 MOD の指定で順次データ・セットへの
複写を行う場合これは、複写されたデータをデータ・セ
ットの既存のデータへ追加する)、複写されているデータ
をパックすることはできません。 複写されているデー
タがパックされると、ISPF が処理できないデータが作
成されます。
ユーザー応答: 後処置の OLD を使用するか、あるい
は、パック・オプションの NO を指定して、ISPF にデ
ータをアンパックさせてから、それを目標データ・セッ
トへ書き込みます。
ISRU335

aaaaaaaa 失敗 - 宛先 DATA SET がパ
ック DATA を持つ場合、指定された
DISP=MOD は無効です。

解説: すでにパック・データを含んでいる順次デー
タ・セットへの複写を行うときには、後処置の MOD
(複写されるデータを、データ・セットの既存データに追
加する) を指定することはできません。これは、ISPF が
処理できないデータが作成されるからです。
ユーザー応答: 後処置の OLD を使用するか、あるい
は、目標順次データ・セットをアンパックしてから、
COPY コマンドを試行します。

解説: 固定長の標準レコード形式、または可変長スパ
ン・レコード形式を持つ区分データ・セットは、サポー
トされません。

ISRU336

ユーザー応答: 別のレコード形式を選択して、機能を
再試行します。

解説: 後処置の MOD を使用して、順次データ・セッ
トへの複写を行うときには、ISPF は目標順次の最初の
レコードを読み取って、そのデータ・セットにパック・
データが入っているかどうかを判別します。 最初のレ
コードの読み取りを試みている間に、入出力エラーが発
生しました。

ISRU331

レコード形式が無効 - B または S の場
合、U は無効です。

解説: 不定形式レコードは、ブロック、標準、または
スパンにすることはできません。
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ータ・セットを読み込み中にエラーが発
生。

PDF メッセージ
ユーザー応答:
ださい。
ISRU337

システム・プログラマーに連絡してく

組み合わせ無効 - パックの組み合わせが
無効なため、複写要求が未完了です。
ASIS ファイル属性の MOD および
PACK オプションを指定した順次デー
タ・セットの複写中は、パックとアンパッ
ク両方のデータの複写や、複数のパック・
メンバーの複写を行うことはできません。
この操作のあいだに、aaaa メンバーの複
写が成功しました。

ISRU340

解説: ISPF は、SAVE コマンドの処理の間に、内部テ
ーブル・サービス・エラーを見付けました。
ユーザー応答:
ださい。

上記のどちらの場合も、ISPF が処理できないデータに
なります。
ユーザー応答: 後処置に MOD を指定して、複数の
PDS メンバーを順次データへ複写するには、すべての
PDS メンバーがアンパックされているか、あるいは、
パック・オプションの NO を指定して複写されなけれ
ばなりません。このほか、目標順次データ・セットは、
空であるか、あるいはアンパック・データを含んでいる
必要があります。
ISRU338

メンバー名が無効 - このメンバー名は区
分データ・セットでは無効です。

取り出し元データ・セットが空 - 空の取
り出し元 PDS メンバーまたは順次デー
タ・セットが要求されました。

解説: データを含まない PDS または順次データ・セッ
トから、複写を行う要求が出されました。
ユーザー応答: データを含むメンバーまたはデータ・
セットを指定します。

リストが印刷されない - オプション 3.4
SAVE コマンドのリスト・データ・セッ
トは、RECFM が F の場合は論理レコー
ド長が 132 以上で RECFM が V の場合
は 136 以上の順次データ・セットでなけ
ればなりません。

ユーザー応答: 別のリスト識別コードを使用して、
ISPF が別のデータ・セットへデータ・セット・リスト
情報を書き込むようにするか、または、既存のデータ・
セットを削除して再割り振りし、適切な特性を持つよう
にします。
ISRU342

データ・セットが印刷される - データ・
セットのリストは ISPF リスト・デー
タ・セットに入れられました。

解説: これは通知メッセージです。 オプション 3.4
SAVE コマンドは正常に処理され、要求情報は ISPF リ
スト・データ・セットへ書き込まれました。
ISRU343

ISRU339

弊社サポート部門まで

解説: オプション 3.4 SAVE コマンドが出されまし
た。これは、リスト識別コードを指定して、データ・セ
ット・リスト情報を userid.list-id.DATASETS という名
前のデータ・セットへ書き込ませます。 このデータ・
セットが既にある場合には、これは、RECFM が F の
場合は論理レコード長が 132 以上で、RECFM が V の
場合は 136 以上の順次データ・セットでなければなり
ません。

解説: 無効文字を含むメンバー名が、処理のために指
定されました。
ユーザー応答: メンバー名を訂正します。 有効なメン
バー名は 1 文字から 8 文字の長さで、英字または特殊
文字で始まり、英字、数字、および特殊文字だけを含み
ます。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRU341

解説: PDS (または PDS の連結) の複数のメンバー
を、後処置の MOD を使用して、順次データ・セットへ
複写している間に、次の 2 つの条件のうちの 1 つが発
生しました:
v パック・メンバーとアンパック・メンバーがともに、
複写されるように選択された。
v 複数のパック・メンバーが、複写されるように選択さ
れた。

リスト印刷中のエラー - リストを aaa(44)
の中へ入れようとしているときにエラーが
発生しました。

リスト ID が無効 - aaaaaaaa には無効な
文字が含まれています。

解説: オプション 3.4 SAVE コマンドが、リスト ID
パラメーターを指定して呼び出されました。これは、デ
ータ・セット・リスト情報がデータ・セットへ書き込ま
れるべきであるということを示しています。 データ・
セットの中間修飾子として使用されるリスト ID パラメ
ーターは、ISPF の命名規則に従っていませんでした。
ユーザー応答: 指定のパラメーターを訂正して、コマ
ンドを再入力します。 指定されるパラメーターは、1
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文字から 8 文字の長さで、英字または @、#、または
$ で始まり、残りの文字はすべて、英字、数字、または
@、#、$、あるいは X'CO' (右括弧) でなければなりま
せん。
ISRU344

リスト ID が長過ぎる - リスト ID の長
さは 8 文字以下でなければなりません。

解説: オプション 3.4 SAVE コマンドが、リスト ID
パラメーターを指定して呼び出されました。これは、デ
ータ・セット・リスト情報がデータ・セットへ書き込ま
れるべきであるということを示しています。 データ・
セットの中間修飾子として使用されるリスト ID パラメ
ーターは、ISPF の命名規則に従っていませんでした。
ユーザー応答: 指定のパラメーターを訂正して、コマ
ンドを再入力します。 指定されるパラメーターは、1
文字から 8 文字の長さで、英字または @、#、または
$ で始まり、残りの文字はすべて、英字、数字、または
@、#、$、あるいは X'CO' (右括弧) でなければなりま
せん。
ISRU345

解放の失敗 - データ・セット bbb(44) の
ための aaaa が失敗に終わりました。

解説: OPEN マクロまたは RDJFCB マクロ (上記では
aaaa で示している) の失敗により、ISPF は、データ・
セット bbb(44) のために、未使用のスペースを解放する
ことができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
従ってください。

通常の問題判別手順に

ISRU348

解説: データ・セット・リストの FREE コマンドを処
理している間に、ISPF は ESTAE マクロからのエラー
を受け取りました。
ユーザー応答:
ださい。

ユーティリティー - 解放 - データ・セッ
ト ’aaa(44)’ に対して未使用スペースが解
放されました。

解説: これは通知メッセージです。 ISPF データ・セ
ット・リストの FREE コマンドが、正常に完了しまし
た。
ISRU347

解放の完了 - データ・セット ’aaa(44)’
に対して未使用スペースが解放されまし
た。 データ・セットからスペースを解放
できない場合、詳細情報については、
HELP を入力してください。

解説: これは通知メッセージです。 ISPF データ・セ
ット・リストの FREE コマンドが、正常に完了しまし
た。
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システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRU349

弊社サポート部門まで

ABEND による解放の失敗 - オープンの
際に aaaa の ABEND コード。 詳細は
システム・メッセージを参照してくださ
い。

解説: データ・セットの FREE コマンドを処理してい
る間に、ISPF は異常終了を検出しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRU352

弊社サポート部門まで

aaaaaaaa 発行 - aaaaaaaa が bbb(44) に
出されました。

解説: これは通知メッセージです。 移行済みデータ・
セットの削除が要求されました。 移行済みデータ・セ
ット (aaaaaaaa) の削除に使用されるように、ISPF は、
構成テーブルに指定されているコマンドを出しました。
ISRU353

ISRU346

内部 PROGRAM ERROR - モジュール
ISRUAF での初期設定中に ESTAE が失
敗に終わりました。

″取り出し元″ データ・セットが使用中 取り出し元データ・セットはあなたか、別
のユーザーによって更新中です。

解説: 移動、複写、複写 / ロック、またはプロモート
要求が出されましたが、操作ソースとして指定されたデ
ータ・セットは、あなたか、別のユーザーによって現在
使用されています。
ユーザー応答: データ・セットを使用している人を識
別し、データ・セットを解放するように要求するか、ま
たは、後で再試行します。
ISRU354

″受け入れ先″ データ・セットが使用中 受け入れ先データ・セットはあなたか、別
のユーザーによって更新中です。

解説: 移動、複写、複写 / ロック、またはプロモート
要求が出されましたが、操作目標として指定されたデー
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タ・セットは、あなたか、別のユーザーによって現在使
用されています。
ユーザー応答: データ・セットを使用している人を識
別し、データ・セットを解放するように要求するか、ま
たは、後で再試行します。
ISRU355

″取り出し元″ メンバーが使用中 - 取り出
し元のメンバーはあなたか、別のユーザー
によって更新中です。

解説: 移動、複写、複写 / ロック、またはプロモート
要求が出されましたが、操作ソースとして指定された 1
つまたは複数のメンバーは、あなたか、別のユーザーに
よって現在使用されています。
ユーザー応答: メンバーを使用している人を識別し、
メンバーを解放するように要求するか、または、後で再
試行します。
ISRU356

″ 受け入れ先″ メンバーが使用中 - 受け
入れ先のメンバーはあなたか、別のユーザ
ーによって更新中です。

解説: 移動、複写、複写 / ロック、またはプロモート
要求が出されましたが、操作目標として指定された 1
つまたは複数のメンバーは、本人か、別のユーザーによ
って現在使用されています。
ユーザー応答: メンバーを使用している人を識別し、
メンバーを解放するように要求するか、または、後で再
試行します。
ISRU358

aaaaaaaa が失敗 - 取り出し元レコード長
がレコード形式 ″U″ の受け入れ先ブロッ
ク・サイズより大きい。

解説: レコード形式 U の 2 つのライブラリーの間で
複写または移動を行うときには、目標ライブラリーのブ
ロック・サイズは、ソース・データ・セットのブロッ
ク・サイズ以上でなければなりません。
ユーザー応答: 目標ライブラリーを再割り振りして、
適切なブロック・サイズを持つようにするか、または、
メンバーを別のライブラリーへ複写します。
ISRU359

リストが不完全 - 作業域が不十分です。
詳細については、HELP キーを押してく
ださい。

解説: 現行のデータ・セット・リスト要求の処理に必
要な作業域が、現在使用可能な作業域を超えています。
ユーザー応答:
す。

次のうちのどれか 1 つを試してみま

v 省略時解釈の修飾子、または部分的修飾子を入れる前
に、追加の完全な修飾子を使用して、%DSNAME
LEVEL+ を再入力する。 (たとえば、ABC.XYZ* ま
たは ABC.XY* の代わりに、ABC.XYZ を指定しま
す。)
v 領域サイズを増やす。
ISRU360

SCLM からの警告 - 更新されたプロジェ
クトは SCLM によって制御されていま
す。

解説: これは通知メッセージです。 ISPF は、ユーザ
ーが処理しているデータ・セットが、SCLM 制御ライブ
ラリーの可能性があると把握しました。ライブラリーが
実際に SCLM 制御で、ユーザーが要求を継続すると、
その VSAM データベースに格納されている SCLM 会
計情報を無効にすることになります。 これはデータの
喪失にはなりませんが、ユーザーは、メンバーの作成や
プロモートを行う前に、SCLM 移行ユーティリティーオ
プション 10.3.3) または SCLM 編集 (オプション 10.2)
のどちらかを使用して、会計情報を訂正する必要があり
ます。
ISRU361

変更されず - メンバー統計に対する変更
は行われません。

解説: これは通知メッセージです。 処理されているラ
イブラリーが、SCLM 制御のデータ・セットの可能性が
あるという警告の指示メッセージが出された後で、変更
を加えるべきではないということを、ユーザーが返答し
ました。
ISRU362

重複するデータ・セット - 要求データ・
セットは割り振られ、aaaaaa 以外のボリ
ュームにカタログされていることが検出さ
れました。 データ・セットを解放する後
続の試みは SVC 99 エラー・コード
bbbb で失敗しました。情報コードは cccc
です。

解説: ユーザーがデータ・セットおよびボリュームの
組み合わせを指定しましたが、SVC 99 は、データ・セ
ットを同じ名前で別のボリュームに割り振りました。
これは通常、ユーザーが要求したデータ・セットと同じ
名前を持つデータ・セットは、SMS 制御ディスク上に
存在するということを示します。 データ・セットの整
合性を保護するために、ISPF は、その要求の完了を認
めません。 しかし、間違った割り振りの解放を試みた
ときに、SVC 99 のエラーが発生しました。 SVC 99
は、エラー・コード bbbb、情報コード cccc を戻しまし
た。
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ユーザー応答:
ださい。
ISRU363

システム・プログラマーに連絡してく

反復エラー - 圧縮機能の呼び出し中に
ISPF 反復エラーが起こりました。

解説: ISPF は、ファイル調整を使用する機能の反復呼
び出しのサポートは行いません。 直前のコマンド・ネ
スト・レベルで、別のファイル調整機能がすでに活動状
態になっている間に、ISPF の圧縮機能を呼び出す試み
がなされました。 反復用に監視される他のファイル調
整機能は、次のとおりです。
v 前景 (オプション 4)
v バッチ (オプション 5)
v ハードコピー・ユーティリティー (オプション 3.6)
v 出力リスト・ユーティリティー (オプション 3.8)
v SuperC (オプション 3.12、3.13 および 3.14)
ユーザー応答: 直前にネストされたファイル調整機能
を完了してから、圧縮要求を再試行します。

| ISRU364
|
|
|
|
|
|
|

ISRU367

非サポート DATA TYPE - 1 つまたは複
数の PDSE ロード・モジュール・ライブ
ラリーが、移動 / 複写ユーティリティ
ー、LM 複写サービスまたは LM 移動サ
ービスへの入力で検出されました。このタ
イプのデータ・セットはこれらの ISPF
機能によって現在サポートされていませ
ん。詳細はヘルプを押してください。

CAMLST 位置指定エラー - カタログから
返された、データ・セットに対する
CAMLST 位置指定は失敗です。リストに
含まれるデータ・セットのボリュームが、
ブランクのままです。

解説: CAMLST を探す間に、カタログ・エラーが発生
しました。データ・セット名がボリュームを付けずにリ
ストされています。間接的な volser がオフラインであ
ることが、失敗の原因の 1 つである可能性がありま
す。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU368

システム・プログラマーに連絡してく

カタログ・エラー - SVC 26 CAMLST
LOCATE RC = aaaaaaaa DEC.、理由コ
ードは bbbbbbbb DEC です。

解説: CAMLST を探す間に、カタログ・エラーが発生
しました。戻りコードおよび理由コードは、メッセージ
に指定されています。 システム・メッセージ IDC3009I
が、CAMLST マクロの戻りコードと理由コードを文書
化します。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU369

システム・プログラマーに連絡してく

選択オプション - 処理に必要なオプショ
ンを選択してください。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。

解説: SuperC および ISPF ワークプレースから出され
た Search-For に関する通知メッセージです。

| ISRU365
|
|
|
|

ISRU370

非サポート DATA TYPE - aaaaaaaa は
PDSE ロード・モジュール・ライブラリ
ー。このタイプのデータ・セットは移動 /
複写 UTILITY、LM 複写また LM 移動サ
ービスでサポートされません。

| 解説: このメッセージについては特に説明を要しませ
| ん。
ISRU366

削除できません - ″aaaaaaaa″ はカタログ
されていない SMS データ・セットで
す。 DELETE コマンドはカタログされて
いない SMS データ・セット場合サポー
トされません。

解説: SMS データ・セットは、常にカタログされてい
る必要があります。スクラッチ・マクロは、カタログさ
れていない SMS データ・セットはサポートしません。
ユーザー応答:
ださい。
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aaaa に失敗 - aaaa がメンバー bbbbbbbb
に対して失敗しました。 IEWBIND
cccccccc で、失敗。戻りコード dddd 理
由コード eeee。

解説: DFSMS 1.1 あるいはそれ以降のシステムでロー
ド・データの移動 / 複写要求を処理するときには、ISPF
はバインダーを呼び出して、実際の複写を行います。
ISPF で、バインダー呼び出しの cccccccc フェーズの間
に、エラーが起きました。 以下の流れは、移動 / 複写
操作の間に行われる、バインダー呼び出しを説明したも
のです:
v IEWBIND STARTD - バインダー・ダイアログを開始
v IEWBIND CREATEW - バインダー workmod を作成
v 各メンバーごとに、複写が行われます。
– IEWBIND INCLUDE - 処理される入力メンバーを
指定する
– IEWBIND SAVEW - メンバーを出力ライブラリー
へ保管する
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– IEWBIND RESETW - 次のメンバー用に、workmod
をリセットする

ISRU373

aaaaaaaa が不完全 - 1 つまたはそれより
多い別名は出力データ・セットの
bbbbbbbb ではありません。なぜならこれ
らの名前のメンバーが目標データ・セット
にすでに存在し、″類似名メンバーの置換″
が選択されていなかったためです。

ISRU374

数字ではない - ボリューム数は 1 から
20 の数字でなければなりません。

ISRU375

DS 名 / ボリューム変更 - データ・セッ
ト・リスト・フィルター出口で、DS 名レ
ベルまたはボリューム通し番号、またはそ
の両方が変更されたことを示す戻りコード
4 が生成されました。

v IEWBIND DELETEW - workmod を削除する
v IEWBIND ENDD - バインダー・ダイアログを終了す
る
ユーザー応答: バインダーからの戻りコードおよび理
由コードの説明は、適切な DFSMS の資料を参照し、問
題を修正するための推奨診断ステップに従ってくださ
い。
ISRU371

入力データが無効 - 移動 / 複写用のロー
ドと非ロードのデータ・セットは連結でき
ません。

解説: 移動 / 複写は、連結しているロード・データ・
セットおよび非ロード・データ・セットを入力としてサ
ポートしません。
ISPF によって定義されるロード・データ・セットは次
のとおりです。
v レコード形式 U を持つ PDS
v プログラム・オブジェクトを含む PDSE (DFP
ISITMGD マクロを呼び出して、判別されたもの)。
その他すべてのデータは、非ロードと見なされます。

解説: ISPF 構成テーブルで指定されたデータ・セッ
ト・リスト・フィルター出口が、4 を戻しました。これ
は、指定された DSNAME レベルまたはボリューム通し
番号のいずれかが変更されたことを示します。示された
データ・セット・リストは、変更データを使用して作成
されました。
ISRU376

ユーザー応答: 入力データ・セットを訂正して、すべ
てのロード・データ、あるいはすべての非ロード・デー
タのいずれかを指定します。
ISRU372

入力 / 出力の不一致 - 移動 / 複写用の入
力と出力のデータ・セットはすべてがロー
ド・データ・セットか非ロード・データ・
セットでなければなりません。

解説: ユーザーが指定した入力と出力データ・セット
が一致しません。 入力がロード・データ・セットの場
合には、出力も同様にロード・データ・セットでなけれ
ばなりません。 入力が非ロード・データ・セットであ
れば、出力も非ロード・データ・セットでなければなり
ません。
ISPF によって定義されるロード・データ・セットは次
のとおりです。
v レコード形式 U を持つ PDS
v プログラム・オブジェクトを含む PDSE (DFP
ISITMGD マクロを呼び出して、判別されたもの)。

リストが表示されない - データ・セッ
ト・リスト・フィルター出口で、戻りコー
ド 0 または 4 以外が生成され、デー
タ・セット・リストは表示されませんでし
た。

解説: ISPF 構成テーブルに指定されたデータ・セッ
ト・リスト・フィルター出口が、0 または 4 以外のコ
ードを戻しました。この結果、ISPF はデータ・セッ
ト・リストの作成を停止し、データ・セット・リスト・
ユーティリティー・パネルの再表示を行います。
ISRU377

部品リスト表示 - データ・セット・リス
ト・フィルター出口で、1 つ以上のデー
タ・セット名に戻りコード 4 が生成さ
れ、部分データ・セット・リストが表示さ
れました。

解説: ISPF 構成テーブルに指定したデータ・セット・
リスト・フィルター出口が、1 つまたは複数のデータ・
セットにコード 4 を戻しました。これらのデータ・セ
ットはリストに追加されません。

その他すべてのデータは、非ロードと見なされます。
ユーザー応答: 入出力データ・セットを訂正して、す
べてロード・データ、あるいはすべて非ロード・データ
のいずれかを指定します。
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ISRU378

空のリスト - データ・セット・リスト・
フィルター出口で、すべてのデータ・セッ
ト名に戻りコード 4 が生成され、デー
タ・セット・リストは空になりました。

解説: ISPF 構成テーブルに指定したデータ・セット・
リスト・フィルター出口が、指定された DSNAME レベ
ルまたはボリューム通し番号 (あるいはその両方)、に一
致するすべてのデータ・セットにコード 4 を戻しまし
た。この結果、表示するリストがなくなりました。
ISRU379

リストが終了しました - データ・セッ
ト・リスト・フィルター出口で、戻りコー
ド 0 または 4 以外が生成され、リスト
作成処理が終了しました。

解説: ISPF 構成テーブルに指定されたデータ・セッ
ト・リスト・フィルター出口が、データ・セットの 1
つに 0 または 4 以外のコードを戻しました。この結
果、ISPF はデータ・セット・リストの作成を停止し、
現在存在するリストを表示します。
ISRU400

TBSKIP の失敗 - TBSKIP コマンドから
戻りコード aaaa を受け取りました。

解説: TBSKIP サービスの呼び出し中に、データ・セッ
ト・リスト処理プログラムで内部エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。

| ISRU401
|
|
|
|

解説:
ん。

弊社サポート部門まで

TBPUT の失敗 - データ・セット名テー
ブルへの追加の際に戻りコード aaaa を受
け取りました。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISRU403

解説: TBEND サービスの呼び出し中に、データ・セッ
ト・リスト処理プログラムで内部エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

TBTOP の失敗 - TBTOP コマンドから
戻りコード aaaa を受け取りました。

解説: TBTOP サービスの呼び出し中に、データ・セッ
ト・リスト処理プログラムで内部エラーが起きました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
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システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRU404

弊社サポート部門まで

データ・セット名がありません。 CVOL
カタログ用の入力域用に許可されている最
大値に収まらない、突き合わせエントリー
が存在する可能性があります。

解説: ISPF が CVOL カタログを探索するように要求
する、データ・セット・リスト要求が出されました。イ
ンターフェース制約により、ISPF は、CVOL 内のすべ
てのデータ・セットを検索することができない場合があ
ります。ISPF は、検索されたデータ・セットを探索し
ましたが、指定された DSNAME レベルに一致するデー
タ・セットは検出しませんでした。
ユーザー応答: ISPF は、データ・セットのセットを検
索するシステムに、完全に指定された修飾子を渡すこと
によって、データ・セットを検索します。次に、このセ
ットを走査して、指定された修飾子の一部と一致するデ
ータ・セットを走査します。 より特定された名前を渡
すと、システムが検索するデータ・セットの初期セット
は、より小さくなり、可能なデータ・セットすべてが走
査される可能性が高まります。
たとえば、SYS1.XYZ* ではなく SYS1.XYZ.* と指定し
ます。この場合、システムは SYS1 で始まるデータ・
セットすべてではなく、SYS1.XYZ で始まるデータ・セ
ットだけを検索します。
ISRU405

ISRU402

TBEND の失敗 - データ・セット名テー
ブルの解放を試みましたが、戻りコード
aaaa を受け取りました。

アンカタログ失敗 - 戻りコード 0 で、ア
ンカタログ要求が終了しましたが、デー
タ・セットはまだカタログ内にあります。

解説: SMS 管理のデータ・セットをアンカタログする
ための、要求が出されました。 PDF は、そのデータ・
セットが SMS 制御であると判別できなかったため、ア
ンカタログの要求が出されました。 戻りコード 0 が、
アンカタログから受信されましたが、詳細な検査によ
り、そのデータ・セットが依然としてカタログ内にリス
トされていることが判別されました。
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ISRU407

aaaaaaaa bbb(44) がない - aaaaaaaa
bbb(44) - すべてのデータ・セット名で見
付かりません。

解説: これは通知メッセージです。 FIND コマンドま
たは RFIND コマンドが入力され、データ・セット・リ
スト処理プログラムが、指定された目標ストリングに関
して、データ・セット・リスト全体の探索を行いまし
た。 探索が完了しましたが、目標ストリングは検出さ
れませんでした。
ISRU408

削除ボリュームの必須。- 削除されるエン
トリーを含むボリューム名は、DELETE
NVR または DELETE VVR に対して必
須です。

定されました。有効なキーワードは、ALL、FIRST、
LAST、NEXT、PREV、CHARS、PREFIX、SUFFIX、お
よび WORD です。
ユーザー応答: 指定のキーワードを訂正して、コマン
ドを再試行します。

| ISRU412
|

文字列を引用符で囲む - 表示する文字列
を引用符 (’’ ’’) で囲んでください。

解説: FIND コマンドが入力され、パラメーターとして
複数のワードを渡しましたが、これらは有効なキーワー
ドとして認識されませんでした。 ワードは、FIND コマ
ンドへの引き数となるものと見なされており、このよう
な場合には、ワードは引用符で囲まなければなりませ
ん。

解説: DELETE NVR 機能または DELETE VVR 機能
では、削除されるエントリー (NVR または VVR) を含
んでいるボリューム名が必須です。

ユーザー応答:
試行します。

ユーザー応答: 削除されるエントリー (NVR または
VVR) を含んでいるボリューム名を入力します。

ISRU413

プログラマー応答:
ISRU409

ありません。

ボリュームの許可なし。- 削除ボリューム
は DELETE NVR または DELETE VVR
に対してのみ許可されます。

解説: 削除ボリュームは、DELETE NVR 機能または
DELETE VVR 機能の場合のみに使用されます。 これ
は、他の VSAM DELETE 機能に関しては許可されませ
ん。
ユーザー応答:
クにします。

削除ボリュームのフィールドをブラン

プログラマー応答:
ISRU410

ありません。

文字ストリングの入力が必要 - 検出すべ
き文字列を入力してください。

解説: FIND コマンドが、オプション 3.4 のデータ・
セット・リストに入力されましたが、探索目標が何であ
るかを示すパラメーターが指定されませんでした。

キーワードが無効 - キーワード
’aaaaaaaa’ および ’bbbbbbbb’ の両方は使
用できません。そのどちらかを削除してく
ださい。

解説: FIND コマンドが入力され、対立するキーワード
を渡しました。 このようなキーワードは、片方だけし
か指定することができません。 FIND コマンドでは、2
つのタイプのキーワードをサポートします。すなわち、
方向キーワードとタイプ・キーワードです。 FIND コマ
ンドでは、各タイプのキーワードごとに 1 つのキーワ
ードだけしか指定できません。 キーワードは以下のと
おりです。
Direction (方向)
ALL、FIRST、NEXT、PREV、および LAST
Type (タイプ)
CHARS、PREFIX、SUFFIX、および WORD
省略時値は NEXT と CHARS です。
ユーザー応答: 指定のキーワードを訂正して、コマン
ドを再試行します。

FIND コマンドに、目標文字列を指定し

文字ストリングの入力 - FIND のための
文字ストリングが入力されていません (し
たがって * は無効です)。

キーワードが無効 - FIND コマンドとと
もに使用されるキーワードのスペルをチェ
ックしてください。

解説: FIND コマンドの目標ストリングとして使用され
るアスタリスク (*) は、直前の目標ストリングを再利用
することを示します。 アスタリスクが入力されました
が、直前に入力された、有効な目標ストリングが検出さ
れなかったので、アスタリスクの使用が無効になりま
す。

ユーザー応答:
ます。
ISRU411

文字列を引用符で囲み、コマンドを再

解説: FIND コマンドが入力され、検出する目標文字列
として引用符付き文字列を渡しましたが、有効な FIND
キーワードとして認識されない追加のパラメーターが指

ISRU414

ユーザー応答:

有効な目標文字列を入力します。 一度
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目標ストリングが入力されると、以降の FIND コマンド
で、アスタリスクを使用することが可能になります。
ISRU415

FIND ストリングが長過ぎる - FIND スト
リングは 44 桁を超えてはなりません。

解説: FIND コマンドは、データ・セット名のリスト内
で、指定された目標ストリングを探索します。 リスト
内のデータ・セットの最大長は 44 文字なので、目標文
字列は 44 文字を超えてはなりません。
ユーザー応答: 44 文字以下の長さの目標文字列を入力
し、コマンドを再試行します。
ISRU416

文字ストリングが無効 - FIND ストリン
グは空 (’’) ストリングであってはなりま
せん。

解説: FIND の目標ストリングは、最小でも 1 文字の
長さでなければなりません。 0 文字の目標ストリング
が入力されました。
ユーザー応答: 1 文字以上の長さの目標文字列を入力
し、コマンドを再試行します。
ISRU417

FIND コマンドで入力 - RFIND キーは、
文字ストリング FIND の入力後でなけれ
ば働きません。

解説: RFIND コマンドは、入力された最後の FIND コ
マンドを、もう一度出します。少なくとも 1 つの FIND
コマンドが処理されなければ、RFIND を出すことはで
きません。
ユーザー応答: 有効な FIND コマンドを入力します。
このコマンドが一度入力されると、同じ FIND コマンド
をもう一度出すために、RFIND コマンドを使用するこ
とができます。
ISRU418

aaaa - bbbbbbbb ccc(44) - aaaa 行で
bbbbbbbb ccc(44) が見付かりました。

解説: これは通知メッセージです。 FIND ALL コマン
ドがデータ・セット・リストに入力され、指定された目
標ストリングが正常に探し出されました。
ISRU419

aaaaaaaa bbb(44) - aaaaaaaa bbb(44) の
探索は正常完了しました。

解説: これは通知メッセージです。 FIND コマンドが
データ・セット・リスト上に入力され、そのストリング
は正常に探し出されました。
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ISRU420

* リストの最後に到達 * - aaaaaaaa
bbb(44) がありません。 RFIND キーを押
して、データ・セット・リストの先頭か
ら、探索を続けてください。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット・
リストの FIND コマンドは、表示データの先頭からリス
トの終わりまでを探索し、目標ストリングを検出しま
す。 FIND が探索を行い、目標ストリングを検出しない
まま、リストの終わりに達しました。 RFIND コマンド
を入力して、データ・セット・リストの先頭から、探索
を開始します。
ISRU421

* リストの最初に到達 * - aaaaaaaa
bbb(44) がありません。 RFIND キーを押
して、データ・セット・リストの終わりか
ら、探索を続けてください。

解説: これは通知メッセージです。 PREV キーワード
が指定されている場合には、データ・セット・リストの
FIND コマンドは、表示データの終わりから、リストの
先頭までを探索し、目標ストリングを検出します。
FIND が探索を行い、目標ストリングを検出しないま
ま、リストの先頭に達しました。 RFIND コマンドを入
力して、データ・セット・リストの終わりから、探索を
開始します。
ISRU422

aaaaaaaa bbb(44) 未検出 - aaaaaaaa
bbb(44) - X のデータ・セット名には見付
かりません。

解説: これは通知メッセージです。 FIND コマンドま
たは RFIND コマンドが入力され、データ・セット・リ
スト処理プログラムが、指定された目標ストリングに関
して、データ・セット・リスト全体の探索を行いまし
た。 探索が完了しましたが、目標ストリングは検出さ
れませんでした。
ISRU423

文字列のタイプが無効 - データ・セッ
ト・リストの FIND コマンドは、ピクチ
ャー (P’...’)、16 進数 (X’...’)、テキスト
(T’...’) または文字 (C’...’) 文字列を処理し
ません。

解説: データ・セット・リストの FIND コマンドは、
編集プログラムの FIND コマンドがサポートするキーワ
ードのすべては、サポートしません。 サポートされな
いキーワードは、次のとおりです。
v ピクチャー・ストリング (P’...’)
v 16 進数ストリング (X’...’)
v テキスト・ストリング (T’...’)
v 文字列 (C’...’)
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FIND コマンドはすべて、テキスト・ストリング (T’...’)
として扱われます。これは、ストリングは実際には関係
なく一致する、ということを意味します。
ユーザー応答: サポートされないキーワードを除去し
てから、コマンドをもう一度入力します。
ISRU424

DATA SET LIST は保管 - データ・セッ
トの一覧は ISPF LIST DATA SET 内に
入れられました。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット・
リストの SAVE コマンドが、パラメーターの指定なし
で入力されました。これは、データ・セット・リスト情
報が ISPF リスト・データ・セットに書き込まれるべき
であることを示しています。 情報は正常に書き込まれ
ました。
ISRU425

行コマンドが無効 - データ・セット行コ
マンドの出口は入力されたコマンドに限定
されています。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット・
リスト行コマンド出口は、ユーザーが現在使用している
構成テーブルに指定されます。 入力されたコマンドは
制約されており、実行すべきでないということを示す戻
りコードを、この出口が戻しました。
ISRU426

重大なエラーが発生 - データ・セット・
リスト行コマンドの出口が戻りコード 20
を出しました。

解説: データ・セット・リスト行コマンド出口は、ユ
ーザーが現在使用している構成テーブルに指定されま
す。 この出口が、戻りコード 20 を戻しました。これ
は、重大エラーが発生したことを示します。
ユーザー応答: 出口の作成者に連絡をとり、エラーの
原因を判別するための支援を求めてください。
ISRU427

戻りコードが不明 - データ・セット・リ
スト行コマンドの出口が戻りコードの
aaaa を出しました。

解説: データ・セット・リスト行コマンド出口は、ユ
ーザーが現在使用している構成テーブルに指定されま
す。 この出口が、サポートされない戻りコード aaaa
を戻しました。 出口からの、サポートされる戻りコー
ドは、0、4、8、と 20 です。

ISRU428

LOCATE が失敗 - ’aaa(44)’ の LOCATE
が失敗しました、RC = bbbb。

解説: データ・セット・リスト処理プログラムが、デ
ータ・セット aaa(44) に関する情報を収集するために
LOCATE マクロを出しましたが、LOCATE は戻りコー
ド bbbb を出して、失敗に終わりました。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU429

システム・プログラマーに連絡してく

不完全な VTOC リスト - VTOC 項目が
存在しないため、インデックス項目は含ま
れません。

解説: 項目が VTOC インデックスで検出されました
が、その項目は実際の DSCB を指していませんでし
た。これは、データ・セットがボリューム上に実際には
存在しないことを示します。 インデックス内の名前
が、データ・セット・リストに追加されていません。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
す。
ISRU430

VTOC 索引を訂正しま

重大なエラー - サブシステムの要求サー
ビスに重大なエラーが発生しました。

解説: ISPF が IEFSSREQ マクロを呼び出して、SMS
サブシステムがユーザーのシステム上で活動状態である
かどうかを判別しました。 マクロは、16 または 20 の
どちらかの戻りコードを戻しました。これは、重大なエ
ラーが発生したことを示します。
ユーザー応答:
ださい。
ISRU431

システム・プログラマーに連絡してく

スペースの単位が無効 - TRKS、
BLKS、CYLS、KB、MB、 BYTES、ま
たは RECORDS でなければなりません。

解説: ISPF オプション 3.2 のもとでデータ・セットを
作成するときには、割り振られるスペースは、トラッ
ク、ブロック、シリンダー、キロバイト、メガバイト、
バイト、またはレコードで指定する必要があります。サ
ポートされていない値が入力されました。
ユーザー応答: スペース単位の値を訂正して、要求を
再試行します。

ユーザー応答: 出口の作成者に連絡をとり、認識され
ない戻りコードの原因を判別するための支援を求めてく
ださい。
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ISRU432

LIBRARY
PDSE が作成されるべきであることを示す
PDS
PDS が作成されるべきであることを示す
ブランク
ディレクトリー・ブロック・フィールドの値に
基づいて、PDS または順次データ・セットの
どちらかが作成されるべきであることを示す

要求が無効 - 管理データ・セットはカタ
ログできません。

解説: SMS サブシステムが管理しているデータ・セッ
トは、カタログすることやアンカタログすることはでき
ません。
ユーザー応答: 入力されたデータ・セット名が正しい
か検査します。 正しくない場合にはこれを訂正してか
ら、要求を再試行します。
ISRU433

ユーザー応答: データ・セット名タイプ・フィールド
を訂正して、コマンドを再試行します。

要求が無効 - 管理データ・セットはアン
カタログできません。

ISRU437

解説: SMS サブシステムが管理しているデータ・セッ
トは、カタログすることやアンカタログすることはでき
ません。

解説: これは通知メッセージです。 移動 / 複写要求が
完了しましたが、すべてのメンバーが正常に処理された
わけではありません。 cccc は、正常に処理されたメン
バー数を示し、bbbb は、処理できなかったメンバー数
を示します。 aaaaaaaa は、これが移動要求であった
か、あるいは複写要求であったかを示します。

ユーザー応答: 入力されたデータ・セット名が正しい
か検査します。 正しくない場合にはこれを訂正してか
ら、要求を再試行します。
ISRU434

VSAM データ・セット割り振り - VSAM
データ・セットは正常に割り振られまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーが、
VSAM データ・セットが ISPF によって作成されるよ
うに要求を出し、データ・セットは正常に作成されまし
た。

|
|
|

ISRU438

|
|

解説:
ん。

要求が失敗 - 割り振り / 割り振り解除の
要求が失敗しました。詳細はヘルプを押し
てください。

解説: ISPF は、データ・セットの割り振りまたは割り
振り解除を試みている間に、予期しないエラーを SVC
99 から受け取りました。 システムが生成するエラー・
メッセージはすべて、TSO 行メッセージとして、画面
に書き込まれているはずです。
ユーザー応答: 何のメッセージも出なかった場合に
は、TSO PROFILE WTPMSG コマンドを使用して、自
分の ID が「プログラマーへの書き込み」メッセージを
受け取れるように設定されていることを確認してから、
要求を再試行します。 一度メッセージを受け取った
ら、それらのメッセージの通常のデバッグ・ステップに
従ってください。
ISRU436

DSN タイプが無効 - PDSE には
LIBRARY を、PDS には PDS を、また
はブランクを入力してください。

解説: データ・セット名タイプ・フィールド用にサポ
ートされている値は、次のとおりです。
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アクションは未選択 - アクションを選択
するか、または省略時値 (/) を除去しま
す。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISRU439
ISRU435

非全メンバー aaaaaaaa - bbbb メンバー
は aaaaaaaa でなく、cccc メンバーは
aaaaaaaa です。

DSN タイプが無効 - PDSE には
LIBRARY を、Pds には PDS を、hfs
には HFS を、またはブランクを入力して
ください。

解説: データ・セット名タイプ・フィールド用にサポ
ートされている値は、次のとおりです。
LIBRARY
PDSE が作成されるべきであることを示す
HFS
HFS データ・セットが作成されるべきである
ことを示す
PDS
PDS が作成されるべきであることを示す
ブランク
ディレクトリー・ブロック・フィールドの値に
基づいて、PDS または順次データ・セットの
どちらかが作成されるべきであることを示す
ユーザー応答: データ・セット名タイプ・フィールド
を訂正して、コマンドを再試行します。
ISRU440

解説:

VSAM ユーティリティー - 削除 IDCAMS DELETE コマンドは RC=0 で
完了しました。

これは通知メッセージです。
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ISRU441

解説:

IDCAMS 削除の完了 - IDCAMS
DELETE コマンドは RC=0 で完了しま
した。

これは通知メッセージです。

ISRU442

0 と 100 の間で 10 進の百分率を入力し
てください。

解説: CI パーセントおよび CA パーセントの値は、0
から 100 の間の、有効な百分率でなければなりませ
ん。 これらのオプションに関する特定情報について
は、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU443

1 から 32768 の間の 10 進値を入力して
ください。

解説: 制御インターバル・サイズは、1 から 32768 の
間の 10 進数でなければなりません。 これらのオプシ
ョンに関する特定情報については、適切な IDCAMS 資
料を参照してください。
ISRU445

1、2、3、4 を入力してください。

解説: 有効な共用オプションは、領域の場合には
1、2、3 または 4 で、システムの場合には 3 または 4
です。 これらのオプションに関する特定情報について
は、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU446

1 と 16776704 の間で 10 進数を入力し
てください。

解説: バッファー・スペースの値は、1 から 16776704
の間の 10 進数でなければなりません。 これらのオプ
ションに関する特定情報については、適切な IDCAMS
資料を参照してください。
ISRU447

3 と 255 の間の数字を入力してくださ
い。

解説: BUFND 値および BUFNI 値は、3 から 255 の
間の 10 進数でなければなりません。 これらのオプシ
ョンに関する特定情報については、適切な IDCAMS 資
料を参照してください。
ISRU448

2 と 255 の間の数字を入力してくださ
い。

解説: STRNO 値は、2 から 255 の間の 10 進数でな
ければなりません。 これらのオプションに関する特定
情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくだ
さい。

ISRU455

コマンドの取り消し - PROFILE コマン
ドが取り消されました。

解説: これは通知メッセージです。 CANCEL コマン
ドが実行されたため、プロファイル・データ・セットの
名前に加えられた変更は実行されませんでした。
ISRU457

1 から 9999 までの数字を入力してくだ
さい。

解説: ファイル順序フィールドの値は、1 から 9999
の間の値でなければなりません。 これらのオプション
に関する特定情報については、適切な IDCAMS 資料を
参照してください。
ISRU458

メンバーがありません - 獲得しようする
メンバーがありません。

解説: メンバーがないので、これを見付けることはで
きません。
ユーザー応答: 既存するメンバーを入力するか、ある
いは、パラメーターの指定なしで GET コマンドを入力
すると、既存するメンバーのリストが表示されます。
ISRU459

リスト処置の選択解除 - リスト処置が消
去されました。 他のいずれのリストの処
置も無視されます。

解説: 無効なリスト処置が選択解除され、他のリスト
項目に対する処置が要求されました。 ただ 1 つのリス
トだけしか、一度に処理できません。
ユーザー応答: 新しいリスト処置を選択するか、ある
いは、実行するためのリスト処理を入力します。
ISRU460

データが無視されました - 間違ったデー
タは無視されました。

解説: これは通知メッセージです。 コマンドが必要と
する以上のパラメーターがあります。 余分なパラメー
ターは無視されます。
ISRU461

重大なエラー - プロファイル・メンバー
の保管時に重大なエラーが起きました。

解説: システム・エラーのため、プロファイル・メン
バーが保管できませんでした。もっとも可能性の高いエ
ラーとしては、プロファイル・データ・セットがいっぱ
いであるか、あるいは、ディレクトリー・ブロックを使
い果たしてしまったことが考えられます。
ユーザー応答: 今以上のスペースまたはディレクトリ
ー・ブロックを指定して、プロファイル・データ・セッ
トを再割り振りします。
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ISRU462

タイプが一致しません - 獲得しようとす
るメンバーの要求タイプが定義されている
要求タイプと一致しません。

解説: メンバー内のデータが、作成されている要求に
一致しない場合には、ユーザーはメンバーを獲得するこ
とができません。 たとえば、クラスターを定義してい
る場合には、獲得するメンバーは、直前のクラスター定
義から保管されたものでなければなりません。
ISRU463

プロファイル読み取りエラー - プロファ
イル・メンバーの読み取り時に障害が起き
ました。

解説: プロファイル・データ・セット内のデータに対
して出された LMGET 呼び出しが、失敗しました。
ユーザー応答:
ださい。

システム・プログラマーに連絡してく

システム・プログラマー応答:
連絡してください。
ISRU464

弊社サポート部門まで

割り振りエラー - プロファイル・デー
タ・セットを割り振ることができません。
データ・セットは LRECL が 203 の可変
区分データ・セットでなければなりませ
ん。

ISRU468

0 と 100 の間で 10 進の百分率を入力し
てください。

解説: CI パーセントおよび CA パーセントの値は、0
から 100 の間の 10 進数の百分率でなければなりませ
ん。 これらのオプションに関する特定情報について
は、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU469

1 から 32768 の間の 10 進値を入力して
ください。

解説: 制御インターバル・サイズの値は、1 から
32768 の間の 10 進数でなければなりません。 これら
のオプションに関する特定情報については、適切な
IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU471

1、2、3、4 を入力してください。

解説: 領域の有効な共用オプションは、1、2、3 また
は 4 です。 このオプションに関する特定情報について
は、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU472

3 または 4 を入力してください。

解説: システムの有効な共用オプションは、3 または
4 です。 このオプションに関する特定情報について
は、適切な IDCAMS 資料を参照してください。

解説: プロファイル・データ・セットは、LRECL が
203 の可変区分データ・セットでなければなりません。

ISRU473

ユーザー応答: プロファイル・データ・セットとし
て、未割り振りのデータ・セットを入力する (PDF はデ
ータ・セットを割り振ります)、あるいは、正しい割り振
りで、プロファイル・データ・セットを割り振ります。

解説: 有効な DAYS 値は、1 から 9999 の間の 10 進
数の日数です。 このオプションに関する特定情報につ
いては、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU474

ISRU465

’0’ と ’16777215’ の間の数値を入力して
ください。

解説: 1 次および 2 次の割振量の値は、1 から
16777215 の間の値でなければなりません。
ISRU466
解説:

データは保管された - データはプロファ
イルに保管されました。

これは通知メッセージです。

ISRU467

獲得エラー - プロファイル・データ・セ
ットに獲得するメンバーがありません。

解説:

これは通知メッセージです。
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1 と 9999 の間で日数を入力してくださ
い。

1 と 16776704 の間で 10 進数を入力し
てください。

解説: 有効なバッファー・スペースは、1 から
16776704 の間の 10 進数です。 このオプションに関す
る特定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照し
てください。
ISRU475

1993 と 2099 の間で年を入力してくださ
い。

解説: 日付 TO フィールドの年の値は、1993 から
2099 の間でなければなりません。 このオプションに関
する特定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照
してください。
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ISRU476

1 から 365 の間で日を入力してくださ
い。

解説: 日付 TO フィールドの日付の値は、1 から 365
の間でなければなりません。 このオプションに関する
特定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照して
ください。
ISRU477

解説:

戻りコード 0 - aaaaaaaa に対して
IDCAMS コマンドが正常に処理されまし
た。

これは通知メッセージです。

ISRU479

1 と 255 の間で 10 進数を入力してくだ
さい。

解説: キー・フィールドの長さの値は、1 から 255 の
間でなければなりません。 このオプションに関する特
定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してく
ださい。
ISRU482
解説:
ん。

このメッセージについては特に説明を要しませ

ISRU483
解説:

戻りコード 0 - aaaaaaaa は正常に削除さ
れました。

これは通知メッセージです。

ISRU484
解説:

文字で始まる 1 から 6 文字までを入力
してください。

情報要求は完了しました。

これは通知メッセージです。

ISRU487
解説:

これは通知メッセージです。

ISRU489

日数は、同時に日数および日付の両方とし
て指定できません。

解説: 日付オプションを指定するときには、日数で保
存期間 (日数の値) あるいは終了日 (終了日の値) のどち
らかを指定しなければなりませんが、両方を指定するこ
とはできません。 これらのオプションに関する特定情
報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU486
解説:

IDCAMS はゼロ以外の戻りコードを戻し
ました。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答:
い。

NOERASE または ERASE を入力してく
ださい。

解説: このフィールドの有効値は、ERASE または
NOERASE です。 このオプションに関する特定情報に
ついては、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU490

NOFORCE または FORCE を入力してく
ださい。

解説: このフィールドの有効値は、FORCE と
NOFORCE です。 これらのオプションに関する特定情
報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU491

NOPURGE または PURGE を入力して
ください。

解説: このフィールドの有効値は、PURGE と
NOPURGE です。 これらのオプションに関する特定情
報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU492

NORECOVERY または RECOVERY を
入力してください。

解説: このフィールドの有効値は、RECOVERY と
NORECOVERY です。 これらのオプションに関する特
定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してく
ださい。
ISRU493

ISRU485

要求を取り消しました - 処理要求は取り
消されました。

SCRATCH または NOSCRATCH を入力
してください。

解説: このフィールドの有効値は、SCRATCH と
NOSCRATCH です。 これらのオプションに関する特定
情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくだ
さい。
ISRU494

UNORDERED または ORDERED を入力
してください。

解説: このフィールドの有効値は、ORDERED と
UNORDERED です。 これらのオプションに関する特定
情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくだ
さい。

詳細は、IDCAMS の出力を見てくださ
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ISRU495

RECOVERY または SPEED を入力して
ください。

解説: このフィールドの有効値は、RECOVERY と
SPEED です。 これらのオプションに関する特定情報に
ついては、適切な IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU496

NOREUSE または REUSE を入力してく
ださい。

解説: このフィールドの有効値は、REUSE と
NOREUSE です。 これらのオプションに関する特定情
報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU497

NONSPANNED または SPANNED を入
力してください。

解説: このフィールドの有効値は、SPANNED と
NONSPANNED です。 これらのオプションに関する特
定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してく
ださい。
ISRU498

NOREPLICATE または REPLICATE を
入力してください。

解説: このフィールドの有効値は、REPLICATE と
NOREPLICATE です。 これらのオプションに関する特
定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してく
ださい。
ISRU499

NOIMBED または IMBED を入力してく
ださい。

解説: このフィールドの有効値は、IMBED と
NOIMBED です。 これらのオプションに関する特定情
報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU499A

ICFCATALOG、 VSAMCATALOG、また
は VOLCATALOG を入力してください。

解説: このフィールドの有効値は、ICFCATALOG、
VSAMCATALOG、および VOLCATALOG です。これ
らのオプションに関する特定情報については、適切な
IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU500

NORECATALOG または RECATALOG
を入力してください。

解説: このフィールドの有効値は、RECATALOG と
NORECATALOG です。 これらのオプションに関する
特定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照して
ください。
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ISRU501

INDEXED、NONINDEXED、LINEAR ま
たは NUMBERED を入力してください。

解説: このフィールドの有効値は、INDEXED、
NONINDEXED、LINEAR と NUMBERED です。 これ
らのオプションに関する特定情報については、適切な
IDCAMS 資料を参照してください。
ISRU502

NOEMPTY または EMPTY を入力してく
ださい。

解説: このフィールドの有効値は、EMPTY と
NOEMPTY です。 これらのオプションに関する特定情
報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU503

NOSCRATCH または SCRATCH を入力
してください。

解説: このフィールドの有効値は、SCRATCH と
NOSCRATCH です。 これらのオプションに関する特定
情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくだ
さい。
ISRU504

NOSWAP または SWAP を入力してくだ
さい。

解説: このフィールドの有効値は、SWAP と
NOSWAP です。 これらのオプションに関する特定情報
については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU505

NONUNIQUEKEY または UNIQUEKEY
を入力してください。

解説: このフィールドの有効値は、UNIQUEKEY と
NOUNIQUEKEY です。 これらのオプションに関する特
定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してく
ださい。
ISRU506

UPGRADE または NOUPGRADE を入力
してください。

解説: このフィールドの有効値は、UPGRADE と
NOUPGRADE です。 これらのオプションに関する特定
情報については、適切な IDCAMS 資料を参照してくだ
さい。
ISRU508

ALL、ALLOCATION、HISTORY、
NAME、VOLUME を入力するかブランク
にしてください。

解説: このフィールドの有効値は、ALL、
ALLOCATION、HISTORY、NAME、VOLUME または
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ブランクです。 これらのオプションに関する特定情報
については、適切な IDCAMS 資料を参照してくださ
い。
ISRU509

UNLOCK または LOCK を入力してくだ
さい。

解説: このフィールドの有効値は、LOCK と UNLOCK
です。 これらのオプションに関する特定情報について
は、適切な IDCAMS 資料を参照してください。

| ISRU510
|
|
|

CVOL および VSAM カタログはサポー
トされていません。 ICF カタログにカタ
ログされている一致データ・セットがリス
トされています。

| 解説: VSAM または CVOL カタログのデータ・セッ
| トのリストは、もうサポートされていません。 ICF カ
| タログに一致する項目がリストされます。
| ISRU511
|

ICF カタログに、一致するデータ・セッ
トがありません。

ISRU515

カーソル位置の必須フィールドに入力して
ください。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、検査の失敗
の結果として表示されるものです。
ユーザー応答: 適切なデータをカーソル位置のフィー
ルドに入力してください。
ISRU516

選択された項目は選択された要求タイプに
対して無効です。

解説: 選択された VSAM データ・タイプは、入力され
た処理要求には無効です。
ユーザー応答: VSAM データ・タイプまたは処理要求
のどちらかを訂正してから、要求を再試行します。
ISRU517

データ・セット名がない - パターン
’aaaaaaaa’ と一致するカタログ式デー
タ・セットはありません。

解説: DSNAME レベルに入力されたパターンは、カタ
ログのどのデータ・セットとも一致しません。

| 解説: CVOL または VSAM カタログはもうサポート
| されていません。

ユーザー応答:

| プログラマー応答: 使用のデータ・セット名を変更し
| ます。

ISRU518

ISRU512

リストが不完全な可能性 - ユーザーが権
限を持つカタログの項目がリストされま
す。ユーザーが権限を持たないカタログに
もデータ・セット名レベルと一致する他の
項目がある可能性があります。

解説: ユーザーには、マスター・カタログおよびいく
つかのユーザー・カタログに対する RACF 権限または
他の権限がありません。 ユーザーが権限を持つカタロ
グのデータ・セットが、リストされます。
ISRU514

リストされた値の中の 1 つを入力してく
ださい。

DSNAME レベルを変更します。

データ・セット名がない - ユーザーが権
限を持つカタログにパターン ’aaaaaaaa’
と一致する項目がありません。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーは、
RACF またはマスター・カタログおよびおそらくいくつ
かのユーザー・カタログに対する権限を持っていませ
ん。 カタログには、このパターンに一致する項目で、
ユーザーがアクセスできるものがありません。
ISRU519

DSNAME レベルが無効 - カタログ項目
をリストするには、少なくとも 1 つの部
分修飾子を指定してください。 アスタリ
スクだけを含む DS 名レベルは無効で
す。

解説: これは ISPF 提供のメッセージで、LIST、
value1、value2、... 検査の失敗の結果として表示される
ものです。

解説: DSNAME レベルにアスタリスクだけを指定する
と、システム上のすべてのカタログの探索が行われま
す。 これはパフォーマンスを大幅に低下させるため、
少なくとも 1 つの部分修飾子が必要です。

ユーザー応答: カーソルが示しているフィールドにリ
ストされている値のうちの 1 つを入力します。

ユーザー応答: 少なくとも 1 つの DSNAME レベル修
飾子を用いて、部分修飾を加えます。
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ISRU520

DSNAME レベルは無効 - DSNAME レベ
ル修飾子内で 2 つ以上の連続したアスタ
リスクは無効です。 アスタリスクが 1
個ある場合、修飾子内で 0 または 1 以
上の文字がその位置を占めている可能性が
あります。

問題判別: DSNAME の第 1 レベルを、’**’ または
’*’ 以外のものに変更します。
ISRU524

RDJFCB が失敗しました - データ・セッ
ト ’aaa(44)’ に対する RDJFCB マクロは
失敗しました。

解説: 2 つ以上の連続したアスタリスクは、0 または
複数の修飾子が、その位置に入ることを意味します。
これは、単一修飾子内では無効です。 二重アスタリス
クは、他の文字なしで修飾子として使用できます。

解説: 指定の複数ボリューム・データ・セットの JFCB
を読み取る試みが、失敗しました。

ユーザー応答: 連続するアスタリスクを単一のアスタ
リスクに変更します。

プログラマー応答:

プログラマー応答:

ユーザー応答:
ださい。

問題判別:

長さ修飾子が無効 - DS 名レベル修飾子
はすべて 1 文字から 8 文字の長さにし
てください。

SORT オペランドを検査します。

解説:

データ・セット aaaaaaaa - データ・セッ
ト ’bbb(44)’ aaaaaaaa からデータ・セッ
ト ’ccc(44)’

これは通知メッセージです。

解説: 入力された DSNAME レベルに、0 または 8 文
字よりも大きい修飾子があります。

プログラマー応答:

ユーザー応答:
す。

ISRU526

DSNAME レベルの修飾子を訂正しま

プログラマー応答:

ありません。

問題判別: DSNAME レベルを検査します。おのおのが
1 文字から 8 文字の長さでなければなりません。
ISRU522

VSAM 削除が無効 - VSAM データおよ
び索引構成要素に対して DELETE コマン
ドは無効です。 DELETE が使用できるの
は、クラスター構成要素に対してのみで
す。

解説: VSAM データ・セットを削除したい場合には、
VSAM クラスターに対して DELETE コマンドを出しま
す。
プログラマー応答:
ISRU523

ありません。

カタログ検索の取り消し - ’*’ または ’**’
以外の高水準修飾子で DS 名レベルを入
力してください。

解説: ″*″ (アスタリスク) または ″**″ (二重アスタリ
スク) の高水準修飾子は、システム上のすべてのカタロ
グの探索を要求します。 これには、非常に長い時間が
かかります。 ユーザーが、この探索の取り消しを選択
しました。別の DSNAME レベルを入力することによっ
て、継続します。
ユーザー応答:

DSNAME レベルを変更します。

プログラマー応答:
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ありません。

ありません。
ISRU525

ISRU521

システム・プログラマーに連絡してく

ありません。
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解説:

データ・セット aaaaaaaa - データ・セッ
ト ’bbb(44)’ aaaaaaaa からデータ・セッ
ト ’ccc(56)’。

これは通知メッセージです。

プログラマー応答:
ISRU527

解説:

ありません。

ありません。

データ・セット aaaaaaaa - データ・セッ
ト ’bbb(44)’ aaaaaaaa からライブラリー
cccccccc。

これは通知メッセージです。

プログラマー応答:
ISRU528

ありません。

カタログ探索エラー - ’’aaaaaaaa’’ のカタ
ログ探索の戻りコードが bbbbbbbb、理由
コードが cccccccc、モジュール ID が
dddddddd でした。

解説: 要求データ・セット名を検出するカタログ探索
が失敗しました。
ユーザー応答: エラーの説明は、適切な DFP 資料を参
照してください。
プログラマー応答:

ありません。
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ISRU529

リストが不完全な可能性 - カタログ探索
エラー。 aaaaaaaa のカタログ探索の戻り
コードが bbbbbbbb、理由コードが
cccccccc、モジュール ID が dddddddd で
した。

解説: 要求データ・セット名を検出するカタログ探索
が失敗しました。
ユーザー応答: エラーの説明は、適切な DFP 資料を参
照してください。
プログラマー応答:
ISRU530

解説:

ユーザー応答: メンバー名を受け入れ先データ・セッ
トから除去します。
ISRU536

ありません。

データを検索しました - GET コマンドが
完了しました。プロファイルのデータが検
索されてパネル入力フィールドに格納され
ました。

プロファイル名の設定 - データ・セット
が既存でない場合は、プロファイル・デー
タ・セット名が設定されて、データ・セッ
トが割り振られます。

これは通知メッセージです。

ISRU532

0 から 32768 の間の 10 進値を入力して
ください。

解説: キー・オプションの長さ値として有効な値は、0
から 32768 の間の 10 進数です。 これらのオプション
に関する特定情報については、適切な IDCAMS 資料を
参照してください。

ISRU537

ISRU534

ISRU538
解説:

ISRU539

解説:

解説:

DSLIST が処理された - DSLIST が正常
終了しました。

DSLIST 処置が、正常に完了しました。
リストは既にない - 選択した個人リスト
は、以前にユーザーか別のユーザーが削除
しました。 別のリストを選択してくださ
い。

DSLIST 処置が、正常に完了しました。
コマンド名の入力 - プロンプト処置フィ
ールドで実行するコマンド名を入力してく
ださい。

現時点では説明が用意されていません。

ISRU541

無効な値 - ライブラリー・エントリーの
直接の選択に対して 1 から 8 までの数
を 1 つ入れてください。 ″/″ を入力し、
ENTER を押して個人用リストを表示しま
す。 ″DL″ を入れると、ライブラリー・
エントリーに基づく DSLIST を表示でき
ます。

ISRU541A

新規追加なし - DSLIST には、データ・
セットは追加されません。

ユニークなものか、代替割り振りを入力し
てください。

解説: このフィールドの有効値は、UNIQUE と
SUBALLOCATION です。 これらのオプションに関す
る特定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照し
てください。

設定が取り消された - ワークプレース設
定値が取り消されました。

解説: ワークプレース設定は、更新または保管されま
せんでした。

1 から 32768 の間の 10 進値を入力して
ください。

解説: 平均レコード・サイズの有効値は、0 から
32768 の間の 10 進数です。 これらのオプションに関
する特定情報については、適切な IDCAMS 資料を参照
してください。

設定が保管された - ワークプレース設定
値が aaaaaaaa プロファイルに保管されま
した。

解説: ワークプレース設定が更新され、ISPF プロファ
イルに保管されました。

ISRU540
ISRU533

メンバー名の許可なし - ″新規″ メンバー
名フィールドを使用して ″TO″ メンバー
を改名します。

解説: メンバー名が受け入れ先データ・セット名の一
部の場合は、認められません。

これは通知メッセージです。

ISRU531

解説:

ISRU535

解説:

通知のみ
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ISRU541B

解説:

ISRU543

aaaaaaaa の削除確認 - メンバーの削除の
確認が aaaaaaaa に設定されました。

処置 ″=″ が無効 - ″=″ (繰り返し) 処置
は、コマンド行で SELECT コマンドを使
用した場合は、無効です。

現時点では説明が用意されていません。

ISRU545

解説:

無効な値 - A (別名保管)、O (オープ
ン)、D (削除)、E (編集)、L (DSLIST)、
または / (プロンプト) を入力してくださ
い。

現時点では説明が用意されていません。

ISRU544

解説:

ISRU548

無効な値 - 数字 1 から 30 を入力する
と、直接データ・セット・エントリーを選
択できます。 ″/″ を入力して ENTER を
押すと、個人用リストを表示できます。
″DL″ を入れると、データ・セット・エン
トリーに基づく DSLIST を表示できま
す。

ISRU549

aaaaaaaa 新規追加 - 現在表示されている
DSLIST は、aaaaaaaa 追加データ・セッ
トとともに追加されました。

通知のみ

ISRU542

解説:

項目の定義なし - 選択されたリスト項目
はブランク、または項目の番号が範囲外で
す。

ISPF ワークプレースの紹介。 省略時ビ
ューがデータ・セットに設定されました。
″ListView″ 処置を入力して、ビューを
ISPF ライブラリーに変更します。省略時
設定が、APPLID ’aaaaaaaa’ に対して確
立されました。「オプション」アクショ
ン・バーから「ワークプレース設定」を選
択して、いつでも、ワークプレース設定を
変更することができます。

現時点では説明が用意されていません。

ISRU546

重大終了エラー - メンバー・リスト行コ
マンド終了が戻りコード 20 を発行しま
した。

解説: 会計メンバー・リストのユーザー出口が、RC=20
を戻しました。
ISRU547

未知の終了エラー - メンバー・リスト行
コマンド終了が未知の戻りコードを発行し
ました。

解説: 会計メンバー・リストのユーザー出口が、0、8
または 20 以外の RC を戻しました。

解説:

通知のみ

ISRU550

文字列の入力 - 除外する文字列を入力し
てください。

解説: EXCLUDE コマンドが、オプション 3.4 のデー
タ・セット・リストで入力されましたが、除外目標が何
であるかを示すパラメーターが指定されませんでした。
ユーザー応答:
指定します。
ISRU551

キーワードが無効 - EXCLUDE コマンド
とともに使用されるキーワードのスペルを
チェックしてください。

解説: EXCLUDE コマンドが入力され、除外する目標
文字列として引用符付き文字列を渡しましたが、有効な
EXCLUDE キーワードとして認識されない追加のパラメ
ーターが指定されました。 有効なキーワードは、
ALL、 FIRST、LAST、NEXT、PREV、CHARS、
PREFIX、SUFFIX、および WORD です。
ユーザー応答: 指定のキーワードを訂正して、コマン
ドを再試行します。
ISRU552

ストリングを引用符で囲む - 除外する文
字ストリングを引用符で囲んでください。

解説: EXCLUDE コマンドが入力され、パラメーター
として複数のワードを渡しましたが、これらは有効なキ
ーワードとして認識されませんでした。 ワードは、
EXCLUDE コマンドへの引き数となるものと見なされて
おり、このような場合には、ワードは引用符で囲まなけ
ればなりません。
ユーザー応答:
試行します。
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ISRU553

キーワードが無効 - キーワード
’aaaaaaaa’ および ’bbbbbbbb’ の併用はで
きません。 そのどちらかを削除してくだ
さい。

解説: EXCLUDE コマンドが入力され、対立するキー
ワードを渡しました。 このようなキーワードは、片方
だけしか指定することができません。 EXCLUDE コマ
ンドでは、2 種類のキーワードをサポートします。すな
わち、方向キーワードとタイプ・キーワードです。
EXCLUDE コマンドでは、各種類のキーワードごとに 1
つのキーワードだけしか指定できません。 キーワード
は以下のとおりです。
Direction (方向)
ALL、FIRST、NEXT、PREV、および LAST
Type (タイプ)
CHARS、PREFIX、SUFFIX、および WORD
省略時値は NEXT と CHARS です。
ユーザー応答: 指定のキーワードを訂正して、コマン
ドを再試行します。
ISRU554

文字ストリングを入力 - EXCLUDE の文
字列は入力されていなく、文字列が入力さ
れるまで ’*’ は無効となります。

解説: EXCLUDE コマンドの目標文字列として使用さ
れるアスタリスク (*) は、直前の目標文字列を再利用す
ることを示します。 アスタリスクが入力されました
が、直前に入力された、有効な目標文字列が検出されな
かったので、アスタリスクの使用が無効になります。
ユーザー応答: 有効な目標文字列を入力します。 一度
目標文字列が入力されると、以降の EXCLUDE コマン
ドで、アスタリスクを使用することが可能になります。
ISRU555

EXCLUDE 文字列が長過ぎる EXCLUDE 文字列は 44 文字以下でなく
てはなりません。

解説: EXCLUDE コマンドは、データ・セット名のリ
スト内で、指定された目標文字列を探索します。 リス
ト内のデータ・セットの最大長は 44 文字なので、目標
文字列は 44 文字を超えてはなりません。
ユーザー応答: 44 文字以下の長さの目標文字列を入力
し、コマンドを再試行します。
ISRU556

文字列が無効 - EXCLUDE 文字列はヌル
(’’) 文字列を使用できません。

解説: EXCLUDE の目標文字列は、最小でも 1 文字の
長さでなければなりません。 0 文字の目標ストリング
が入力されました。

ユーザー応答: 1 文字以上の長さの目標文字列を入力
し、コマンドを再試行します。
ISRU557

全データ・セットの除外 - データ・セッ
ト・リストの全データ・セットが除外され
ました。

解説: コマンド EXCLUDE ALL により、データ・セ
ット・リスト A 目標にあるデータ・セットがすべて除
外されます。
ISRU558

aaaa - bbbbbbbb ccc(44) - bbbbbbbb
ccc(44) が aaaa 行で除外されました。

解説: これは通知メッセージです。 EXCLUDE ALL
コマンドがデータ・セット・リスト上に入力され、指定
された目標ストリングが正常に探し出されました。
ISRU559

aaaaaaaa bbb(44) が除外 - aaaaaaaa
bbb(44) の探索に成功しました。

解説: これは通知メッセージです。 EXCLUDE コマン
ドがデータ・セット・リスト上に入力され、そのストリ
ングは正常に探し出されました。
ISRU560

* リストの最後に到達 * - aaaaaaaa
bbb(44) がありません。 RFIND キーを押
してデータ・セット・リストの最初から探
索を継続してください。

解説: これは通知メッセージです。 データ・セット・
リストの EXCLUDE コマンドは、表示データの先頭か
らリストの終わりまでを探索し、目標ストリングを検出
します。EXCLUDE が探索を行い、目標ストリングを検
出しないまま、リストの終わりに達しました。 RFIND
コマンドを入力して、データ・セット・リストの先頭か
ら、探索を開始します。
ISRU561

* リストの最初に到達 * - aaaaaaaa
bbb(44) がありません。 RFIND キーを押
してデータ・セット・リストの最後から探
索を継続してください。

解説: これは通知メッセージです。 PREV キーワード
が指定されている場合には、データ・セット・リストの
EXCLUDE コマンドは、表示データの終わりから、リス
トの先頭までを探索し、目標ストリングを検出します。
EXCLUDE が探索を行い、目標ストリングを検出しない
まま、リストの先頭に達しました。 RFIND コマンドを
入力して、データ・セット・リストの終わりから、探索
を開始します。
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ISRU562

aaaaaaaa bbb(44) がない - aaaaaaaa
bbb(44) - 非 X データ・セット名で見付
かりません。

解説: これは通知メッセージです。 EXCLUDE コマン
ド入力され、データ・セット・リスト処理プログラム
が、指定された目標ストリングに関して、データ・セッ
ト・リスト全体の探索を行いました。 探索が完了しま
したが、除去されていないデータ・セット名のどれに
も、目標ストリングは検出されませんでした。

ユーザー応答: 余分なパラメーターを除去するか、あ
るいはコマンドを変更します。
ISRU567

解説:

現時点では説明が用意されていません。

ISRU568
ISRU563

文字列タイプが無効 - データ・セット・
リスト EXCLUDE コマンドはピクチャー
(P’...’)、16 進数 (X’...’)、テキスト (T’...’)
または文字 (C’...’) 文字列を処理しませ
ん。

解説: データ・セット・リストの EXCLUDE コマンド
は、編集プログラムの EXCLUDE コマンドがサポート
するキーワードはすべて、サポートしません。 サポー
トされないキーワードは、次のとおりです。
v ピクチャー・ストリング (P’...’)
v 16 進数ストリング (X’...’)
v テキスト・ストリング (T’...’)
v 文字列 (C’...’)
EXCLUDE コマンドはすべて、テキスト・ストリング
(T’...’) として扱われます。これは、ストリングは実際に
は関係なく一致する、ということを意味します。
ユーザー応答: サポートされないキーワードを除去し
てから、コマンドをもう一度入力します。
ISRU564

解説:

行コマンドが無効 - 除外された行で有効
な行コマンドは ’NX’、’NXF’ および
’NXL’ のみです。

通知

ボリュームが利用不能 - ボリューム
’aaaaaaaa’ がマウントされていないか使
用権限がありません。

解説: PDF は、ボリューム aaaaaaaa を処理している
間に、次のうちの 1 つの戻りコードを受信しました。
これは、指定されたボリュームを、要求者が使用できな
いことを示しています:
v OBTAIN マクロからの、戻りコード 4
v 次のエラー・コードのどれか 1 つを持つ、SVC 99
の戻りコード 4: X'0214'、X'0218'、X'0220'、X'0248'、
X'0498'、X'049C'、または X'6704'
ユーザー応答: 正しいデータ・セット名およびボリュ
ームが PDF に指定されていたかを調べ、必要であれ
ば、それらを訂正します。 指定のデータが正しいよう
であれば、担当のシステム・プログラマーに連絡してく
ださい。
WS ファイルの保存 - ワークステーショ
ン・ファイルは正常に保存されました。

解説: 通知メッセージです。 ワークステーションが保
管されました。

-

パラメーターが無効 - 行コマンド
aaaaaaaa に無効なパラメーターが指定さ
れています。

解説: 除外 (X) および非除外 (NX、NXF、NXL) は、
パラメーターを受け入れません。
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ISRU569

除外された行から、行コマンドを除去

解説: このメッセージは、ISPF ワークプレース・スク
ロール可能セクションに関するもので、X’00’ が入って
いるので、このメッセージではテキストは表示されませ
ん。
ISRU566

データ・セット処置が無効 - 選択した処
置はデータ・セット・ビューでは無効で
す。 ビュー変更してこの処置を実行して
ください。

現時点では説明が用意されていません。

ISRU570

ユーザー応答:
します。
ISRU565

解説:

ライブラリー処置が無効 - 選択した処置
は ISPF ライブラリー・ビューでは無効
です。 ビューを ″データ・セット″ に変
更してこの処置を実行してください。
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ISRU571

データ・セットの保存 - データ・セット
- ’aaaaaaaa’ - 保存。

解説: 通知メッセージです。 順次データ・セットが保
管されました。

PDF メッセージ
ISRU572

aaaaaaaa メンバー bbbbbbbb - データ・
セット cccccccc への出力。メンバーは、
処理のために、バインダーへ渡されました
が、ロード・モジュールでないと判別され
ました。(バインダー・メッセージ
IEW2522S)。これらのメンバーは、代替
方式を使用して正常に複写されました。

解説: ISPF はレコード形式 U の PDS データ・セッ
トのすべてのメンバーを、ロード・モジュールとして処
理するためにバインダーに渡します。 バインダーは、
そのメンバーがロード・モジュールでないことを検出し
た場合、メッセージ IEW2522S を出し、ISPF にエラ
ー・コード ’83000523’ を戻します。 ISPF は、読み取
り / 書き込みループを使用してこれらのメンバーを再処
理されます。IEW2522S メッセージは無視される必要が
あります。
ISRU573

使用されないエントリー - 指定された個
人用リスト内の 1 つ以上の名前が見つか
りませんでした。データ・セット・リスト
は存在するデータ・セットに一致するエン
トリーを使用して作成されました。

解説: DSLIST コマンドに渡された参照リスト内に指定
された 1 つまたは複数のデータ・セットが存在せず、
したがってデータ・セット・リストに追加されませんで
した。
ISRU574

カタログ・エラー - カタログ / アンカタ
ログ要求が SVC 26 で失敗、戻りコード
= aaaaaaaa、モジュール = bbbbbbbb、モ
ジュール ID = cccccccc。

解説: 要求データ・セットを処理するカタログ探索が
失敗しました。
ユーザー応答: エラーの説明は、適切な DFP 資料を参
照してください。
プログラマー応答:
ISRU576

ありません。

受け入れ先 aaaaaaaa

解説: これは、ISPF ログ・データ・セットへ書き込ま
れる通知メッセージです。

ISRU578

複写失敗 - メンバー aaaaaaaa の複写が
失敗しました。ディレクトリー項目にユー
ザー TTR を含むメンバーを PDSE 内に
複写することができません。 bbbbbbbb 個
のメンバーの移動 / 複写が完了。

解説: ユーザー TTR を含むメンバーの PDSE デー
タ・セット内への複写を試みました。 PDSE のデー
タ・セットは、ディレクトリー項目のユーザー・デー
タ・フィールド内のユーザーの提供する TTRS をサポ
ートしません。
ISRU579

複写失敗 - ディレクトリー項目にユーザ
ー TTR を持つメンバーを PDSE 内に複
写することができません。

解説: ユーザー TTR を含むメンバーの PDSE デー
タ・セット内への複写を試みました。 PDSE のデー
タ・セットは、ディレクトリー項目のユーザー・デー
タ・フィールド内のユーザーの提供する TTRS をサポ
ートしません。
ISRU580

IEBCOPY のセットアップが失敗 IEBCOPY 入力データ・セットの割り振
りが失敗しました。

解説: IEBCOPY の呼び出しに必要な個別の
DDNAMES に対する、指定入力ライブラリーの割り振
りが失敗しました。
ユーザー応答:
ください。

ユーザーのシステム管理者に連絡して

システム・プログラマー応答:
絡してください。
ISRU581

弊社サービス部門に連

IEBCOPY のセットアップが失敗 IEBCOPY 出力データ・セットの割り振
りが失敗しました。

解説: IEBCOPY の呼び出しに必要な個別の
DDNAMES に対する、指定出力ライブラリーの割り振
りが失敗しました。
ユーザー応答:
ください。

ユーザーのシステム管理者に連絡して

システム・プログラマー応答:
絡してください。

弊社サービス部門に連
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ISRU582

aaaaaaaa メンバー bbbbbbbb - データ・
セット cccccccc に対して。 1 つまたは
複数のメンバーが処理のためにバインダー
に渡されましたが、ロード・モジュールで
ないことがわかりました (バインダー・メ
ッセージ IEW2522S)。これらのメンバー
は、代替方式を使用して正常に複写されま
した。

ISRU588

解説: ユーザー TTR を含むメンバーの PDSE デー
タ・セット内への複写を試みました。 PDSE のデー
タ・セットは、ディレクトリー項目のユーザー・デー
タ・フィールド内のユーザーの提供する TTR をサポー
トしていません。

解説: ISPF はレコード形式 U の PDS データ・セッ
トのすべてのメンバーを、ロード・モジュールとして処
理するためにバインダーに渡します。バインダーが、そ
のメンバーがロード・モジュールでないことを検出した
場合、ISPF にエラー・コード ’83000523’ を出します。
ISPF は、読み取り / 書き込みループを使用してこれら
のメンバーを再処理されます。IEW2522S メッセージは
無視される必要があります。
ISRU583

ISRU589

リストが不完全 - 指定された参照リスト
(reflist) 内の 1 つまたは複数の名前が検
出できません。

ISRU590

解説: 移動 / 複写処理プログラムは、IEBCOPY
SYSPRINT 出力を保持するために、
’prefix.SPFnnn.IEBCOPY’ という名前のデータ・セット
を割り振ります。 ISPF は、失敗する前に 50 回デー
タ・セットの作成を試みます。

ISRU591

ユーザー応答: 不必要な ’zprefix.SPFnnn.IEBCOPY’ デ
ータ・セットを削除してください。

ISRU585

カタログ・エラー - SVC 26 によるカタ
ログ / アンカタログ要求が、戻りコード
=aaaaaaaa、理由コード =bbbbbbbb、モジ
ュール id=cccccccc で失敗しました。

ユーザー応答: エラーの説明は、適切な DFP 資料を参
照してください。
プログラマー応答:
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メンバーが置換されない - メンバー
’aaaaaaaa’ はすでに存在し、置換されま
せんでした。

解説: ISPF オプション 3.7.4 から、REPLACE オプシ
ョンを選択せずにファイル転送要求を発行しました。タ
ーゲットのデータ・セット・メンバーがすでに存在する
ため、置換されませんでした。「存在するメンバー / フ
ァイルの置換 (Replace existing member/file)」選択項目
を選択して、ワークステーション・ファイルを置換して
ください。

ありません。

解説: 要求データ・セットを処理するカタログ探索が
失敗しました。

ファイルが置換されない - ワークステー
ション・ファイル ’aaaaaaaa’ はすでに存
在し、置換されませんでした。

解説: ISPF オプション 3.7.4 から、REPLACE オプシ
ョンを選択せずにファイル転送要求を発行しました。タ
ーゲットのワークステーション・ファイルがすでに存在
するため、置換されませんでした。「存在するメンバー
/ ファイルの置換 (Replace existing member/file)」選択項
目を選択して、ワークステーション・ファイルを置換し
てください。

IEBCOPY インターフェースが失敗 - 移
動 / 複写プロセッサーが IEBCOPY の呼
び出しに必要な SYSPRINT データ・セ
ットを割り振りできませんでした。

プログラマー応答:

複写の失敗 - ディレクトリー項目にユー
ザー TTR を含むメンバーを PDSE 内に
複写することができません。

解説: ユーザー TTR を含むメンバーの PDSE デー
タ・セット内への複写を試みました。 PDSE のデー
タ・セットは、ディレクトリー項目のユーザー・デー
タ・フィールド内のユーザーの提供する TTR をサポー
トしていません。

解説: DSLIST コマンドに渡された参照リスト内に指定
された 1 つまたは複数のデータ・セットが存在せず、
したがってデータ・セット・リストに追加されませんで
した。
ISRU584

複写失敗 - メンバー aaaaaaaa の複写は
失敗しました。ディレクトリー項目にユー
ザー TTR を含むメンバーを PDSE 内に
複写することができません。 bbbbbbbb 個
のメンバーの移動 / 複写が完了。

|
|
|

ISRU592

|
|
|

解説: ISPF オプション 3.7 から、REPLACE オプショ
ンを選択せずに、ファイル転送要求を発行しました。タ
ーゲットの順次データ・セットがすでに存在するため、

DATA SET が置換されない - 順次デー
タ・セット aaaaaaaa はすでに存在するの
で、置き換えられませんでした。

PDF メッセージ
| 置換されませんでした。「存在するメンバー / ファイル
| の置換 (Replace existing member/file)」選択項目を選択
| して、データ・セットを置換してください。
| ISRU593
|
|
|
|
|
|
|
|

無効な DSNAME レベル - ISPF 構成テ
ーブルは、高レベル修飾子にワイルドカー
ドの使用を禁止するよう設定されていま
す。

解説: ISPF 構成テーブルには、高レベル修飾子にワイ
ルドカードの入力を禁止する選択フィールドがありま
す。 ワイルド・カードは ″*″ および ″%″ です。この
フィールドは、高レベル修飾子にワイルドカードの使用
を禁止するよう設定されています。

ISRV000

組み合わせが無効 - 複数のボリュームの
割り振りを選択しました。 複数ボリュー
ム・データ・セットを割り振るためには、
ディレクトリー・ブロック・フィールドを
ゼロにしてください。 複数ボリューム・
データ・セットは順次データ・セットで
す。

解説: 複数ボリューム・データ・セットを割り振るに
は、ディレクトリー・ブロック・フィールドが 0 でな
ければなりません。 複数ボリューム・データ・セット
は順次データ・セットです。

| ユーザー応答: システム・プログラマーに連絡してく
| ださい。

ユーザー応答: ディレクトリー・ブロック・フィール
ドを 0 に変更するか、あるいは、フィールドをブラン
クにして、複数ボリューム・データ・セットを割り振り
ます。

| プログラマー応答: システム・プログラマーに連絡し
| てください。

ISRV001

| システム・プログラマー応答: ISPF オプション 3.4 で
| 高レベル修飾子の使用を禁止する ISPF 構成テーブルの
| 選択を除去してください。
| ISRU594
|
|
|
|
|
|

カタログ・エラー - カタログでの検索で
エラーが起こりました。カタログ、戻りコ
ード、理由コード、およびモジュール ID
のリストを表示するには HELP と入力し
てください。これらのコードを調べるに
は、メッセージ IDC3009I を参照してく
ださい。

解説: すでに入力されているボリュームのボリューム
名を使用して、複数ボリューム・データ・セットの割り
振りが試行されました。
ユーザー応答:
す。
ISRV002

| 解説: 要求データ・セット名を検出するカタログ探索
| が 1 つまたは複数のカタログに対して失敗しました。
| ユーザー応答: エラーの説明は、適切な DFP 資料、特
| 定のメッセージ IDC3009I を参照してください。
|

プログラマー応答:

| ISRU595
|
|

ありません。

無効なメンバー名 - 括弧内の修飾子は、
(0)、(-1)、または (+1) のような GDG 相
対世代としてのみ指定できます。

| 解説: データ・セット・リスト検索は、データ・セッ
| ト名の場合だけです。メンバー名は含まれていません。
| ユーザー応答: GDG 相対世代または有効な DSNAME
| レベルを指定して、データ・セット名レベルを訂正して
| ください。
|

プログラマー応答:

ありません。

ボリュームの重複 - 複数ボリューム割り
振りに対して重複ボリュームが入力されま
した。 重複ボリュームを訂正または除去
してください。

重複ボリュームを訂正または除去しま

ボリュームが 21 以上 - ISPF では 21
以上のボリュームの複数ボリューム・デー
タ・セットをサポートしません。最初の
20 ボリュームについての情報が表示され
ます。

解説: これは通知メッセージです。 複数ボリューム・
データ・セットに、20 個より多いボリュームが含まれ
ています。 ISPF は、複数ボリューム・データ・セット
の場合、最高 20 個までのボリュームをサポートしま
す。 表示される情報は、最初の 20 個のボリュームに
関するものです。
ISRV003

無効な MULTIVOLUME CMD - このコマ
ンドは複数ボリューム・データ・セットに
対して出されました。 コマンドは複数ボ
リューム・データ・セットに対して無効で
す。

解説: これは通知メッセージです。 このコマンドは、
複数ボリューム・データ・セットに対して出されまし
た。 コマンドは複数ボリューム・データ・セットに対
して無効です。
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ISRV004

無効な MULTIVOLUME CMD - このコマ
ンドは複数ボリューム・データ・セットに
対して出されました。 コマンドは VTOC
リストを使用して表示される複数ボリュー
ム・データ・セットに対して無効です。

ISRV007

解説: このコマンドが出された対象のデータ・セット
は、複数ボリューム・データ・セットです。 コマンド
は VTOC リストを使用して表示される複数ボリュー
ム・データ・セットに対して無効です。

解説: 複数ボリューム・データ・セットの場合には、
たとえ特定のボリュームが指定されている場合であって
も、ビューはすべてのボリュームを割り振ります。 表
示されるデータは、ボリューム 1 から始まります。

ユーザー応答: ボリューム名をボリューム通し番号フ
ィールドから除去して、コマンドをもう一度出します。
ISRV005

無効な MULTIVOLUME CMD - このコマ
ンドが出された対象のデータ・セットは複
数のボリューム・データ・セットです。
コマンドはボリューム通し番号を使用する
複数ボリューム・データ・セットに対して
無効です。

ISRV008

解説: このコマンドが出された対象のデータ・セット
は、複数ボリューム・データ・セットです。 このコマ
ンドは、ボリューム通し番号を使用する複数ボリュー
ム・データ・セットには無効です。

複数ボリューム DATA SET - 編集され
るデータ・セットは複数ボリューム・デー
タ・セットです。 複数ボリューム・デー
タ・セットに対するボリューム通し番号フ
ィールドへのボリュームの入力は、編集で
はサポートされていません。

解説: 編集されるデータ・セットは、複数ボリュー
ム・データ・セットです。 複数ボリューム・データ・
セットの 1 つのボリュームのデータを編集する機能
は、編集ではサポートしません。
ユーザー応答: 複数ボリューム・データ・セットの編
集を試みている場合には、ボリューム通し番号フィール
ドから、ボリューム名を除去します。

ボリュームが無視された - このデータ・
セットは SMS 管理の複数ボリューム・
データ・セットです。 入力されたボリュ
ームは無視されます。 SMS 管理の複数
ボリューム・データ・セットのボリューム
を 1 つだけ割り振ることはできません。
表示されたデータはボリューム 1 から開
始します。

解説: SMS 管理の複数ボリューム・データ・セットの
場合には、1 つのボリュームだけのデータのみを割り振
ることはできません。 すべてのデータ・セットが割り
振られ、ボリューム 1 のデータから表示されます。

ユーザー応答: ボリューム名をボリューム通し番号フ
ィールドから除去して、コマンドをもう一度出します。
ISRV006

ボリュームが無視された - 表示されてい
るデータ・セットは複数のボリューム・デ
ータ・セットです。 入力されたボリュー
ムは無視されます。 1 つのボリュームの
データでなくすべてのデータ・セットが表
示されます。 1 つのボリュームのみのデ
ータを見たい場合はビューではなく表示に
してください。

|
|

ISRVI000

|
|
|

解説: ビューの長さが VIIF サービスに指定されていま
す。これはビュー回復を処理する場合には許されていま
せん。

|
|

ユーザー応答:
い。

|
|

プログラマー応答: ビューの長さを EDIREC サービス
から消去してください。

|
|

ISRVI001

ビュー長は使用不可 - ビュー回復の処理
中、ビュー長は許可されていません。

担当のプログラマーに連絡してくださ

レコード形式が欠落 - VIIF にレコード形
式 F または V を指定してください。

| 解説: VIIF の場合の必須レコード形式パラメーターが
| 指定されていません。
| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
|
|
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プログラマー応答: F か V のいずれかを VIIF サービ
スのレコード形式パラメーターに指定してください。
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| ISRVI002
|
|
|
|

レコード長が欠落 - 固定長データ・セッ
トには 9 よりも大きく 32761 よりも小
さいレコード長を、可変長データ・セット
には 32757 よりも小さいレコード長を指
定してください。

|
|

解説: VIIF サービスの必須レコード長のパラメーター
が指定されていません。

|
|

ユーザー応答:
い。

|
|
|
|

プログラマー応答: 固定長データ・セットには 9 より
も大きく 32761 よりも小さいレコード長を、可変長デ
ータ・セットには 32757 よりも小さいレコード長を指
定してください。

| ISRVI003
|

担当のプログラマーに連絡してくださ

プロファイル名が欠落 - VIIF にプロファ
イル名を指定してください。

| 解説: VIIF サービスの必須プロファイル名のパラメー
| ターが指定されていません。
| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
|
|

プログラマー応答: プロファイル名を VIIF サービスに
指定してください。

| ISRVI004
|

無効なビュー長 - ビュー長は、レコード
長以下でなければなりません。

| 解説: VIIF サービスに無効なビュー長が指定されてい
| ます。
| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
|
|

プログラマー応答:
してください。

| ISRVI005
|

レコード長以下のビュー長を指定

矛盾するオプション - ビュー長および形
式は互いに排他的です。

| ISRVI006
|
|

回復は保留されていない - 回復が保留中
でない場合、ビュー回復を処理できませ
ん。

| 解説: 回復が保留状態でないときにビュー回復が要求
| されました。
| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
| プログラマー応答: VIIF サービスの回復要求オプショ
| ンを訂正してください。
| ISRVI007
|
|

無効なビュー長 - 表示するデータの値
は、長さ 10 から 32760 でなければなり
ません。

| 解説: VIIF サービスに無効なビュー長が指定されてい
| ます。
| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
| プログラマー応答: VIIF サービスで、10 〜 32760 の
| 間の値をビューの長さとして指定してください。
| ISRVI008
|
|

aaaaaaaa 名は使用不可 - ビュー回復の処
理中、aaaaaaaa 名は許可されていませ
ん。

| 解説: aaaaaaaa という名前が VIIF サービスに指定さ
| れています。これはビュー回復を処理する場合には許さ
| れていません。
| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。
| プログラマー応答: aaaaaaaa という名前を EDIREC
| サービスから消去してください。
| ISRVI009
|

混合モードは使用不可 - ビュー回復の処
理中、混合モードは許可されていません。

| 解説: VIIF サービスに矛盾するオプションが指定され
| ています。ビュー長と形式は同時には使用できません。

| 解説: 混合モードが VIIF サービスに指定されていま
| す。これはビュー回復を処理する場合には許されていま
| せん。

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。

| ユーザー応答: 担当のプログラマーに連絡してくださ
| い。

|
|

| プログラマー応答: 混合モードを EDIREC サービスか
| ら消去してください。

プログラマー応答: 矛盾しているオプションのうち一
方を消去してください。

ISRX000

未知の戻りコード - ユーザー会計出口か
ら次の戻りコードが出力されました。aaaa

解説: ユーザー会計出口からの有効な戻りコードは、0
だけです。
第2章 PDF メッセージ
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ユーザー応答:
い。

担当のプログラマーに連絡してくださ

プログラマー応答: 出口を訂正して、戻りコード 0 を
戻すようにします。
ISRYM012

オプションを入れる - 有効なクラス・オ
プションを入れてください。 ″aaaaaaaa″
は無効です。

解説: モデル・クラス・パネルまたは編集 1 次
MODEL CLASS コマンドに入力された値が、無効なモ
デル・クラスです。
ユーザー応答: 有効なモデル・クラスを指定して、要
求を再試行します。
ISRYM013

無効なオプション - 有効なオプションを
入力してください。 ″aaaaaaaa″ は無効で
す。

解説: 無効なモデル (aaaaaaaa) が、PDF 編集言語モ
デル・パネルの 1 つで要求されました。
ユーザー応答:
押します。
ISRZ000

有効なモデルを指定して、Enter キーを

aaaaaaaa - bbbbbbbb

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、PDF 編集マクロ・コマンドからエラーが戻される
場合に、使用されます。
ISRZ001

aaaaaaaa - bbbbbbbb

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、PDF 編集マクロ・コマンドからエラーが戻される
場合に、使用されます。
ISRZ002

aaaaaaaa - bbbbbbbb

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、PDF ダイアログ・サービスからエラーが戻される
場合に、使用されることがあります。変数 &ZERRMSG
は、ISRZ002 のメッセージ・テキストのソースである、
メッセージ ID を示します。
ISRZ003

aaaaaaaa - bbbbbbbb

解説: これは通知メッセージです。 このメッセージ
は、PDF ダイアログ・サービスからエラーが戻される
場合に、使用されることがあります。変数 &ZERRMSG
は、ISRZ003 のメッセージ・テキストのソースである、
メッセージ ID を示します。
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第3章 SCLM メッセージ
本章には、SCLM 機能によって出されるメッセージをすべてリストするとともに、
その説明を行っています。 異常終了コードは、関連エラー・メッセージとともに出
されます。
SCLM マクロ・メッセージ (MNOTE) は、637ページの『第4章 マクロ・メッセー
ジ (MNOTE)』 に記載されています。
FLMQ000

データ・セットが利用不能 - データ・セ
ット aaaaaaaa が見付からなかったか、ユ
ーザーには利用不能です。データ・セット
名を訂正して、Enter を押してくださ
い。

解説: 「SCLM サンプル・プロジェクト作成」パネル
で入力されたデータ・セットが存在しないか、ユーザー
には利用不能です。そのデータ・セットが別のユーザー
専用で待ち行列に入れられているか、あるいはユーザー
にそのデータ・セットを使用する権限がないためです。
ユーザー応答: データ・セット名を訂正するか、ある
いはそのデータ・セットがユーザーに利用不能である理
由を判別してください。
FLMQ001

割り振りエラー - データ・セット
aaaaaaaa の割り振りでエラーが発生しま
した。TSO メッセージが画面に表示され
ているはずです。TSO PROFILE の
WTPMSG の設定を調べてください。この
プロジェクトのために作成されたデータ・
セットは、データ・セット
bbbbbbbb..PROJDEFS.DATASETS に入
っています。

解説: サンプル SCLM プロジェクト用にデータ・セッ
トを作成中にエラーが発生しました。TSO メッセージ
が画面に表示され、このエラーについて説明しているは
ずです。
ユーザー応答: TSO メッセージに記載されている問題
を訂正してください。

FLMQ002

初期設定エラー - VSAM ファイル
aaaaaaaa が正しく初期設定されていませ
ん。TSO メッセージが画面に表示され、
このエラーについて説明しているはずで
す。TSO メッセージが画面に表示されて
いない場合には、TSO PROFILE の
WTPMSG の設定を調べてください。

解説: サンプル SCLM プロジェクトの VSAM データ
ベース・ファイルを初期設定中にエラーが発生しまし
た。TSO メッセージが画面に表示され、このエラーに
ついて説明しているはずです。
ユーザー応答: TSO メッセージに記載されている問題
を訂正してください。
FLMQ003

LMINIT エラー - データ・セット
aaaaaaaa の LMINIT についてのエラーで
す。LMINIT 戻りコード = bbbbbbbb。

解説: メッセージにリストされているデータ・セット
の ISPF LMINIT サービスに関してエラーが発生しまし
た。
ユーザー応答: 戻りコードの説明については、「ISPF
サービスの手引き」を参照してください。問題を訂正
し、操作を再試行してください。
FLMQ004

LMCOPY エラー - データ・セットメン
バー bbbbbbbb からのメンバー aaaaaaaa
の LMCOPY に関するエラーです。
LMCOPY 戻りコード = cccccccc。

解説: メッセージにリストされているデータ・セット
およびメンバーの ISPF LMCOPY サービスに関してエ
ラーが発生しました。
ユーザー応答: 戻りコードの説明については、「ISPF
サービスの手引き」を参照してください。問題を訂正
し、操作を再試行してください。
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FLMQ005

引用符で囲んだ完全修飾データ・セット名
が必要です。

解説: 完全修飾でないデータ・セット名が入力されま
した。SCLM サンプル・プロジェクト作成機能では、高
水準アセンブラー・ロケーション以外のすべてのデー
タ・セット名は完全修飾し、単一引用符で囲む必要があ
ります。
ユーザー応答:
い。
FLMQ006

アセンブリー・エラー - ISPF マクロ・
データ・セットを使用したプロジェクト定
義
aaaaaaaa..PROJDEFS.SOURCE(aaaaaaaa)
および SYSLIB としての
aaaaaaaa..PROJDEFS.SOURCE のアセン
ブルでエラーが発生しました。出力は
bbbbbbbb に入っています。

ユーザー応答: ISPF マクロ・データ・セットを使用し
たプロジェクト定義メンバーおよび SYSLIB としての
project.PROJDEFS.SOURCE のアセンブルを試みてくだ
さい。オプション 4.1 またはバッチを使用してくださ
い。ISPF マクロ・データ・セット名が正しくない場合
には訂正してください。
リンク・エラー - プロジェクト定義
aaaaaaaa..PROJDEFS.OBJ(aaaaaaaa) の
リンクでエラーが発生しました。出力は
bbbbbbbb に入っています。

解説: プロジェクト定義のリンク・エディットの結
果、非ゼロ戻りコードが戻されました。
ユーザー応答: ISPF マクロ・データ・セットを使用し
たプロジェクト定義メンバーおよび
project.PROJDEFS.OBJ と project.PROJDEFS.LOAD 間の
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ユーザー応答: project.FLMMSGS 内のメッセージで記
載されているエラーを訂正してください。
FLMQ010

入力を訂正してください。

解説: プロジェクト定義のアセンブルの結果、非ゼロ
戻りコードが戻されました。

FLMQ008

MIGRATE の失敗 - プロジェクト
aaaaaaaa へのメンバーの移行中にエラー
がありました。エラー・メッセージは、
aaaaaaaa.MIGRATE.MESSAGES に入っ
ています。

解説: メンバーをプロジェクトに組み込む SCLM
MIGRATE が失敗しました。

解説: 完全修飾でなく、しかも引用符なしの LINKLIB
でもないデータ・セット名が入力されました。SCLM サ
ンプル・プロジェクト作成機能では、高水準アセンブラ
ー・ロケーションのデータ・セット名は、引用符で囲ん
だ完全修飾データ・セット名か、または用語 LINKLIB
でなければなりません。

FLMQ007

FLMQ009

データ・セット名を訂正してくださ

引用符で囲んだ完全修飾データ・セット名
または引用符なしの LINKLIB が必要で
す。

ユーザー応答:

リンク・エディットを試みてください。オプション 4.7
またはバッチを使用してください。エラーが見付かった
場合には訂正してください。
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解説:
た。

BUILD の失敗 - プロジェクト aaaaaaaa
の作成中にエラーがありました。メッセー
ジは aaaaaaaa.BUILD.MESSAGES に入
っています。リストは
aaaaaaaa.BUILD.LISTINGS に入っていま
す。BUILD 報告は
aaaaaaaa.BUILD.REPORT に入っていま
す。

サンプル・プロジェクトの作成が失敗しまし

ユーザー応答: メッセージおよびデータ・セットのリ
ストに示されているエラーを訂正してください。BUILD
および PROMOTE ステップを完了することにより、
「SCLM プロジェクト管理者の手引き」に記載されてい
る手順「プロジェクト・データ例の準備」を使用して、
サンプル・プロジェクトを完了してください。
FLMQ011

PROMOTE の失敗 - aaaaaaaa から
bbbbbbbb へのサンプル・アプリケーショ
ンのプロモート中にエラーが発生しまし
た。メッセージは
cccccccc.PROMOTE.MESSAGES に入っ
ています。リストは
cccccccc.PROMOTE.LISTINGS に入って
います。PROMOTE 報告は
cccccccc.PROMOTE.REPORT に入ってい
ます。

解説: サンプル・アプリケーションのプロモートが失
敗しました。
ユーザー応答: メッセージおよびデータ・セットのリ
ストに示されているエラーを訂正してください。BUILD
および PROMOTE ステップを完了することにより、
「SCLM プロジェクト管理者の手引き」に記載されてい
る手順「プロジェクト・データ例の準備」を使用して、
サンプル・プロジェクトを完了してください。 BUILD

SCLM メッセージ
ステップを繰り返さなければならない場合があります。
FLMQ012

プロジェクト aaaaaaaa は正常に削除され
ました。プロジェクトのすべてのデータ・
セットが削除されました。

解説: サンプル・プロジェクトの削除が正しく実行さ
れました。
FLMQ013

解説:

現時点では説明が用意されていません。

FLMQ014

解説:

削除が不完全 - プロジェクト aaaaaaaa
についてのデータ・セットの削除中にエラ
ーが発生しました。TSO メッセージが画
面に表示され、エラーについて説明してい
るはずです。TSO メッセージが画面に表
示されていない場合には、TSO PROFILE
の WTPMSG の設定を調べてください。

プロジェクトが削除されていない - プロ
ジェクト aaaaaaaa の削除が確認されませ
んでした。プロジェクト aaaaaaaa は削除
されませんでした。

いは他のなんらかの理由でデータ・セットが存在してい
ます。
ユーザー応答: aaaaaaaa.PROJDEFS.DATASETS デー
タ・セットを削除するか、名前を変更してください。
FLM090

解説: そのパネルが、連係パネル・ライブラリーに存
在しないか、あるいは、パネルにエラーが含まれている
かのどちらかです。
ユーザー応答: 正しいパネル・ライブラリーが
ISPPLIB に連結されていることを、確かめてください。
TSO LISTALC コマンドを使用して、連結されているラ
イブラリーを表示します。 パネルがライブラリー連結
内にある場合には、システム・プログラマーに相談して
ください。
システム・プログラマー応答: パネルがユーザーの側
で変更されていないか確認してください。原因が見付か
らない場合は、弊社サービス部門に連絡してください。
FLM090A

現時点では説明が用意されていません。

FLMQ015

プロジェクト削除の失敗 - プロジェクト
aaaaaaaa のデータ・セットのリストが含
まれているデータ・セット
aaaaaaaa.PROJDEFS.DATASETS の割り
振りまたは読み取り中にエラーが発生しま
した。 このデータ・セットがないと、プ
ロジェクトは削除できません。

解説:

FLM090B

解説:

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、プロモート・メッセージを参照してください。

ユーザー応答: プロジェクト名を訂正するか、あるい
は必要なデータ・セットが利用不能である理由を判別し
てください。

解説:

解説: プロジェクトのデータ・セットのリストを入れ
るのに使用されるデータ・セット
aaaaaaaa.PROJDEFS.DATASETS がすでに存在していま
す。このプロジェクトがすでに作成されているか、ある

SCLM - プロモート aaaaaaaa..bbbbbbbb.. cccccccc(dddddddd)RC=:

これは通知メッセージです。

FLM090C

重複プロジェクト - データ・セット
aaaaaaaa.PROJDEFS.DATASETS はすで
に存在します。このデータ・セットは、プ
ロジェクト内のデータ・セットの名前を記
録するのに使用されます。

エラーが発生 - エラーについての詳細な
説明を見るには HELP と入力してくださ
い。

これは通知メッセージです。

解説: データ・セット aaaaaaaa.PROJDEFS.DATASETS
に、プロジェクトのデータ・セットのリストが入ってい
ます。プロジェクトの削除にはこのデータ・セットが必
要です。

FLMQ016

パネル表示不能 - パネル aaaaaaaa を表
示することができません。

SCLM - 組み立て aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc(dddddddd)RC=:

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、組み立てメッセージを参照してください。
FLM090D

ボリュームはブランクでなければならない
- SUB オプションでリストの宛先が
DATA SET の場合は、ボリュームはブラ
ンク。

解説: SCLM でバッチ作成の実行依頼を出す場合に
は、ボリューム名は指定しないでください。 SCLM
は、省略時ボリュームを使用します。
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ユーザー応答:
します。
FLM090F

ボリューム名フィールドをブランクに

SCLM - ユーティリティー aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc(dddddddd) Del

解説: これは通知メッセージです。 SCLM は、メンバ
ー aaaaaaaa を削除するという要求を完了しました。
FLM090G

解説:

これは通知メッセージです。

FLM090H

解説:

ジョブ実行依頼完了 - データ・セット
aaaaaaaa の印刷、削除の要求が受け渡さ
れました。

これは通知メッセージです。

FLM090L

解説:

SCLM - 作成 aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc(dddddddd)MODE

これは通知メッセージです。

FLM090K

解説:

SCLM - プロモート aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc(dddddddd)MODE

これは通知メッセージです。

FLM090J

解説:

SCLM - ユーティリティー aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc(dddddddd) Aut

これは通知メッセージです。

FLM090I

解説:

SCLM - 保管 aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc(dddddddd) メンバーが分解され、保管されました。

データ・セット削除 - SCLM はデータ・
セット aaaaaaaa を印刷しないで削除しま
した。

FLM090N

aaaaaaaa が見付からない - ボリューム
aaaaaaaa がマウントされていないか、使
用権限がありません。

解説: ボリュームを検出できなかったか、あるいは、
ボリュームに関する情報を獲得している間にエラーが発
生しました。
ユーザー応答:

ボリュームがマウントされていない場
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aaaaaaaa が未マウント - ボリューム
aaaaaaaa がマウントされていないか、使
用権限がありません。

解説: ボリュームを検出できなかったか、あるいは、
ボリュームに関する情報を獲得している間にエラーが発
生しました。
ユーザー応答: ボリュームがマウントされていない場
合には、それをマウントするように要求します。 マウ
ントされている場合には、適切な使用権限を要求しま
す。
FLM090P

解説:

FLM090Q
解説:

組み立て完了 - 組み立て処理プログラム
からの戻りコードは aaaaaaaa です。 共
通エラーの説明を見たいときは、HELP
コマンドを入力してください。

これは通知メッセージです。

FLM090U

解説:

プロモート完了 - プロモート処理プログ
ラムからの戻りコードは aaaaaaaa です。
共通エラーの説明を見たいときは、HELP
コマンドを入力してください。

これは通知メッセージです。

FLM090T

解説:

ジョブ実行依頼完了 - SCLM は指定され
た出力制御装置へジョブの実行依頼を実行
依頼しました。

これは通知メッセージです。

FLM090S

解説:

ジョブ実行依頼エラー - ジョブ実行依頼
エラー。 実行依頼は無効です。

これは通知メッセージです。

FLM090R

解説:

データ・セット保存 - データ・セット
aaaaaaaa の印刷要求が受け渡され、保存
されました。

これは通知メッセージです。

これは通知メッセージです。

FLM090M
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合には、それをマウントするように要求します。 マウ
ントされている場合には、適切な使用権限を要求しま
す。

ジョブ実行待ち - ジョブ要求は待ち行列
に入り、バッチ・ジョブとして後で受け渡
されます。

これは通知メッセージです。
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FLM090V

オプションが無効 - 入力したオプション
は無効です。

解説: コマンド行に、無効なオプションが指定されま
した。
ユーザー応答:
FLM090W

有効なオプションを入力します。

値が無効 - EXECUTE に PRINTER を選
択することはできません。

解説: ジョブをバッチに実行依頼する場合には、出力
をプリンターへ経路指定するように要求することだけし
かできません。
ユーザー応答: ジョブをバッチに実行依頼するか、あ
るいは、出力を端末装置またはデータ・セットへ経路指
定します。
FLM090X

値が無効 - SUBMIT に TERMINAL を選
択することはできません。

FLM091B

解説: SCLM は、VSAM 相互参照ファイルからレコー
ドを読み取ることができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

FLM091C

解説:

ユーザー応答:

ユーザー応答: 出力をプリンターまたはデータ・セッ
トへ経路指定するか、あるいは、ジョブを前景で実行し
ます。

解説:

解説:

FLM090Z
解説:

オプションが無効 - リストされているオ
プションの一つを入力してください。

無効なオプションが選択されました。

ユーザー応答: リストされているオプションのなかか
ら 1 つを選択し、Enter キーを押します。
FLM091

解説:

アーキテクチャー報告完了 - アーキテク
チャー報告書処理プログラムからの戻りコ
ードは aaaaaaaa です。 共通エラーの説
明を見たいときは、HELP コマンドを入
力してください。

これは通知メッセージです。

メンバーを保管または移行します。

相互参照が不整合 - 相互参照と依存情報
もしくはコード・バージョンが不整合で
す。

メンバーと依存情報が不整合です。

ユーザー応答:
す。
FLM091E

オプションが選択されませんでした。

ユーザー応答: リストされているオプションのなかか
ら 1 つを選択し、Enter キーを押します。

相互参照が見付からない - 相互参照レコ
ードが選択されたコンパイル単位中にあり
ません。

これは通知メッセージです。

FLM091D

オプションの入力 - リストされたオプシ
ョンのいずれかを入力してください。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: 相互参照ファイルが、こ
のプロジェクトに定義したように存在していることを確
かめてから、IDCAMS を使用して、障害を分離しま
す。

解説: ジョブを前景で実行する場合には、出力を端末
装置へ経路指定するように要求することだけしかできま
せん。

FLM090Y

相互参照の I/O エラー - 相互参照レコー
ドの検索中に入出力エラーが発生しまし
た。

メンバーを分析して、作成し直しま

相互参照ファイルがない - プロジェクト
定義に相互参照ファイルが含まれていませ
ん。

解説: 相互参照ファイルが、プロジェクト定義によっ
て指定されたように存在しないか、あるいは、プロジェ
クトに定義される相互参照ファイルが、プロジェクトに
ありません。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: ファイルがない場合に
は、ファイルを割り振ります。ファイルが存在する場合
には、相互参照ファイルをプロジェクトに定義します。
FLM091F

要求された会計レコードが会計ファイル中
にありません。 詳細な説明を見るには
HELP と入力してください。

解説: SCLM は、このプロジェクトに定義されている
会計 VSAM ファイルに、会計レコードを検出できませ
んでした。
ユーザー応答:

ユーザーは、SCLM 移行ユーティリテ
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ィーを使用して、または、メンバーを編集してから
SPROF コマンドを出すことによって、メンバーの会計
レコードを生成することができます。
FLM091G

情報 / 版が不整合 - 会計レコードとセグ
メント依存情報もしくはコード・バージョ
ンが不整合です。

解説: 会計セグメント依存情報、または会計実行コー
ド・バージョンが不整合です。
ユーザー応答:
ます。
FLM091H

解説: 障害は、会計 VSAM ファイルの OPEN または
READ のいずれかで発生しました。
プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: そのプロジェクトの会計
VSAM ファイルが存在するか検査します。 ファイルが
存在する場合には、IDCAMS または類似のツールを使
用して、入出力障害を分離します。 会計 VSAM ファ
イルが回復不能な場合には、バックアップの検索を行う
か、あるいは、そのプロジェクト用に 2 次会計ファイ
ルが指定されている場合には、それを使用します。
FLM091I

データベース I/O エラー - データベース
操作中に入出力エラーが発生しました。

解説: SCLM は、プロジェクトに定義されている
VSAM ファイルの 1 つを読み取ること、または更新す
ることができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS ユーティリティ
ーを使用して、プロジェクトに定義されている、すべて
の VSAM を検査します。 障害がある VSAM データ・
セットの代替がある場合には、これを使用します。 代
替がない場合には、直前のバックアップ・バージョンを
使用することを考慮してください。
FLM091J

会計ファイル I/O エラー - 会計ファイル
の書き込み中に入出力エラーが発生しまし
た。

解説: 会計 VSAM ファイルへの書き込みを行っている
間に、障害が発生しました。
ユーザー応答:
ださい。
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FLM091K

メンバーを分析し、正しく作成し直し

I/O エラー - 会計ファイルを読み取る時
に入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理者の応答: プロジェクトの会計
VSAM ファイルが存在するか検査します。 ファイルが
存在する場合には、IDCAMS または類似のツールを使
用して、入出力障害を分離します。 会計 VSAM ファ
イルが回復不能な場合には、バックアップの検索を行う
か、あるいは、そのプロジェクト用に 2 次会計ファイ
ルが指定されている場合には、それを使用します。

プロジェクト管理担当者に連絡してく
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相互参照 I/O エラー - 相互参照ファイル
の書き込み中に入出力エラーが発生しまし
た。

解説: 相互参照 VSAM ファイルへの書き込みを行って
いる間に、障害が発生しました。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: プロジェクトの相互参照
VSAM ファイルがあるかどうかを判別します。 ファイ
ルが存在する場合には、IDCAMS または類似のツール
を使用して、入出力障害を分離します。 相互参照
VSAM ファイルが回復不能な場合には、直前のバック
アップ・バージョンと置き換えることを考慮してくださ
い。
FLM091L

会計ファイル I/O エラー - 会計ファイル
の更新中にエラーが発生しました。 戻り
コード = aaaaaaaa

解説: 会計 VSAM ファイルの更新時に、障害が発生し
ました。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: そのプロジェクトの会計
VSAM ファイルが存在するか検査します。 ファイルが
存在する場合には、IDCAMS または類似のツールを使
用して、入出力障害を分離します。 会計 VSAM ファ
イルが回復不能な場合には、バックアップの検索を行う
か、あるいは、そのプロジェクト用に 2 次会計ファイ
ルが指定されている場合には、それを使用します。
FLM091M

分析エラー - ソースに組み込み、
COMPOOL、コード変更が多過ぎます。

解説: 構文解析プログラムによって検出された情報
が、プロジェクトが格納できる情報量を超えています。
ユーザー応答: 分析を試みているメンバーに、たくさ
んの組み込み指示が含まれている場合には、メンバーを
2 つ以上のメンバーに分割することを考慮してくださ
い。 それ以外の場合には、プロジェクト管理担当者に
連絡してください。

SCLM メッセージ
プロジェクト管理者の応答: $list_info ポインター・パ
ラメーターの制約を超えました。 詳細は、SCLM サー
ビス・ガイド を参照してください。

FLM092C
解説:

FLM091N

構文解析プログラムが未指定 - 言語定義
に構文解析プログラムまたは構文解析プロ
グラムのデータ・セット名が含まれていま
せん。

バッチ - 実行依頼 - ジョブ aaaaaaaa は
受け渡されました。

これは通知メッセージです。

FLM092F

入力が必要です - CU 修飾名を入力する
か、詳細説明を見たければ HELP と入力
してください。

解説: SCLM が、言語定義に指定された構文解析プロ
グラムを見付けることができなかったか、あるいは、構
文解析プログラムが言語定義に指定されていませんでし
た。

解説: CU 修飾名を必ず入力してから処理を行う必要が
あります。

ユーザー応答:
ださい。

FLM092G

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラムが名
前で正しく指定されていた場合には、構文解析プログラ
ムがユーザーの連結ライブラリーの 1 つにあることを
確認します。 指定されていなかった場合には、
FLMTRNSL マクロ・コマンドの DSNAME= パラメー
ターを使用して、構文解析プログラムが検出できるよう
に、データ・セットを指定します。

ユーザー応答:

解説:
た。

ユーザー応答:
す。

構文解析エラー - ソースにコンパイル単
位依存が多過ぎます。

解説: ソース・メンバーが、メンバーのコンパイル単
位依存を関連づけるために使用できるスペースを超えま
した。
ユーザー応答: メンバーを 2 つ以上のメンバーに分け
ることを考慮してください。
FLM091P

許可コードの警告 - 詳細な説明を見るに
は HELP と入力してください。

解説: 警告。 現在のメンバーをオーバーレーできる、
新しい許可コードに等しくない許可コードを持つメンバ
ーが、低位グループにあります。
FLM091Q

解説:

これは通知メッセージです。

FLM092B

解説:

データ・セット保管 - SCLM はデータ・
セット aaaaaaaa を印刷しないで保管しま
した。

ジョブ情報が無効 - カーソルが無効な値
に置かれました。正しい値を入力してくだ
さい。

オプションが無効 - リストされたオプシ
ョン番号か、HELP を入力してくださ
い。

メニューからオプションが選択されませんでし

FLM092H
FLM091O

CU 修飾名を入力します。

オプションを選択して、処理を続けま

オプションが無効 - A、B、C、D、E、
M、U、V またはブランクを入力、説明を
見るなら、HELP と入力します。

解説: 入力されたオプションは、有効なライブラリ
ー・ユーティリティー・コマンドではありません。
ユーザー応答: リストされているオプションのなかか
ら 1 つを選択するか、あるいは、補足情報が必要であ
れば、HELP コマンドを入力します。
FLM092I

解説:
た。

コマンドが無効 - コマンド aaaaaaaa は
未定義です。 取り消すには END を入力
してください。

コマンド行に、無効なコマンドが入力されまし

ユーザー応答: END を入力して取り消し、有効なコマ
ンドを使用して再試行します。
FLM092J

コマンドが無効 - EXECUTE または
SUBMIT コマンドか、HELP を入力して
ください。

解説: ここで入力できるのは、EXECUTE、SUBMIT ま
たは END だけです。
ユーザー応答:

有効な応答を選択します。

カーソル位置の値は無効です。

ユーザー応答:
します。

カーソル位置の値を、有効な値に変更
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FLM092K
解説:

メンバー名が無効 - 英数字で構成される
有効なメンバー名を入力してください。

FLM092S

無効なメンバー名が入力されました。

ユーザー応答:

必要フィールドを入力 - 必要フィールド
に指定されたデータを入力してください。

解説: カーソルが位置しているフィールドに、値を入
力します。

有効なメンバー名を入力します。

ユーザー応答:
FLM092L

解説:
た。

オプションを入力 - リストされたオプシ
ョン番号か、HELP を入力してくださ
い。

メニューからオプションが選択されませんでし

ユーザー応答:
す。
FLM092M

解説:

ユーザー応答: グループ・プロモートの名前を訂正し
てから、コマンドをもう一度出します。
FLM092V

解説:

コマンドを入力 - コマンド aaaaaaaa は
未定義です。 取り消すには END を入力
してください。

FLM092P

解説:

コマンドを入力 - EXECUTE または
SUBMIT コマンドか、HELP を入力して
ください。

ユーザー応答:

適切なコマンドを選択します。

解説:

有効なメンバー名を入力します。

メンバー aaaaaaaa 中の bbbbbbbb - メン
バー aaaaaaaa 中の bbbbbbbb

現時点では説明が用意されていません。

FLM092X

aaaaaaaa

SCLM 処理中に単一エラーが発生しました。

| ユーザー応答: メッセージの詳細については、SCLM
| メッセージ ID がメッセージの先頭に示されています。
| メッセージ ID の形式は FLMxxxxx で、この xxxxx は
| 5 桁の数字です。メッセージは、ISPF メッセージおよ
| びコード に記載されています。

メンバーが無効 - メンバーの会計情報が
見付かりません。

FLM290

解説: SCLM は、このプロジェクトに定義されている
会計 VSAM ファイルに、会計レコードを検出できませ
んでした。
ユーザー応答: ユーザーは、SCLM 移行ユーティリテ
ィーを使用して、または、メンバーを編集してから
SPROF コマンドを出すことによって、メンバーの会計
レコードを生成することができます。

無効なメンバー名が入力されました。

FLM092W

コマンドを訂正してください。

EXECUTE、SUBMIT または END を入力しま

必須フィールドを入力 - 英数字で構成さ
れる有効なメンバー名を入力してくださ
い。

ユーザー応答:

入力されたコマンドは、このパネルでは無効で

FLM092O

解説:
す。

オプションを選択して、処理を続けま

オプションを入力 - A、B、D、M、U、V
またはブランクを入力、説明を見るなら、
HELP と入力します。

ユーザー応答:

グループ・プロモート無効 - グループへ
のプロモートはプロジェクトでグループが
必要です。

解説: グループ・プロモートに対して無効なグループ
名を指定して、プロモート・サービスが呼び出されまし
た。

オプションが入力されませんでした。

FLM092N

解説:
す。

FLM092T

有効な値を入力してください。

aaa(24) - bbb(512)

解説: SCLM でないサービスにおいて、エラーが発生
しました。 このメッセージのテキストには、障害が起
こったサービスが戻したメッセージが含まれています。

|
|

ユーザー応答: メッセージ・テキストを参照して、障
害の原因を判別してください。
FLM290A

マクロ・パラメーターが無効 - マクロ・
パラメーター aaa(80) が無効です。

解説: 編集マクロに対して、無効なパラメーターが指
定されました。長い説明には、エラーのパラメーターが
含まれています。
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ユーザー応答:
FLM290B

無効なパラメーターを訂正します。

構文解析プログラムエラー。エラーについ
ての詳細な説明を見るには HELP と入力
してください。

解説: メンバーの保管時に行われたメンバーの構文解
析プログラムが、失敗しました。
ユーザー応答: HELP と入力して、構文解析プログラ
ムが生成したメッセージが入っているパネルを表示しま
す。
システムの処置: メンバー・データは PDS データ・セ
ットに保管され、LOCKOUT 状態の会計レコードが保管
されていますが、構文解析プログラムが戻した可能性の
ある会計統計と依存要素情報は保管されていません。
問題判別: 構文解析プログラムのメッセージを参照し
て、問題を訂正するために取るべき処置を判別します。

ユーザー応答: HELP を入力して警告メッセージを表
示し、表示されているメッセージに基づいて、取るべき
処置を判別します。
システムの処置: メンバー aaaaaaaa が保管され、会
計情報が更新されました。
FLM290F

解説: 編集パネルから初期編集マクロが検出できなか
ったか、呼び出せなかった、または、マクロがゼロでな
い戻りコードを戻しました。
ユーザー応答: 編集パネルのフィールドを変更して、
有効な編集マクロ名を指定するか、あるいは、フィール
ドをブランクのままにしておきます。
FLM290G

FLM290C

メンバーが使用中 - 自分自身、または、
ほかのユーザーがメンバー aaaaaaaa を更
新中です。

解説: メンバーは、現在別の操作で使用されていま
す。 メンバーは、次のいずれかによって、使用されて
いる可能性があります。
v 別のユーザー
v 分割画面の別のセクション
v 再帰的編集セッション
ユーザー応答: メンバーを使用している現行操作が完
了するまで、ユーザーの処置を実行することはできませ
ん。
反復的使用はできません - SCLM 表示ま
たは編集は、現行 SCLM 編集セッション
の活動中は、呼び出すことができません。
画面分割を使用するか、現行 SCLM 編集
セッションを終了します。

解説: SCLM 編集セッションが活動中に、SCLM 表示
または編集へ入る試みがなされました。
ユーザー応答: 現行の編集セッションへ戻り編集を終
了するか、あるいは、表示または編集の基本コマンドを
使用します。 あるいは、画面分割を使用して、意図す
る操作を実行します。
FLM290E

保管の警告 - aaaaaaaa が格納されまし
た。警告メッセージの表示には HELP と
入力してください。

グループの警告 - グループ aaaaaaaa が
グループ bbbbbbbb の階層表示にありませ
ん。

解説: グループ bbbbbbbb の階層表示は、bbbbbbbb か
らプロジェクト定義に定義された階層の上位までのグル
ープのリストです。 このメッセージは、グループ
aaaaaaaa がそのリストのグループにないという警告で
す。 階層外のグループを指定すると、ユーザーが特定
のメンバーの編集を試行する際に、他のエラー・メッセ
ージを引き起こす場合があります。
ユーザー応答: 編集パネルに入力されたグループが、
要求順序になっていることを検査します。
FLM290H

FLM290D

aaaaaaaa マクロ・エラー - 要求した編集
初期マクロが無効か、または非ゼロ戻りコ
ードを戻しました。

aaaaaaaa 保管済み - メンバー aaaaaaaa
は SCLM によって分析の後、格納されま
した。

解説: これは通知メッセージです。 メンバー
aaaaaaaa の編集、分析、および格納は、すべて正常に
完了しました。
FLM290I

DEV GROUP が無効 - グループ
aaaaaaaa は階層中の最下位のグループで
はありません。

解説: 要求されている操作は、結果として SCLM 制御
メンバーを更新することはできますが、指定されたグル
ープは、プロジェクト階層内の開発グループではありま
せん。 開発グループは、その中にプロモートする別の
グループを持たないグループです。 この操作が実行で
きるのは、開発グループにあるメンバーに関してのみで
す。

解説: メンバーが保管されましたが、メンバーの保管
時に警告メッセージが生成されました。
第3章 SCLM メッセージ
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ユーザー応答:
す。
FLM290J

操作用に、開発グループを指定しま

ライブラリーが未指定 - SCLM 項目編集
パネルでグループ aaaaaaaa を指定しなけ
ればなりません。

解説: 編集パネルで指定されていないグループ内に検
出されるメンバーの編集を、ユーザーが要求しました。
これは、次のような場合に起こります。
v 編集パネルにリストされているグループを、ユーザー
が変更した。

のグループを、階層順序で表示します。編集パネルの開
発グループから始めます。
FLM290N
解説:
た。

8 文字よりも長いメンバー名が入力されまし

ユーザー応答:
FLM290O

v 階層の深さが、4 グループよりも深い。
SCLM は、メンバーの会計情報を探索するときは、プロ
ジェクト定義に定義された階層図を使用します。 会計
情報が階層図に検出されたが、そのグループが検出され
た場所が編集パネルに指定されていない場合に、このメ
ッセージが出されます。 グループ aaaaaaaa は、会計
情報が検出されたグループです。
ユーザー応答: 編集パネルにリストされているグルー
プを更新して、グループ aaaaaaaa を組み込みます。
FLM290K

ラベルが無効 - ラベル・パラメーターは
6 文字以内で指定する必要があります。

メンバー名が無効 - メンバー名パラメー
ターは 8 文字以下です。

有効なメンバー名を入力します。

許可コード aaaaaaaa がグループ
bbbbbbbb に対して無効です。 許可コー
ド・リストを表示するためには、HELP
を入力してください。

解説: 許可コード aaaaaaaa は、プロジェクト定義で
グループ bbbbbbbb の有効な許可コードとして定義され
ませんでした。この許可コードは、SCLM 編集パネルで
指定されました。
ユーザー応答: グループに有効な許可コードを指定す
るか、あるいは、編集パネルの許可コードのフィールド
をブランクのままにしておきます。
問題判別: HELP を入力して、グループ bbbbbbbb の
有効な許可コード 30 個のリストを表示します。

解説: CREATE, REPLACE または MOVE に指定され
たラベルが、6 文字よりも長い長さでした。 編集ラベ
ルは、6 文字以下でなければなりません。

FLM290P

ユーザー応答: 有効な編集ラベルを指定して、コマン
ドを入力します。

解説: マクロ実行時に、NLS ID を検索することができ
ませんでした。 エラー・コードは次のとおりです。

FLM290L

グループが無効 - このプロジェクトには
グループ aaaaaaaa がありません。

解説: ユーザーが指定したグループ aaaaaaaa は、プ
ロジェクト定義に定義されたグループではありません。
ユーザー応答: プロジェクト定義に定義されたグルー
プを指定します。
FLM290M

LIBRARY 順が無効 - グループが階層順
ではありません。 グループ・リストの表
示には HELP と入力してください。

解説: 階層の高いグループを、編集パネル上で、それ
より階層の低いグループの前に指定することはできませ
ん。 編集パネルに指定されたグループのうちの少なく
とも 1 つが、階層順序に反しています。
ユーザー応答:
問題判別:

グループを階層順序で指定します。

HELP を入力して、最高で 16 までの階層

NLS テーブル・エラー - NLS ID を検索
中にエラーが発生しました。コード =
aa。

4

ID がロードされていない。

8

ID が無効。

12

ID が初期設定されていない。

ユーザー応答: SCLM と PDF を終了してから、操作
を再試行します。 問題が何度も起こるようであれば、
システム・プログラマーに連絡してください。
プロジェクト管理者の応答:
絡してください。
システムの処置:
FLM290Q
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マクロが実行されません。

パラメーターが無効 - コマンド形式は
’SCREATE|SREPLACE メンバー {ラベ
ル 1 ラベル 2}’

解説: SCREATE マクロ・コマンドまたは SREPLACE
マクロ・コマンドで、無効なパラメーターが指定されま
した。
ユーザー応答:

530

弊社サポート部門まで連
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ます。 ラベルが指定されている場合には、ラベル 1 と
ラベル 2 の両方が指定されていなければならず、さら
に、ラベルには ″.″ (ピリオド) が、先頭文字として付い
ている必要があります。
FLM290S

プロモーションの制限 - メンバーは許可
コード bbbbbbbb を用いてグループ
aaaaaaaa のみにプロモート可能。

解説: 編集されているメンバーは、許可コード
bbbbbbbb を用いて、グループ aaaaaaaa のみにプロモ
ートできます。これは通知メッセージで、前のグループ
aaaaaaaa にメンバーをプロモートする必要がない限
り、アクションは不要です。
ユーザー応答: メンバーを、前のグループ aaaaaaaa
にプロモートする必要がある場合には、SCLM ライブラ
リー管理ユーティリティーを使用して、許可コードを変
更します。
FLM290T

コマンドが矛盾 - 不完全かあるいは矛盾
する行コマンドが入力されました。

解説: 現行の編集行コマンドが不完全か、あるいは矛
盾するものです。 たとえば、不完全な行コマンドとし
ては、″CC″ で指定されたコピーされるブロックで始ま
るが、終了行が指定されていないものがあります。 矛
盾する編集行コマンドの例としては、複写の目標先であ
るブロック・コピーが、複写されるブロック内にあると
いう例があげられます。
ユーザー応答: 現行の編集セッションの行コマンド
が、完全で矛盾しないものであることを確認します。
RESET 編集コマンドを使用して、現行の編集セッショ
ン内の行コマンドをリセットすることができます。 こ
のメッセージが表示されているときには、HELP を入力
して、編集行コマンドに関する詳細を入手します。
システムの処置: SCREATE、SMOVE または
SREPLACE 操作は、実行されません。
FLM290U

メンバーが見付からない - 階層中にメン
バーがないか、パターンに合うメンバーが
ありません。

解説: パネルにパターンが指定されていた場合には、
パネルのグループの階層内に、パターンに一致するメン
バーが検出されませんでした。 パターンが指定されて
いなかった場合には、どのグループ内にも、メンバーが
検出されませんでした。

にメンバー名を指定します。

| FLM290V
|

プロジェクト定義に言語 aaaaaaaa は含ま
れていません。

解説: 編集されているメンバーに指定された言語は、
プロジェクトに定義されていません。
ユーザー応答: プロジェクト定義から言語を入力しま
す。 HELP を入力して、プロジェクト定義の言語 30
個のリストを表示します。
FLM290W

メンバーが既存 - aaaaaaaa は階層内の高
位グループに存在しています。

解説: メンバー aaaaaaaa は、階層内の高位のグルー
プに存在していますが、編集が行われているグループに
はありません。 SCREATE では、存在しないメンバー
が必須で、SREPLACE では、存在しないメンバーまた
は編集が行われる先のグループに存在するメンバーのい
ずれかが必須です。
ユーザー応答: SCREATE を使用して、新しい SCLM
メンバーを作成するには、指定されているメンバー名が
存在していないことを確認します。 SREPLACE を使用
するには、メンバーが存在していないか、あるいは、そ
のメンバーが、編集が行われる先のグループにあること
を確認します。
FLM290X

回復の失敗 - aaa(44)(bbbbbbbb) の編集回
復に失敗しました。

解説: データ・セット aaa(44) のメンバー bbbbbbbb
の編集回復が失敗しました。
ユーザー応答: 編集回復が失敗した理由として考えら
れる理由については、編集回復の資料を調べてみます。

| FLM290Y
|

編集可能メンバーに言語 aaaaaaaa を使う
ことはできません。

解説: 言語 aaaaaaaa は、編集可能として、プロジェ
クト定義に定義されていません。 編集されるメンバー
は、編集可能として、プロジェクト定義に指定されてい
る必要があります。
ユーザー応答: 編集可能として、プロジェクト定義に
定義された言語を指定します。 HELP と入力して、プ
ロジェクト定義の編集可能言語のリスト (選択可能) を
表示します。

ユーザー応答: 既存のメンバーを表示または編集する
には、グループ、タイプ、およびパターンが、必要なメ
ンバーを必ず検出するようにします。 空のデータ・セ
ットに新しいメンバーを編集するには、編集入力パネル
第3章 SCLM メッセージ
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FLM290Z

パラメーターが無効 - コマンド形式は
’SMOVE メンバー {AFTER|BEFORE ラ
ベル}’ です。

解説: SMOVE マクロ・コマンドで、無効なパラメー
ターが指定されました。
ユーザー応答: メンバー名が指定されたことを確認し
ます。 AFTER または BEFORE が指定されていた場合
には、ラベルが指定されていなければならず、さらに、
ラベルには ″.″ (ピリオド) が、先頭文字として付いてい
る必要があります。 SMOVE マクロ・コマンドの詳細
を見るには、HELP を入力します。
FLM291

割り振りエラー - SCLM は、編集または
表示パネルで、または EDIT サービスか
ら要求したライブラリーを割り振ることが
できません。

解説: SCLM は、編集または表示パネルで、指定され
た階層に関連したデータ・セットの割り振りやオープン
はできません。
ユーザー応答: そのデータ・セットが、別のユーザー
専用に割り振られていないか検査します。
プロジェクト管理者の応答: データ・セットが適切に
割り振られており、ユーザーが十分な権限を持っている
ことを確認します。
FLM291A

コード変更は使用不可 - このメンバーに
は以前に変更されたコードはありません。

解説: メンバーが以前に存在しなかったか、あるい
は、メンバーの会計情報に、変更コードが含まれていな
いかのどちらかです。

FLM291C

解説: SCLM は、メンバーを保管するためには、メン
バーの言語を持つ必要があります。メンバーの言語を獲
得するために、戻りまたは EXIT コマンドが無視されま
した。
ユーザー応答:
す。
FLM291D

解説:

コマンドが無効 - コマンド aaa(65) が無
効。

このメンバーは許可コード aaaaaaaa でプ
ロモートすることはできません。

ユーザー応答: この階層を使用して、メンバーをプロ
モートする必要がある場合には、メンバーをプロモート
する前に、許可コードを変更する必要があります。
SCLM ライブラリー・ユーティリティーを使用して、許
可コードを変更できます。
FLM291E

aaaaaaaa 置換済み - メンバー aaaaaaaa
は SCLM によって置換、構文解析、格納
されました。

解説: これは通知メッセージです。 メンバー
aaaaaaaa は、SREPLACE マクロ・コマンドを使用して
置換されました。
FLM291F

aaaaaaaa 移動済み - メンバー aaaaaaaa
は移動され、対応する会計情報は削除され
ました。

解説: これは通知メッセージです。メンバー aaaaaaaa
は、SMOVE マクロ・コマンドを使用して移動されまし
た。 新しいメンバーが作成され、古いメンバーが削除
されました。

コマンド aaa(65) は、無効なコマンドです。

ユーザー応答: 有効な変更コードまたは言語を入力し
てから Enter キー を押して、メンバーの言語または変
更コードを更新します。 CANCEL を入力すると、更新
を取り消します。 有効なコマンド行を入力して、コマ
ンドを処理します。
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プロジェクトに有効な言語を入力しま

解説: 許可コード aaaaaaaa は、階層の次のグループ
に対して使用することはできません。 許可コードが変
更されない限り、この階層を使用して、このメンバーを
プロモートすることはできません。

ユーザー応答: ″=″ を入力して直前の変更コードを検索
する代わりに、変更コードを指定します。
FLM291B

コマンドが無効 - SCLM 編集プロファイ
ル・パネルを表示するために、戻りまたは
EXIT コマンドが無視されました。
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FLM291G

aaaaaaaa 作成済み - メンバー aaaaaaaa
は SCLM によって作成、構文解析、格納
されました。

解説: これは通知メッセージです。 メンバー
aaaaaaaa は、SCREATE マクロ・コマンドを使用して
作成されました。

SCLM メッセージ
FLM291H

メンバーが空です - メンバー aaaaaaaa
にはデータがありません。

解説: 表示、SCREATE または SREPLACE が、空のメ
ンバーに対して試行されました。 上記のような操作に
は、空でないメンバーが必要です。
ユーザー応答: 表示、SCREATE または SREPLACE を
使用する前に、メンバーにデータを入れます。
FLM291I

メンバーが見付からない - 指定されたメ
ンバー aaaaaaaa が見付かりませんでし
た。

解説: メンバー aaaaaaaa は、指定の階層内には見付
かりませんでした。 メンバーを表示する前に、メンバ
ーが必ず存在していなければなりません。

FLM291N

解説: 編集では、階層内の最初のグループのデータ・
セットは、割り振られている必要があります。 デー
タ・セット名は aaa(44) です。
ユーザー応答: プロジェクト管理担当者に連絡して、
データ・セットを割り振ってもらいます。
プロジェクト管理者の応答: 階層内の開発グループ
に、適切なデータ・セットが割り振られていることを、
SCLM アドミニストレーターに確認してもらってくださ
い。
FLM291O

ユーザー応答: 表示を行うためには、既存のメンバー
名を指定します。
FLM291K

グループが未割り振り - 割り振りがまだ
のグループが指定された。 LIB 番号情報
は HELP を押します。

解説: 階層内のグループ (1 つまたは複数) のデータ・
セット (1 つまたは複数) は存在しますが、このうち 1
つのグループの、少なくとも 1 つのデータ・セットが
存在しません。 このような場合には、階層グループが
指定されたパネルのグループ番号と、LIB 番号が一致し
ないことになります。
ユーザー応答: LIB 番号を使用して、階層内のメンバ
ー位置を判別することは避けてください。 メッセージ
が表示されたら HELP を入力して、詳細を受け取りま
す。

FLM291M

全グループが割り振られていない - 少な
くとも 1 つのグループが割り振られてい
なければなりません。

解説: この操作を実行するためには、少なくとも 1 つ
のグループが、割り振られたデータ・セットを持ってい
る必要があります。
ユーザー応答: プロジェクト管理担当者に連絡して、
必要なデータ・セットを割り振ってもらいます。
プロジェクト管理者の応答: SCLM アドミニストレー
ターに必要なデータ・セットがすべて割り振られている
ことを確認してもらいます。

位置指定ストリング超過 - 位置指定スト
リング ″名前″ は 8 文字以下でなければ
なりません。

解説: 位置指定される名前が、有効なメンバー名より
も長いものでした。
ユーザー応答: 8 文字以下の長さの、有効な位置指定
の名前を指定します。
FLM291P

位置指定ストリング超過 - 位置指定スト
リング ″名前″ は 110 文字以下でなけれ
ばなりません。

解説: 位置指定される名前が、有効なコンパイル単位
名よりも長いものでした。
ユーザー応答: 110 文字以下の長さの、有効な位置指
定の名前を指定します。
FLM291Q

プロジェクト管理者の応答: LIB 番号と、階層内のメ
ンバー位置とを一致させる必要がある場合には、SCLM
アドミニストレーターにすべてのデータ・セットを割り
振ってもらいます。

グループ 1 がカタログされていない - 最
初のグループ ’aaa(44)’ のデータ・セット
はカタログされなければなりません。

タイプが長過ぎます - タイプは 8 桁以下
でなければなりません。

解説: 指定されたタイプ名が、8 文字よりも長いもの
でした。
ユーザー応答: タイプ名パターン (これは、8 文字より
も長い場合がある) を指定するか、あるいは、8 文字以
下の有効なタイプ名を指定します。
FLM291R

データ・セット未カタログ - ’aaa(44) が
カタログ内に見つかりません。

解説: SCLM でない制御グループが指定されました
が、このグループのデータ・セットがありません。
ユーザー応答: SCLM グループ名を指定するか、ある
いは、データ・セット aaa(44) を割り振ります。
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FLM291T

SCLM 内部エラー - 弊社サポート部門に
連絡し、支援を得てください。

解説: 表示用のデータ・セットの割り振りまたはオー
プン時には、エラーはありませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答:
絡してください。
FLM291U

弊社サポート部門まで連

データ・ロスの警告 - aaaaaaaa がロック
されました。警告メッセージの表示には
HELP と入力してください。

解説: 編集中のメンバーの会計および PDS データが不
整合です。
ユーザー応答: 補足メッセージのパネルを表示するに
は、HELP を入力します。
システムの処置:

であれば、プロジェクト管理担当者に連絡して、有効な
許可コードを獲得します。
FLM291Z

解説: 指定された変更コードに、1 つまたは複数のコ
ンマが含まれています。 この変更コードは無効です。
ユーザー応答:
ます。
FLM292A

解説:

データ・セット名が無効 - メンバー名に
検索データ・セットは許されません。

ユーザー応答: 順次データ・セット名、またはメンバ
ー名を持たない区分データ・セット名のどちらかを入力
します。

編集を継続します。

グループ名が長過ぎる - グループ名は 8
桁以下でなければなりません。

グループ名が 8 文字よりも長い。

ユーザー応答: グループ名パターン (これは、8 文字よ
りも長い場合がある) を指定するか、あるいは、8 文字
以下の有効なグループ名を指定します。
FLM291W

コンマを含まない変更コードを指定し

解説: SCLM でない制御の検索データ・セットには、
メンバー名は使用できません。

FLM292B
FLM291V

変更コードが無効 - 変更コード内にコン
マは許されません。

パラメーターが必須 - LOCATE コマンド
のあとに、メンバー名の指定が必要です。

分類フィールドが無効 - 分類フィールド
名はパネルの見出しと一致すべきです。

解説: 分類コマンドに指定されるフィールド名は、パ
ネルに表示されているフィールド見出しの 1 つと一致
しなければなりません。
ユーザー応答: パネルから、有効なフィールド見出し
を指定します。
FLM292C

無効な言語 - 位置決めしている言語は、8
文字を超えてはいけません。

解説: メンバー名パラメーターが、LOCATE コマンド
には必須です。

解説: LOCATE コマンドの言語パラメーターは、8 文
字またはそれより少ない文字である必要があります。

ユーザー応答: LOCATE コマンドに、完全なメンバー
名またはメンバー名の一部を指定します。

ユーザー応答: LOCATE パラメーターに有効な言語を
指定してください。

FLM291X
解説:

コマンドが無効 - コマンド aaa(65) が無
効。

コマンド aaa(65) は、無効なコマンドです。

ユーザー応答: 有効なコマンドを指定します。 このメ
ッセージがコマンド情報用に表示されているときは、
HELP を入力します。
FLM291Y

許可コードが無効 - 許可コード内にコン
マは許されません。

FLM292D

言語の入力 - 位置指定する言語を入力し
ます。

ユーザー応答: LOCATE コマンドには言語パラメータ
ーが必要です。
LOCATE パラメーターに有効な言語を指定してくださ
い。
FLM292E

言語がみつからない - 位置指定している
言語がみつかりません。

解説: 指定された許可コードに、1 つまたは複数のコ
ンマが含まれています。 この許可コードは無効です。

解説: 指定された言語は有効な言語のリストにありま
せん。

ユーザー応答:

ユーザー応答:
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てください。正しく入力していない場合は、正しい言語
を指定してコマンドを再入力してください。正しく入力
されている場合は、プロジェクト管理者に連絡してくだ
さい。
FLM292F
解説:

無効なコマンド - 有効なコマンドは、
CANCEL、LOCATE、END です。

ユーザー応答: ワークステーションでのセッションを
開始してから、この処理を実行します。
FLM390B

コマンドは無効です。

ユーザー応答:
FLM292G
解説:

イルへ置かれます。 一度これを行うと、ワークステー
ション用のバッチ作成を実行依頼するために、GUI の接
続を行う必要はありません。

有効なコマンドを入力してください。

言語の選択 - メンバーに割り当て可能な
言語は、1 つだけです。

リストから複数の言語を選択しました。

ユーザー応答: 選択フィールドから 1 つの S 以外の
すべての言語を削除してください。
FLM292H

言語なし - プロジェクトに定義されてい
る言語はありません。プロジェクト管理者
に照会してください。

解説: メンバーを保管するためには、言語が SCLM に
プロジェクトごとに定義されていなければなりません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に照会してくださ

プログラマー応答: 各プログラム言語の言語定義をプ
ロジェクトに追加してください。
FLM390

タイプが無効 - プロジェクトにタイプ
aaaaaaaa がありません。

解説: ユーザーが指定したタイプは、プロジェクト定
義に定義されていないタイプです。
ユーザー応答: プロジェクト定義に定義されているタ
イプを指定します。
FLM390A

接続なし - このオプションには構築に接
続するワークステーションの TCP/IP ま
たは APPC アドレスが必須です。
SCLM はこの情報をプロファイルから入
手することができませんでした。 ISPF
設定パネルの GUI 処置バー・プルダウン
の開始 GUI プルダウン選択を選んで
ISPF セッションをワークステーションに
接続します。

解説: SCLM には、ワークステーションの構築に接続
する、ワークステーションの TCP/IP または APPC ア
ドレスが必要です。 GUI 接続を設定すると、開始 GUI
セッション・パネルからの情報が、ユーザーのプロファ

選択が無効 - A、B、C、D、E、
M、U、V を使用します。

解説: 入力された選択は、無効なライブラリー・ユー
ティリティー・コマンドです。
ユーザー応答: 選択リストから 1 つを選択するか、あ
るいは詳細が必要であれば、HELP コマンドを入力しま
す。
FLM390C

表示エラー - SCLM は要求したメンバー
aaaaaaaa を表示できません。

解説: メンバーの表示を試みている間に、エラーが発
生しました。 このメッセージは、次のどれかの理由に
より出されます。
v 区分データ・セットの長さがゼロのメンバーが検出さ
れた。
v 指定のメンバーが検出されなかった。
v 指定のパターンに一致するメンバーがない、あるい
は、区分データ・セットに、メンバーが存在しない。
v 重大エラーにより、継続不可能。
ユーザー応答: 指定のライブラリーにメンバーが存在
することを検査します。 問題が続くようであれば、プ
ロジェクト管理担当者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答:
絡してください。
FLM390E

弊社サポート部門まで連

処理完了 - ライブラリー・ユーティリテ
ィーが戻りコード aaaaaaaa で終了しまし
た。

解説: これは通知メッセージです。 ユーザーが、ライ
ブラリー・ユーティリティー・メンバー・リストを終了
しました。
FLM390G

MEMBER LIST エラー - メンバー・リス
トの検索中に重大なエラーが発生しまし
た。

解説: SCLM は、ユーザーが指定したデータ・セット
のディレクトリーを読み取ることができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答:
絡してください。

弊社サポート部門まで連
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FLM390H

グループが無効 - プロジェクトはグルー
プ aaaaaaaa を含みません。

解説: ユーザーが指定したグループは、プロジェクト
定義に定義されていないグループです。
ユーザー応答: プロジェクト定義に定義されたグルー
プを指定します。
FLM390J

選択が無効 - S を選択してください。(選
択できるのはこれだけです。)

解説: 入力された選択が無効です。 有効な選択は S
だけです。
ユーザー応答: 検査したい各コンパイル単位の選択フ
ィールドに、S を入力します。

ユーザー応答:
ます。
FLM390T

検査できません - データ・セット
aaaaaaaa は、他の論理画面で使用中で
す。

解説: 要求メンバーの組み立てマップ内容は、現在別
の論理画面で使用中です。
ユーザー応答: 別の論理画面での組み立てマップ内容
を終了します。
FLM390N

割り振り失敗 - データ・セット aaaaaaaa
は、すでに存在します。

解説: SCLM は、組み立てマップ内容を保持するため
の、一時データ・セットの作成を試みています。 その
名前を持つデータ・セットは、すでに存在しています。
SCLM は、既存のデータ・セットを削除することができ
ませんでした。
ユーザー応答: 指定のデータ・セットの、既存の複写
を削除します。
FLM390P

選択不可 - SCLM は要求メンバー
aaaaaaaa をすでに削除しています。

解説: SCLM は、ユーザーが選択したバージョンおよ
び監査情報を、すでに削除しました。
ユーザー応答:
FLM390Q

別の選択をします。

コマンドが無効 - aaaaaaaa は有効なコマ
ンドではありません。

解説: 基本コマンド、スクロール・コマンド、または
探索コマンドだけが、このパネルのコマンド行に入力で
きるコマンドです。LOCATE コマンドは、L、LOC ま
たは LOCATE で指定でき、その後に見付けたいメンバ
ー名が続きます。
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レコードが見付からない - SCLM はタイ
プ aaaaaaaa のレコードを見付けることが
できませんでした。

解説: 指定のタイプに関して、Ada 中間レコードが検
出されませんでした。
ユーザー応答: 別のタイプまたは * (アスタリスク) を
入力して、すべてのタイプの Ada 中間レコードを表示
します。
FLM390U
解説:

FLM390M

コマンド行に有効なコマンドを指定し

選択が無効 - D を使用してください。(選
択できるのはこれだけです。)

このパネルで有効な選択は、削除だけです。

ユーザー応答: 削除される項目の選択フィールドに、D
を入力します。
FLM390W

確認エラー - XREF レコード・タイプ、
メンバー、日時が会計レコードと一致しま
せん。

解説: メンバーの会計および相互参照レコードが、一
致しません。
ユーザー応答: メンバーを編集し、保管または移行し
ます。 これにより、メンバーの新しい会計および相互
参照情報が生成されます。
FLM390Y

メンバーの削除は不可 - メンバーが存在
しないか、あるいはユーザーに更新の権限
がないかです。 詳細な説明を見るには
HELP と入力してください。

解説: 移動または削除されるメンバーのテキスト、会
計、または組み立てマップの削除において、エラーが発
生しました。
ユーザー応答: エラーの原因に関する補足情報につい
ては、HELP コマンドを入力します。
FLM391

削除失敗 - 中間レコードの削除はできま
せんでした。

解説: 中間コードは正常に削除されましたが、中間会
計レコードの削除が失敗しました。 これは、次のいず
れかの理由により、発生した可能性があります。
v レコードが検出されなかった。
v SCLM が、相互参照データベースからレコードをパー
ジすることができなかった。
v VSAM 相互参照データベースが待機状態だった。

SCLM メッセージ
v 相互参照データベースが、プロジェクトに定義されて
いない。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: VSAM データベースが操
作可能、かつ、現在使用中のプロジェクトに定義されて
いることを検査します。 データベースが、ずっと待機
状態であるかどうかを判別します。
FLM391B
解説:

削除失敗 - 中間形式の削除はできません
でした。 aaaaaaaa を表示してください。

中間コードの削除が失敗しました。

ユーザー応答: 失敗の原因については、補足情報の長
メッセージに指定されているファイルを表示します。
FLM391C

FLM391G

タイプが無効 - 中間形式を削除するに
は、″*″ 以外のタイプを指定してくださ
い。

組み立てマップ・リストの I/O エラー 組み立てマップ・リストの検索中に重大な
I/O エラーが発生しました。

解説: このメッセージは、次のどれかの理由により、
出されます。
v マップ情報がデコードできず、これが無効な形式にな
っている。
v 無効なグループが指定された。
v VSAM データベースへのアクセス時に、重大エラー
が発生した。
ユーザー応答: SCLM と PDF を終了してから、操作
を再試行します。 問題が続くようであれば、プロジェ
クト管理担当者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: VSAM データベースが操
作可能、かつ、破壊されていないことを検査します。
FLM391H

テーブル・エラー - TBCREATE ルーチ
ンでエラー発生。戻りコード = aaaaaaaa

解説: サブライブラリー管理ユーティリティー入力パ
ネルのタイプ・フィールドが * (アスタリスク) の場合
には、削除は行えません。

解説: SCLM が、メンバー・リスト・データを表示す
るためのテーブルの作成を試みている際に、エラーが発
生しました。

ユーザー応答: サブライブラリー管理ユーティリティ
ー入力パネルへ戻り、必要なタイプを指定します。

ユーザー応答:
ださい。

FLM391E
解説:

更新が未確認 - END または RETURN
コマンドで、終了が要求されました。

これは通知メッセージです。

FLM391F

会計 LIST I/O エラー - 会計メンバー・
リストの検索中に重大な I/O エラーが発
生しました。

解説: このメッセージは、次のどれかの理由により、
出されます。
v 会計情報とメンバー情報が一致しない。
v 無効なグループが指定された。
v VSAM データベースへのアクセス時に、重大エラー
が発生した。
ユーザー応答: SCLM と PDF を終了してから、操作
を再試行します。 問題が続くようであれば、プロジェ
クト管理担当者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: VSAM データベースが操
作可能であることを検査します。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答:
絡してください。
FLM391I
解説:

弊社サポート部門まで連

削除が未確認 - END または RETURN
コマンドで、終了が要求されました。

これは通知メッセージです。

FLM391J

権限コードが無効 - 権限コードを入力し
てください。ブランクは無効になります。

解説: 新規権限コード・フィールドに、ブランクが入
力されました。
ユーザー応答:
FLM391K

有効な権限コードを入力します。

削除失敗 - SCLM は GROUP aaaaaaaa,
MEMBER bbbbbbbb のレコードを見付け
られませんでした。

解説: 要求メンバーのテキスト、会計、または組み立
てマップのデータが検出されませんでした。 指定のグ
ループには、メンバーが存在しません。 メンバー・リ
スト内にある間にこのメッセージが出された場合には、
ライブラリー・ユーティリティー・メンバー・リストが
作成された後で、選択されたメンバーが別の論理画面ま
たはユーザーによって削除されました。
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ユーザー応答: 別のメンバー名を指定します。 最新の
メンバー・リストを表示するには、メンバー・リストを
いったん終えてから再入力します。

FLM391Q
解説:

FLM391L

レコードが見付からない - SCLM は
GROUP aaaaaaaa でレコードを見付けら
れませんでした。

解説: 指定のグループで、レコードが検出されません
でした。
ユーザー応答:
FLM391M

解説: 指定の CU 修飾子のレコードが検出されません
でした。
ユーザー応答:
ます。

ユーザー応答:
定します。
FLM391S

別のコンパイル単位の修飾子を指定し

解説:

これは通知メッセージです。

FLM391O

解説:
た。

コンパイル単位の削除 - 要求されたコン
パイル単位は削除されました。

表示の失敗 - SCLM は、パネル、メッセ
ージ、カーソル域のいずれも見付けられま
せんでした。

SCLM はパネル FLMUA を検出できませんでし

ユーザー応答: パネル FLMUA がパネル・ライブラリ
ー内に存在すること、およびこのライブラリーがユーザ
ーのデータ・セット連結内にあるかどうかを検査しま
す。

解説:

入力必須フィールド - メンバー名の固有
の文字に * を後に続けて入力してくださ
い。

メンバー名フィールドがブランクでした。

ユーザー応答: メンバー・フィールドに、メンバー名
またはパターンを入力します。 アスタリスク (*) がこ
のフィールドに入力されると、指定されたグループおよ
びタイプのすべてのメンバーを処理します。
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入力必須フィールド - 少なくとも 1 つの
グループを指定してください。その他は任
意です。

ユーザー応答: グループ・フィールドに、有効なグル
ープを入力します。
FLM391T

無効な値 - タイプ名を入力するか、* を
入力して定義済みの全タイプを選びます。

タイプ・フィールドがブランクのままでした。

ユーザー応答: タイプ・フィールドに、有効なタイプ
を入力します。 パターンを使用することができます。
アスタリスク (*) がこのフィールドに入力されると、プ
ロジェクトに定義されたすべてのタイプを処理します。
FLM391U

解説:

DB ユーティリティー完了 - DB 内容ユ
ーティリティーの戻りコードは aaaaaaaa
です。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、データベース内容ユーティリティー・メッセージを
参照してください。
FLM392A

FLM391P

オプション・リストの中から 1 つを指

解説: グループ・フィールドがブランクのままでし
た。 少なくとも 1 つのグループを指定する必要があり
ます。

解説:
FLM391N

ユーザーが無効なオプションを入力しました。

別のグループを指定します。

レコードが見付からない - SCLM はコン
パイル単位の修飾子 aaaaaaaa を見付ける
ことができませんでした。

無効な値 - 利用可能なユーティリティー
の 1 つを選択してください。

解説:
す。

値が無効 - IN、OUT、NOT USED のい
ずれかを使用してください。

アーキテクチャー制御に指定された値が無効で

ユーザー応答: 指定のアーキテクチャー定義で制御さ
れるメンバーを選択するには IN を指定し、アーキテク
チャー定義で制御されないメンバーを選択するには
OUT を指定します。 メンバーを選択するために、アー
キテクチャー定義を使用しない場合には、NOT USED
を指定します。
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FLM392C

解説:

これは通知メッセージです。

FLM392E

解説:

ユーザーによる取り消し - 要求された追
加選択基準パネルの使用は取り消されまし
た。

ユーザーによる取り消し - カスタマイ
ズ・パネルの使用要求が取り消されまし
た。

これは通知メッセージです。

FLM392F

FLM393C

レコードが見付からない - SCLM はコン
パイル単位名 aaaaaaaa のレコードを見付
けることができません。

解説: このコンパイル単位には、中間会計レコードが
ありません。
ユーザー応答: SCLM 作成を使用して、コンパイル単
位を再生成します。
FLM394A

値が無効 - 調整済み出力と報告書に端末
装置を指定することはできません。

エクスポート完了 - エクスポート・ユー
ティリティーからの戻りコードは
aaaaaaaa です。 共通エラーの説明を見た
いときは、HELP コマンドを入力してく
ださい。

解説: 調整済み出力および報告書には、出力の宛先と
して端末装置を指定することはできません。

解説:

ユーザー応答: 調整済み出力または報告書には、別の
出力の宛先を指定します。

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、エクスポート・ユーティリティー・メッセージを参
照してください。

FLM392G

許可コードの更新却下 - 編集不可能な会
計レコード中の許可コードの更新はできま
せん。

解説: 編集不可能なタイプに対して、許可コードを更
新する試みが行われています。 編集不可能なタイプに
対しては、許可コードは無効です。
ユーザー応答: 編集可能なタイプに対して、許可コー
ドを更新します。
FLM392I

報告書名が無効 - 調製済みの出力報告書
名にコンマは使用できません。

解説: 調製済みの出力報告書名には、コンマは使用で
きません。
ユーザー応答:

報告書名からコンマを除去します。

これは通知メッセージです。

FLM395A

解説:

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、インポート・ユーティリティー・メッセージを参照
してください。
FLM396A

解説:

解説:

移行完了 - 移行ユーティリティーからの
戻りコードは aaaaaaaa です。 共通エラ
ーの説明を見たいときは、HELP コマン
ドを入力してください。

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、移行ユーティリティー・メッセージを参照してくだ
さい。
FLM393B

解説:

SUBLIB 管理完了 - サブライブラリー管
理ユーティリティーは戻りコード =
aaaaaaaa で完了しました。

レコードが見付からない - 監査 VSAM
データベースには指定されたレコードがあ
りません。

これは通知メッセージです。

FLM396B
FLM393A

インポート完了 - インポート・ユーティ
リティーからの戻りコードは aaaaaaaa で
す。 共通エラーの説明を見たいときは、
HELP コマンドを入力してください。

削除失敗 - VSAM レコードのバージョン
/ 監査の削除を試みたときにエラーが発生
しました。

解説: VSAM レコードのバージョン / 監査を削除する
ことができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

プロジェクト管理担当者に連絡してく

プロジェクト管理者の応答: VSAM データベースが操
作可能、かつ、現在使用中のプロジェクトに定義されて
いることを検査します。 データベースが、ずっと待機
状態であるかどうかを判別します。

これは通知メッセージです。
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FLM396C
解説:

重複検索 - 選択されたメンバーはすでに
検索済みです。

これは通知メッセージです。

FLM396E

検索エラー - バージョン付けされたメン
バーの検索時にエラーが発生しました。

FLM396L

選択が無効 - ″R″ は無効です。 選択した
メンバーにはバージョンがありません。

解説: R が入力されましたが、このメンバーを検索す
るバージョンがありません。
ユーザー応答: バージョンがあるメンバーに対して R
を指定します。

解説: バージョン付けされたメンバーを検索すること
ができませんでした。

FLM396M

ユーザー応答: 説明はバージョン・メッセージを参照
し、可能であれば、問題を訂正します。 プロジェクト
管理担当者に連絡して、支援を求めてください。

解説: 無効な日付が入力されました。 年、月、または
日にちが無効です。

プロジェクト管理者の応答:
援します。
FLM396F
解説:

ユーザーの問題訂正を支

表示失敗 - 会計情報を表示しようとした
時に、エラーが発生しました。

会計情報を表示することができませんでした。

ユーザー応答: 説明はバージョン・メッセージを参照
し、可能であれば、問題を訂正します。 プロジェクト
管理担当者に連絡して、支援を求めてください。
プロジェクト管理者の応答:
援します。
FLM396I
解説:

レコードが未選択 - 指定した選択に対し
て、レコードが選択されていません。

これは通知メッセージです。

FLM396J
解説:

ユーザーの問題訂正を支

選択リストのエラー - 選択リスト検索中
に重大エラーが発生しました。

選択リストを検索できませんでした。

日付が無効 - 年、月、日にちのどれか
が、要求された日付形式では無効です。

ユーザー応答: 有効な日付を入力します。 有効値は、
次のとおりです。
年
01-99
月
01-12
日
01-31
FLM396N

選択が無効 - 指定された検索データ・セ
ットがない。

解説: 検索が選択されましたが、検索データ・セット
が指定されませんでした。
ユーザー応答: 監査 / バージョン・パネルへ戻り、検
索データ・セットを指定します。
FLM396O

日付が無効 - 開始日は終了日以前でなけ
ればなりません。

解説: 開始日の日付が、終了日の日付よりも後の日付
です。
ユーザー応答: 開始日の日付と同じか、それよりも前
の日付を、終了日の日付に指定します。

ユーザー応答: 説明はバージョン・メッセージを参照
し、可能であれば、問題を訂正します。 プロジェクト
管理担当者に連絡して、支援を求めてください。

FLM396P

プロジェクト管理者の応答:
援します。

解説: 監査は、プロジェクト定義内の指定されたグル
ープおよびタイプには定義されていません。

| FLM396K
|
解説:

選択が無効 - A、C、D、R のいずれかを
使用してください。

無効な選択が入力されました。

ユーザー応答:
します。
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要求が無効 - 監査がプロジェクト
cccccccc のグループ aaaaaaaa タイプ
bbbbbbbb では未定義。

ユーザー応答: グループおよびタイプが正しいか検査
します。 そのグループとタイプが監査に必要な場合に
は、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: そのグループとタイプ用
に監査を可能にし、プロジェクト定義を再アセンブルし
て連係します。

SCLM メッセージ
FLM396Q

解説:

グループの削除の完了 - グループの削除
ユーティリティーからの戻りコードは
aaaaaaaa です。 共通エラーの説明を見た
いときは、HELP コマンドを入力してく
ださい。

FLM396R

必須フィールドに入力 - 有効なタイプ名
またはパターンを入力してください。

FLM396S

必須フィールドに入力 - 有効なメンバー
名またはパターンを入力してください。

メンバー・フィールドは必須フィールドです。

ユーザー応答: メンバー・フィールドに、名前または
パターンを入力します。
FLM396T

必須フィールドに入力 - 次のうちのいず
れかの値を選択します。組み立てマップ、
会計、テキストまたは出力。

解説: 削除フラグ・フィールドは、必須フィールドで
す。 組み立てマップの値を入力すると、パターンに一
致する、すべての組み立てマップ・レコードを削除しま
す。 会計値を入力すると、パターンに一致する、すべ
ての会計レコード、相互参照レコード、中間レコード、
および組み立てマップ・レコードを削除します。 テキ
ストの値を入力すると、会計が指定される時に削除され
るものすべてに加え、パターンに一致するテキストがす
べて削除されます。 出力の値を入力すると、すべての
組み立てマップ・レコード、中間レコードとコード、お
よびすべての編集不可能な会計レコード、その相互参照
レコード、およびパターンに一致する関連したテキス
ト・メンバーが削除されます。
ユーザー応答: 組み立てマップ、会計、テキスト、ま
たは出力のどれかを選択します。
FLM396U

解説:
す。

必須フィールドに入力 - 次の中から 1 つ
の値を入れてください。
EXECUTE、REPORT

値が無効 - 次のうちのいずれかの値を選
択します。組み立てマップ、会計、テキス
トまたは出力。

解説: 削除フラグ・フィールドに入力された値が無効
です。
ユーザー応答: 削除フラグ・フィールドに、組み立て
マップ、会計、テキスト、または出力を選択します。
FLM396X

タイプ・フィールドは必須フィールドです。

ユーザー応答: タイプ・フィールドに、名前またはパ
ターンを入力します。

解説:

FLM396W

これは通知メッセージです。

ユーザー応答: ゼロよりも大きい戻りコードに関して
は、削除グループ・ユーティリティー・メッセージを参
照してください。

解説:

ユーザー応答: 削除モード・フィールドに、EXECUTE
または REPORT を選択します。

値が無効 - 次の中から 1 つの値を入れて
ください。EXECUTE または REPORT。

解説: 削除モード・フィールドに入力された値が無効
です。
ユーザー応答: 削除モード・フィールドに、EXECUTE
または REPORT を選択します。
FLM396Y

VSAM I/O エラー - 相互参照データベー
スのアクセス中にエラーが発生しました。

解説: 次の理由のうちの 1 つにより、相互参照デー
タ・セットへアクセスすることができませんでした。
v 相互参照データ・セットは、プロジェクト定義に定義
されなかった。
v ユーザーが、データ・セットへの読み取りアクセスを
持っていない。
v データ・セットのキー・サイズが間違っている。
v データ・セットが初期設定されていない。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 相互参照データ・セット
がプロジェクト定義に定義されているか、検査します。
定義されていない場合には、これを指定し、プロジェク
ト定義を再度連係します。 参照データ・セットがある
場合には、そのキー・サイズが正しいかを検査し、さら
に、そのデータ・セットが初期設定されているかも検査
します。 ユーザーが、そのデータ・セットへの読み取
りアクセスをもっているか、検査します。
FLM397A
解説:

グループが無効 - aaaaaaaa は有効なグル
ープ名ではありません。

グループ名が無効です。

ユーザー応答:

有効なグループ名を入力します。

削除モード・フィールドは、必須フィールドで
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FLM397I

要求が無効 - PROJ DEF cccccccc のグ
ループ aaaaaaaa タイプ bbbbbbbb の監査
が未定義です。

解説: 監査は、代替プロジェクト定義内の指定された
グループおよびタイプには定義されていません。
ユーザー応答: グループおよびタイプが正しいか検査
します。 そのグループとタイプが監査に必要な場合に
は、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: そのグループとタイプ用
に監査を可能にし、代替プロジェクト定義を再アセンブ
ルして連係します。

FLM398F

解説: 等号が、パターンに指定されました。 等号は、
この機能には無効です。
ユーザー応答: * (アスタリスク) または ¬ (NOT) を、
パターン記号として指定します。
FLM398H
解説:

解説:
ん。

更新は不可 - 権限コード更新には
MEMBER が初期 GROUP ″aaaaaaaa″ に
なければなりません。

メンバーが、指定の初期グループにありませ

ユーザー応答: メンバーを指定のグループへドローダ
ウンするか、あるいは、メンバーがあるグループを、ラ
イブラリー・ユーティリティー・パネルに指定します。
FLM398A
解説:

これは通知メッセージです。

FLM398B
解説:

会計レコード表示 - 表示会計レコード・
コマンドからの戻りコードは aaaaaaaa で
す。

これは通知メッセージです。

FLM398D
解説:

更新完了 - 更新コマンドからの戻りコー
ドは aaaaaaaa です。

これは通知メッセージです。

FLM398C

解説:

削除完了 - 削除コマンドからの戻りコー
ドは aaaaaaaa です。

メンバー表示済み - VIEW TEXT コマン
ドからの戻りコードは aaaaaaaa です。

FLM398L

解説:

これは通知メッセージです。

表示データなし - 表示する aaaaaaaa が
ありません。

解説: 表示要求されたタイプのレコードがありません
でした。 テキスト (T) が要求された場合には、デー
タ・セットが空であったか、あるいは、データ・セット
が存在しないかのどちらかです。 会計レコード (A) が
要求された場合には、表示する会計レコードがありませ
んでした。 組み立てマップ (M) が要求された場合に
は、表示する組み立てマップがありませんでした。
ユーザー応答: テキストが要求された場合には、デー
タ・セットが存在することを確認し、さらに、そのデー
タ・セットにメンバーが含まれていることを確認しま
す。 必要であれば、プロジェクト管理者に連絡をし
て、支援を求めてください。
プロジェクト管理者の応答: データ・セットの存在、
およびメンバーが含まれているかの判別において、ユー
ザーを支援します。 データ・セットが存在せず、しか
し、これが必要な場合には、これを割り振ります。
FLM398M
解説:

マップ組み立て表示 - マップ組み立て表
示コマンドからの戻りコードは aaaaaaaa
です。

ビルド・マップ不明 - メンバー aaaaaaaa
のビルド・マップ・レコードが見つかりま
せん。

解説: 指定したグループのメンバーの、マップ組み立
てレコードが検出されませんでした。

これは通知メッセージです。

FLM398E

ビルド完了 - BUILD コマンドからの戻り
コードは aaaaaaaa です。

これは通知メッセージです。

FLM398J
FLM398

等号は使用不可 - 等号 ″=″ はサポートさ
れていない記号です。

編集完了 - 編集コマンドからの戻りコー
ドは aaaaaaaa です。

これは通知メッセージです。

FLM398N

ライブラリー未指定 - 「ライブラリー・
ユーティリティー・パネル」の階層表示に
″/″ を指定してください。

解説: 編集しようとしているメンバーは、ライブラリ
ー・ユーティリティー・パネルに指定されたグループよ
りも高いレベルの会計レコードを持っています。 ドロ
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ーダウン処理を行うために、階層を指定する必要があり
ます。
ユーザー応答: ライブラリー・ユーティリティー・パ
ネルの階層表示に、″/″ を指定します。

| FLM398O
|
|
解説:

任意文字列が無効 - 文字列は T、A、M
です。たとえば、A、TA、および MAT
は有効です。

入力した任意文字列が無効です。

ユーザー応答: T (テキスト)、A (会計レコード)、およ
び M (組み立てマップ) の、有効な組み合わせを入力し
ます。
FLM398P
解説:

処理が終了 - END または RETURN コ
マンドで終了要求が出されました。

これは通知メッセージです。

FLM398R

割り振り失敗 - SCLM はデータ・セット
aaaaaaaa を割り振ることができません。

解説: タイプ名が階層内に検出されなかったため、あ
るいは、グループがプロジェクト定義に未定義なため、
階層内のデータ・セットの割り振りが失敗しました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
します。

プロジェクト定義を訂正

| FLM398U
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FLM00000

解説:

ビルド失敗 - メンバー aaaaaaaa のビル
ドに失敗しました。

作成は、正常に完了しませんでした。

ユーザー応答: この失敗についての説明は、作成メッ
セージを参照してください。
FLM398T

解説:

処理モードを入力 - この機能を呼び出す
には、コマンド行で EX または SU を入
力するか、処理フィールドで実行または実
行依頼を選んでください。 処理フィール
ドに値を入力すると、セッション間で保管
されます。 コマンド行に EX または SU
を入力すると、処理フィールド値は上書き
されます。

この機能には、処理モードが必須です。

ユーザー応答: コマンド行に EX または SU を指定す
るか、あるいは、処理フィールドで実行または実行依頼
を選択します。

メッセージ ID aaaaa が未定義

解説: メッセージ ID がないため、メッセージ表示の
試みが失敗しました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 弊社サポート部門まで連
絡してください。これは、SCLM 内部エラーです。
FLM00101
解説:
た。

メンバー名がブランク。

メンバー・フィールドがブランクのままでし

ユーザー応答: メンバー・パラメーターが指定された
こと、およびそれが正しい位置にあることを検査しま
す。
FLM00102

FLM398S

バージョン比較に失敗。 - バージョン比
較がコード aaaaaaaa で失敗しました。
100 未満のコードは SUPERC エラー戻
りコードに記述されています。それらのコ
ードを見るには HELP を押してくださ
い。 コード 122 は検索 / 新データ・セ
ットが見つからないことを示しています。
作成して再試行してください。他のコード
は内部処理エラーですので IBM のサービ
スへ連絡してください。

aaa で SCLM 内部エラーが発生しまし
た。コード: bbb.

解説: プログラム実行中に、予期しない状態が起こり
ました。 このメッセージは、予期しない障害が起こっ
た SCLM ルーチン名、および戻りコードを識別しま
す。
ユーザー応答: aaa および bbb について、プロジェク
ト管理者に連絡してください。 この情報は、弊社サポ
ート部門で必要です。
プロジェクト管理者の応答: このメッセージ (メッセー
ジ ID, aaa テキスト・フィールド、および bbb テキス
ト・フィールドを含む) を、弊社サポート部門まで報告
してください。
FLM00201

変更コードに基づく処理。

解説: 変更コードによって、組み立てまたはプロモー
トが処理されています。 このメッセージの後には、処
理される変更コードが組み込まれる (FLM00202) または
除外される (FLM00203) か、および変更コードのリスト
が処理される (FLM00204) かを示すメッセージが続きま
す。 これは、単なる通知メッセージです。
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FLM00202

解説: 処理された変更コードは、Y の組み込みフラグ
値を持っていました。 リストされている変更コードを
持つメンバーは、組み立てまたはプロモートのグループ
から組み込まれます。 メッセージ FLM00201 および
FLM00204 を参照してください。 これは、単なる通知
メッセージです。
FLM00203

問題を訂正するためには、SCLM 編集プログラ
ム、移行ユーティリティー、または SAVE サ
ービスを使用して、メンバーを更新します。
16

指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 プロジェクト管理者に連絡
してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

28

タイプは、使用されているプロジェクト定義で
定義されていません。

会計情報検索エラー。
コード: aaa
タイプ: bbbbbbbb
メンバー: cccccccc
開始グループ: dddddddd

SCLM は、メンバーの会計および依存情報を、
正常に検索しました。 ただし、依存情報が検
査で失敗したか、あるいは、会計レコード・バ
ージョンが、メンバーのバージョンに一致しま
せん。
検査エラーの本質を判別するためには、ライブ
ラリー・ユーティリティーを使用して、メンバ
ーの会計および依存情報を表示します。

aaaaaaaa

解説: 変更コード aaaaaaaa が処理されました。 メッ
セージ FLM00201 を参照してください。これは、単な
る通知メッセージです。
FLM01001

12

次の変更コードが除外されます。

解説: 処理された変更コードは、’N’ の組み込みフラグ
値を持っていました。 リストされている変更コードを
持つメンバーは、組み立てまたはプロモートのグループ
で除外されます。メッセージ FLM00201 および
FLM00204 を参照してください。 これは、単なる通知
メッセージです。
FLM00204

す。 この場合、指定された変更コードを更新
することにより、必須メンバーが組み込まれま
す。

次の変更コードが組み込まれます。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

解説: 会計情報がないか、あるいは、グループ
dddddddd で始まる階層内のメンバー cccccccc に関する
会計情報を検索できませんでした。

16

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

ユーザー応答:

20

グループ dddddddd で始まる会計データ・セッ
トに対して IDCAMS を実行し、問題を判別し
ます。

28

指定のタイプがプロジェクト定義に定義されて
いるか、検査します。必要であれば、タイプを
プロジェクト定義に追加し、これを再アセンブ
ルします。 ジョブをもう一度実行依頼しま
す。

可能な戻りコードは次のとおりです。

4

階層内のこのレベルで SCLM は、メンバーの
会計情報を検出しなかったが、もっと高いレベ
ルでは検出しました。

8

SCLM は、メンバーの会計情報を検出しません
でした。グループ dddddddd タイプ bbbbbbbb
で始まるメンバー cccccccc が存在することを
確認します。 SCLM 編集プログラム、移行ユ
ーティリティー、または SAVE サービスを使
用して、メンバーを SCLM に登録します。 処
理プログラムをもう一度実行します。
変更コードによる組み立てまたはプロモート処
理の間に受信される場合には、このメッセージ
は、変更コードに基づくグループの組み立てま
たはプロモートで除外されるメンバーが、高位
グループに存在しないことを示すことができま

FLM01002

コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
解説: メンバー dddddddd の会計情報の書き込みを試
みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
4
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会計情報の更新エラー、

可能な戻りコードは次のとおりです。

2 次会計データ・セットへメンバーの会計情報
を書き込んでいる間に、入出力エラーが発生し

SCLM メッセージ
ました。 1 次会計データ・セットは正しく更
新されたので、SCLM はすべての参照用に正し
い情報を使用します。 ただし、2 つの会計デ
ータ・セットが同一でなくなっています。 プ
ロジェクト管理者に連絡してください。
8

ソース・メンバー内で参照される依存メンバー
(COMPOOL、組み込みメンバー、またはコンパ
イル単位 (あるいはそのすべて)) に、変更コー
ドおよび依存メンバーに関連したユーザー・デ
ータを加えた数が、SCLM の最大会計レコー
ド・サイズの 32000 文字を超えています。そ
の結果、会計情報が書き込まれませんでした。

FLM01003

コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
解説: メンバー dddddddd の会計情報のパージを試み
ている間に、VSAM エラーが発生しました。
ユーザー応答:

20

SCLM 内部エラー。 プロジェクト管理者に連
絡してください。
メンバーの会計情報を 1 次会計データ・セッ
トに書き込んでいる間に、入出力エラーが発生
しました。 会計情報の作成におけるエラー
は、SCLM がメンバーの追跡を行えないという
ことを暗黙的に示します。 ジョブをもう一度
実行依頼し、エラーが再発するようであればプ
ロジェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
4

メンバーの会計レコードが見付かりませんでし
た。 会計レコードはすでに削除されているの
で、処置は不要です。 ただし、会計レコード
が見付からなかった理由を判別するには、削除
されたレコードに対して監査情報が利用可能な
場合には、監査レコードを表示します。 並行
ジョブを実行している別の SCLM ユーザー
が、レコードを削除した可能性があります。

8

2 次会計データ・セットから会計レコードのパ
ージを試みている間に、入出力エラーが発生し
ました。 レコードは 1 次会計データ・セット
から正常にパージされましたが、1 次会計デー
タ・セットおよび 2 次会計データ・セットが
もはや同一ではありません。プロジェクト管理
者に連絡してください。

12

1 次会計データ・セットから会計レコードをパ
ージできないか、または、バージョン付けの間
にエラーが発生しました。 バージョン付けの
エラーが起こった場合には、付随のバージョ
ン・メッセージを調べてください。 バージョ
ン付けのエラーでない場合には、ジョブをもう
一度実行依頼します。 問題が再発するようで
あれば、プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。

16

1 次会計 VSAM データ・セットが待機状態。
別のジョブによる、そのデータ・セットの独占
的使用が終了した段階で、ジョブをもう一度実
行依頼します。

20

会計レコードをパージしている間に入出力エラ
ーが発生。 ジョブをもう一度実行依頼しま
す。問題が再発するようであれば、プロジェク
ト管理者に連絡してください。

戻りコードが以下の場合

2 次会計データ・セットへメンバーの会計情報
を書き込んでいる間に、入出力エラーが発生し
ました。 IDCAMS を、2 次会計データ・セッ
トに対して実行します。 このデータ・セット
が壊れている場合には、これを再割り振りし、
1 次会計データ・セットのデータを用いて初期
設定します。 IDCAMS REPRO サービスを使
用して、1 次会計データ・セットから新しい 2
次会計データ・セットへ会計情報を複写しま
す。

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

20

メンバーの会計情報を 1 次会計データ・セッ
トに書き込んでいる間に、入出力エラーが発生
しました。 IDCAMS を会計データ・セットに
対して実行して、問題を判別します。

可能な戻りコードは次のとおりです。

4

メンバーを変更して、参照される依存メンバー
の数を減らします。 会計情報内の不要な変更
コードおよびユーザー・データを削除します。
12

会計情報のパージ・エラー。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
8

戻りコードが以下の場合

1 次会計データ・セットおよび 2 次会計デー
タ・セットが、もはや同一ではありません。 2
次データ・セットを 1 次データ・セットから
再初期設定します。

12 または 20
IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。
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FLM01004

コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
解説: 会計レコードがないか、または、グループ
bbbbbbbb のメンバー dddddddd に関して検索できませ
んでした。
ユーザー応答:
8

12

20

可能な戻りコードは次のとおりです。

メンバーの会計情報が見付かりません。 SCLM
編集プログラム、移行ユーティリティー、また
は SAVE サービスを使用して、メンバーを
SCLM に入れます。 処理プログラムをもう一
度実行します。
メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの本質を判別するため
には、SCLM ライブラリー・ユーティリティー
を使用して、メンバーの会計および依存情報を
表示します。 問題を訂正するには、メンバー
を編集してから保管します。

FLM01005

ユーザー応答:

546

可能な戻りコードは次のとおりです。

グループ bbbbbbbb の VSAM データ・セット
へのアクセス試行中に、エラーが発生しまし
た。これは、グループ bbbbbbbb が見付からな
かったためです。 グループ bbbbbbbb が有効
で、かつ、そのグループの会計データ・セット
が壊れていないことを検査します。
メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの本質を判別するため
には、SCLM ライブラリー・ユーティリティー
を使用して、メンバーの会計および依存情報を
表示します。 問題を訂正するには、メンバー
を編集してから保管します。
重大な入出力エラーが発生したか、または、指
OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

組み立てマップ情報の検索エラー、
コード: aaa

グループ: bbbbbbbb

解説: グループ bbbbbbbb の VSAM 会計データ・セッ
トからの情報へのアクセスを試みている際に、エラーが
発生しました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

グループ bbbbbbbb の VSAM データ・セット
へのアクセス試行中に、エラーが発生しまし
た。これは、グループ bbbbbbbb が見付からな
かったためです。 グループ bbbbbbbb が有効
で、かつ、そのグループの会計データ・セット
が壊れていないことを検査します。

12

メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの本質を判別するため
には、SCLM ライブラリー・ユーティリティー
を使用して、メンバーの会計および依存情報を
表示します。 問題を訂正するには、メンバー
を編集してから保管します。

20

重大な入出力エラーが発生したか、または、指
定されたグループの VSAM データ・セットを
オープンできませんでした。 プロジェクト管
理者に連絡してください。

グループ: bbbbbbbb

解説: グループ bbbbbbbb の VSAM 会計データ・セッ
トからの情報へのアクセスを試みている際に、エラーが
発生しました。

20

FLM01006

会計情報検索エラー。
コード: aaa

12

プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが 20 の場合
には、指定されたグループの VSAM データ・セットが
存在することを検査するか、あるいは、IDCAMS を会
計データ・セットに対して実行して、問題を判別しま
す。

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが 20 の場合
には、IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
し、問題を判別します。

8

定されたグループの VSAM データ・セットを
オープンできませんでした。 プロジェクト管
理者に連絡してください。

会計情報検索エラー。

プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが 20 の場合
には、指定されたグループの VSAM データ・セットが
存在することを検査するか、あるいは、IDCAMS を会
計データ・セットに対して実行して、問題を判別しま
す。
FLM01009

ERROR, UNABLE TO RESTORE
VERSIONED MEMBER FOR
GROUP: aaaaaaaa

CODE: bbb

解説: グループ aaaaaaaa のバージョンのメンバーの
復元の試みで、エラーが発生しました。
解説: メンバーの会計情報の更新を試みている間にエ
ラーが発生したか、会計情報の矛盾が見付かりました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

SCLM メッセージ
4

8

2 次会計データ・セットへメンバーの会計情報
を書き込んでいる間に、入出力エラーが発生し
ました。 1 次会計データ・セットは正しく更
新されたので、SCLM はすべての参照用に正し
い情報を使用します。 ただし、2 つの会計デ
ータ・セットが同一でなくなっています。 プ
ロジェクト管理者に連絡してください。
ソース・メンバー内で参照される依存メンバー
(COMPOOL、組み込みメンバー、またはコンパ
イル単位 (あるいはそのすべて)) に、変更コー
ドおよび依存メンバーに関連したユーザー・デ
ータを加えた数が、SCLM の最大会計レコー
ド・サイズの 32000 文字を超えています。そ
の結果、会計情報が書き込まれませんでした。
メンバーを変更して、参照される依存メンバー
の数を減らします。 会計情報内の不要な変更
コードおよびユーザー・データを削除します。

12

SCLM 内部エラー。 プロジェクト管理者に連
絡してください。

20

メンバーの会計情報を 1 次会計データ・セッ
トに書き込んでいる間に、入出力エラーが発生
しました。 会計情報の作成におけるエラー
は、SCLM がメンバーの追跡を行えないという
ことを暗黙的に示します。 ジョブをもう一度
実行依頼し、エラーが再発するようであればプ
ロジェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
4

12

20

112

120

プロジェクト管理者の応答: 戻りコード 112 と 120
は、会計レコードとソース・コードの不整合を示しま
す。 代替プロジェクト定義が使用中で、会計レコード
の別の VSAM クラスターを参照している可能性があり
ます。
FLM01011

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。
メンバーの会計情報を 1 次会計データ・セッ
トに書き込んでいる間に、入出力エラーが発生
しました。 IDCAMS を会計データ・セットに
対して実行して、問題を判別します。
会計情報とメンバーの依存情報が一致しませ
ん。

会計または相互参照情報の検索エラー。
コード: aaa エラー・グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

解説: メンバー dddddddd の会計または依存情報の検
索を試みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

メンバーの会計情報が見付かりません。 SCLM
編集プログラム、移行ユーティリティー、また
は SAVE サービスを使用して、メンバーを
SCLM に入れます。 処理プログラムをもう一
度実行します。

12

メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの本質を判別するため
には、SCLM ライブラリー・ユーティリティー
を使用して、メンバーの会計および依存情報を
表示します。 問題を訂正するには、メンバー
を編集してから保管します。

16

指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

24

SCLM は会計データ・セットまたは相互参照デ
ータ・セットを検出できませんでした。

戻りコードが以下の場合

2 次会計データ・セットへメンバーの会計情報
を書き込んでいる間に、入出力エラーが発生し
ました。 IDCAMS を、2 次会計データ・セッ
トに対して実行します。 このデータ・セット
が壊れている場合には、これを再割り振りし、
1 次会計データ・セットのデータを用いて初期
設定します。 IDCAMS REPRO サービスを使
用して、1 次会計データ・セットから新しい 2
次会計データ・セットへ会計情報を複写しま
す。

会計レコードのバージョンとコードのバージョ
ンが一致しません。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

16

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

20

IDCAMS を会計データ・セットまたは相互参
照データ・セットに対して実行して、問題を判
別します。
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FLM01012

会計または相互参照データ・セット情報の
更新エラー。
コード: aaa エラー・グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

解説: メンバー dddddddd の会計および依存情報の書
き込み時に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

12

可能な戻りコードは次のとおりです。

メンバーの会計情報の書き込み時に入出力エラ
ーが発生し、依存情報の書き込みは試行されま
せんでした。 SCLM がこのメンバーの参照を
試みると、エラーが起こります。 ジョブをも
う一度実行依頼して、エラーが再発するようで
あれば、プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。
コンパイル単位の依存情報の書き込み時に、入
出力エラーが発生しました。 SCLM がこのメ
ンバーの参照を試みると、エラーが起こりま
す。 ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が再発するようであれば、プロジェクト管理者
に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが 20 の場合
には、IDCAMS を会計データ・セットおよび相互参照
データ・セットに対して実行し、問題を判別します。
FLM01013

会計または相互参照データ・セット情報の
パージ・エラー。

付けの間にエラーが発生しました。 バージョ
ン付けのエラーが起こった場合には、付随のバ
ージョン・メッセージを調べてください。 バ
ージョン付けのエラーでない場合には、ジョブ
をもう一度実行依頼します。 問題が再発する
ようであれば、プロジェクト管理者に連絡して
ください。
プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

8 または 20
IDCAMS を VSAM データ・セットに対して実
行して、問題を判別します。
FLM01020

ユーザー応答:
4

8

20
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可能な戻りコードは次のとおりです。

メンバーの会計レコードが見付かりませんでし
た。 会計レコードはすでに削除されているの
で、処置は不要です。 会計レコードが見付か
らなかった理由を判別するには、削除されたレ
コードに対して監査情報が利用可能な場合に
は、監査レコードを表示します。 並行ジョブ
を実行している別の SCLM ユーザーが、レコ
ードを削除した可能性があります。
相互参照レコードをパージできないか、監査レ
コードの書き込みでエラーが発生しました。
会計レコードは削除されません。 監査レコー
ドの書き込みでエラーが発生した場合には、付
随するメッセージを調べてください。
会計レコードをパージできないか、バージョン
OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

変更コード処理警告: メンバー: aaaaaaaa
には、より新しい変更コードがあります。

解説: メンバーが複数の変更コードを持っています。
最新ではない変更コードによって、組み立てまたはプロ
モートの要求が出されました。 複数のメンバーを含む
アーキテクチャー定義を処理するときに、これは潜在的
な問題となります。 ユーザーが予期しない結果になる
場合があります。
ユーザー応答: 最新の変更コードの一部が、アーキテ
クチャー定義によって要求されなかったために作成され
ていない場合には、アーキテクチャー定義で複数の変更
コードを作成します。
FLM01030

コード: aaa エラー・グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
解説: メンバー dddddddd の会計情報または相互参照
情報の削除を試みている間に、VSAM エラーが発生し
ました。

戻りコードが以下の場合

変更コードによる組み立ての複写エラー。
LMCOPY はグループ: bbbbbbbb タイプ:
cccccccc に対して戻りコード:aaa を出し
て失敗しました。

解説: 変更コード処理の間に、組み立てグループから
一時データ・セットへメンバーを複写する試みがなされ
ました。 LMCOPY は戻りコード aaa を出して終了し
ました。
ユーザー応答: もう一度組み立てを試行し、再び失敗
するようであれば、弊社サポート部門へ連絡してくださ
い。
FLM01072

ERROR UPDATING ACCOUNTING
グループ情報: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb メンバー: cccccccc
メンバーはグループ: dddddddd
に存在する必要があります。

解説: VERIFY 変換プログラムは、メンバーの会計情
報が更新されるべきであることを示していますが、その
メンバーが、組み立てまたはプロモートが呼び出された
先のグループにドローダウンされていません。

SCLM メッセージ
ユーザー応答: メンバーを開発グループにドローダウ
ンして作成し直してから、組み立てまたはプロモートを
再試行します。 問題が再発するようであれば、プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

場合には、IDCAMS を会計データ・セットに
対して実行して、問題を判別します。
FLM01502

プロジェクト管理者の応答: グループ dddddddd に関
連したデータ・セットに対して、IDCAMS を実行しま
す。
FLM01501

組み立てマップ情報の検索エラー
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

ユーザー応答:

ユーザー応答:

指定された組み立てマップのレコードがありま
せん。 適切なアーキテクチャー・メンバーを
作成します。 処理プログラムを再度呼び出し
ます。

12

検索されたデータの形式が誤っていました。
SCLM DELETE サービスまたは DELGROUP
サービスを使用して組み立てマップを削除し、
これを再生成してもう一度組み立てます。
指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。
大きなアーキテクチャー定義は、このエラーの
原因となります。 重大な入出力エラーが発生
しました。 プロジェクト管理者に連絡してく
ださい。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

20

戻りコードが以下の場合

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。
アーキテクチャー定義メンバーを作成中で、そ
のアーキテクチャー定義メンバーが大きい場合
(800 ステートメントを超える場合) には、アー
キテクチャー定義メンバーを 2 つ以上の高水
準アーキテクチャー定義メンバーに分割しま
す。このような新しいアーキテクチャー定義メ
ンバーは、高水準アーキテクチャー定義メンバ
ーによって参照されます。 問題がこれでない

可能な戻りコードは次のとおりです。

4

メンバーの組み立てマップ情報を 2 次会計デ
ータ・セットに書き込んでいる間に、入出力エ
ラーが発生しました。 1 次会計データ・セッ
トは正しく更新されたので、SCLM はすべての
参照用に正しい情報を使用します。 ただし、2
つの会計データ・セットが同一でなくなってい
ます。 プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。

8

&bmap の長さが、会計データ・セットで使用
できる最大サイズ (組み立てマップごとに
113,660 項目) を超過しています。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

20

コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
解説: メンバー dddddddd の組み立てマップ情報の書
き込みを試みている間に、エラーが発生しました。組み
立てマップは会計データ・セットに格納されます。

解説: メンバー dddddddd に関する組み立てマップ情
報が検索できませんでした。

16

組み立てマップ情報の更新エラー、

プロジェクト管理者の応答:
とおりです。

可能な戻りコードは次の

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

20

重大な入出力エラーが発生しました。
IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。

FLM01503

組み立てマップ情報の除去エラー、
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

解説: メンバー dddddddd の組み立てマップ情報の削
除を試みている間に、VSAM エラーが発生しました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

4

メンバーの会計レコードが見付かりませんでし
た。 会計レコードが見付からなかった理由を
判別します。

8

2 次会計データ・セットから組み立てマップ・
レコードのパージを試みている間に、入出力エ
ラーが発生しました。 レコードは 1 次会計デ
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ータ・セットから正常にパージされましたが、
1 次会計データ・セットおよび 2 次会計デー
タ・セットがもはや同一ではありません。
12

1 次会計データ・セットから組み立てマップ・
レコードをパージできません。 ジョブをもう
一度実行依頼します。問題が再発するようであ
れば、プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。

16

1 次会計 VSAM データ・セットが待機状態。
別のジョブによる、そのデータ・セットの独占
的使用が終了した段階で、ジョブをもう一度実
行依頼します。

20

組み立てマップ・レコードをパージしている間
に入出力エラーが発生。 ジョブをもう一度実
行依頼します。問題が再発するようであれば、
プロジェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

解説: メンバー dddddddd の監査情報の書き込みを試
みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

可能な戻りコードは次のとおりです。

監査レコードの会計レコード部分が、SCLM で
許可される依存メンバー (COMPOOL、組み込
みメンバー、またはコンパイル単位 (あるいは
そのすべて)) の最大量を超えています。 その
結果、監査レコードが書き込まれませんでし
た。
メンバーを変更して、参照される依存メンバー
の数をサポートされる最大数以下に減らしま
す。 不要な変更コードおよびユーザー・デー
タを削除します。

16

550

監査レコードを 2 次監査データ・セットに書
き込んでいる間に、入出力エラーが発生しまし
た。 1 次監査データ・セットは正しく更新さ
れましたが、2 つの監査データ・セットはもは
や同一ではありません。プロジェクト管理者に
連絡してください。
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戻りコードが以下の場合

16

IDCAMS を監査データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。2 次監査データ・セ
ットが壊れている場合には、これを再割り振り
し、1 次監査データ・セットのデータを用いて
初期設定します。

20

IDCAMS を監査データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。1 次監査データ・セ
ットが壊れている場合には、これを再割り振り
し、2 次監査データ・セットのデータを用いて
初期設定します。2 次監査データ・セットがな
い場合には、1 次監査データ・セットのバック
アップ・コピーを用いて、1 次監査データ・セ
ットを初期設定します。

FLM02001

監査情報書き込みエラー。
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
アクション日付: eeeeee
アクション時刻: ffffffff

監査レコードを 1 次監査データ・セットへ書
き込んでいる間に、入出力エラーが発生しまし
た。 ジョブをもう一度実行依頼します。問題
が再発するようであれば、プロジェクト管理者
に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

12 または 20
IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。
FLM02000

20

監査情報検索エラー。
コード: aaa タイプ: bbbbbbbb
メンバー: cccccccc
アクション日付: dddddd
アクション時刻: eeeeeeee

解説: メンバー cccccccc の監査情報の検索を試みてい
る間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

メンバーの監査レコードが見付かりませんでし
た。 上記の情報を調べ、修正が必要な値があ
るかどうかを判別します。 (たとえば、処理日
など)。 修正した値を用いて、ジョブをもう一
度実行依頼します。

12

メンバーの監査レコードは正常に検索されまし
たが、コードの現行バージョンが検索された監
査レコードのコード・バージョンと一致しませ
ん。 プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。

16

指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。

SCLM メッセージ
20

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
12

戻りコードが以下の場合

バージョン・データ・セットが SCLM の外側
で壊されたか、あるいは、代替プロジェクト定
義が同じ監査 VSAM データ・セットを指定し
ていますが、メンバーのバージョンを格納する
ための VERPDS が違います。 使用しているプ
ロジェクト定義を訂正します。

16

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

20

IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。

FLM02002

監査情報パージ・エラー。
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: ddddddd
アクション日付: eeeeee
アクション時刻: ffffffff

解説: メンバー dddddddd の監査情報のパージを試み
ている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
4

メンバーの監査レコードが見付かりませんでし
た。 上記の情報を調べ、修正が必要な値があ
るかどうかを判別します。 (たとえば、処理日
など)。 修正した値を用いて、ジョブをもう一
度実行依頼します。
2 次監査データ・セットから監査レコードのパ
ージを試みている間に、入出力エラーが発生し
ました。 レコードは 1 次監査データ・セット
から正常にパージされましたが、1 次監査デー
タ・セットおよび 2 次監査データ・セットが
もはや同一ではありません。

12

監査レコードを 1 次監査データ・セットから
パージしている間に、入出力エラーが発生しま
した。 ジョブをもう一度実行依頼します。問
題が再発するようであれば、プロジェクト管理
者に連絡してください。

20

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

1 次監査 VSAM データ・セットが待機状態。
別のジョブによる、そのデータ・セットの独占
的使用が終了した段階で、ジョブをもう一度実
行依頼します。
監査レコードをパージしている間に入出力エラ
ーが発生。 ジョブをもう一度実行依頼しま

戻りコードが以下の場合

12 または 20
IDCAMS を監査データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。
FLM03001

相互参照情報の検索エラー。
コード: aaa CU 名: bbb(55)
CU タイプ: dddd
CU 修飾子: eeeeeeee
グループ: ffffffff

ccc(55)

解説: SCLM は、コンパイル単位 bbb(55) ccc(55) の相
互参照情報を検索できませんでした。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

コンパイル単位の会計情報が見付かりませんで
した。 SCLM 編集プログラム、移行ユーティ
リティー、または SAVE サービスを使用し
て、メンバーを SCLM に登録します。 処理プ
ログラムをもう一度実行します。

12

メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの本質を判別するため
には、ライブラリー・ユーティリティーを使用
して、コンパイル単位の会計および依存情報を
表示します。問題を訂正するには、メンバーを
編集してから保管します。

16

指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

24

相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

16

す。問題が再発するようであれば、プロジェク
ト管理者に連絡してください。

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

戻りコードが以下の場合

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。
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SCLM メッセージ
20

IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロ上の相
互参照データ・セットを識別します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

FLM03002

相互参照情報更新エラー。
コード: aaa CU 名: bbb(55)
CU タイプ: dddd
CU 修飾子: eeeeeeee
グループ: ffffffff

ccc(55)

解説: 相互参照データ・セット内のコンパイル単位
bbb(55) ccc(55) の情報の挿入または更新を試みている間
に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

相互参照情報の長さが、相互参照データ・セッ
トで許可される最大サイズを超えています。
結合コンパイル単位依存要素 (上下) の最大数
は、286 です。 コンパイル単位の依存要素の
数を減らします。
SCLM 内部エラー。 プロジェクト管理者に連
絡してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

24

相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

20

24

552

戻りコードが以下の場合

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。
IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。
プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
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相互参照情報パージ・エラー。
コード: aaa CU 名: bbb(55)
CU タイプ: dddd
CU 修飾子: eeeeeeee
グループ: ffffffff

ccc(55)

解説: コンパイル単位 bbb(55) ccc(55) の相互参照情報
の削除を試みている間に、入出力エラーが発生しまし
た。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

16

相互参照データ・セットが待機状態。 ジョブ
を後で再試行します。

24

相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

可能な戻りコードは次のとおりです。

12

12

FLM03003

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

8

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を相
互参照データ・セットに対して実行して、問題
を判別してください。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

FLM03021

従属コンパイル単位の会計情報へのアクセ
スのエラー。
CU 名: aaa(55) bbb(55) CU タイプ:
dddd
CU 修飾子: dddddddd コード: 20

解説: 従属コンパイル単位 aaa(55) bbb(55) の会計情報
の検索を試みている間に、入出力エラーが発生しまし
た。
ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。問
題が再発するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を相互参照デー
タ・セットに対して実行して、問題を判別してくださ
い。

SCLM メッセージ
FLM03501

ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

次の中間形式の会計情報の検索エラー。
CU 名: aaa.(55) bbb.(55)
CU タイプ: ccc.
CU 修飾子: dddddddd
コード: eee
開始グループ: ffffffff
タイプ: gggggggg メンバー: hhhhhhhh

FLM03502

CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd
コード: eee
開始グループ: ffffffff
タイプ: gggggggg メンバー: hhhhhhhh

解説: グループ ffffffff で開始し、階層を上方向に検索
する、指定の中間形式の会計情報の検索を試みている間
に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

12

16

可能な戻りコードは次のとおりです。

グループ ffffffff で開始するように定義された階
層内のグループには、コンパイル単位の中間形
式に関する会計情報が見付かりませんでした。
これは、コンパイルされた中間形式が欠落して
いるか、あるいは古いことを意味します。 コ
ンパイル単位を含むメンバーは、SCLM 組み立
てを行う必要があります。
SCLM 内部エラー。 プロジェクト管理者に連
絡してください。
指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

24

相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
12

解説: 指定の中間形式に関する会計情報の更新を試み
ている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

16

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

20

IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、

可能な戻りコードは次のとおりです。

12

メンバーの中間会計情報のレコード形式が、
SCLM の 現行バージョンに対して無効です。
プロジェクト管理者に連絡してください。

20

メンバーの中間会計情報の更新中に、入出力エ
ラーが発生しました。 プロジェクト管理者に
連絡してください。

24

相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

12

相互参照データ・セットが、SCLM の現行リリ
ースと互換性があるか検査します。

20

IDCAMS を相互参照データ・セットに対して
実行して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

戻りコードが以下の場合

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

次の中間形式の会計情報の更新エラー。

FLM03503

次の中間形式の会計情報のパージ・エラ
ー。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd コード: eee
グループ: ffffffff タイプ: gggggggg
メンバー: hhhhhhhh

解説: 中間形式 aaa(55) bbb(55) の会計情報のパージを
試みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

可能な戻りコードは次のとおりです。

パージ中に入出力エラーが発生しました。 ジ
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SCLM メッセージ
ョブをもう一度実行依頼し、エラーが再発する
ようであればプロジェクト管理者に連絡してく
ださい。
16

24

目標データ・セットが待機状態。 別のジョブ
による、そのデータ・セットの独占的使用が終
了した段階で、ジョブをもう一度実行依頼しま
す。
相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

16

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

20

IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

戻りコードが以下の場合

8

IDCAMS を相互参照データ・セットに対して
実行して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

FLM03504

12

FLM03505

CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd
コード: eee
グループ: ffffffff タイプ: gggggggg
メンバー: hhhhhhhh

次の中間形式の会計情報の検索エラー。
CU 名: aaa (55) bbb (55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd
コード: eee
グループ: ffffffff タイプ: gggggggg
メンバー: hhhhhhhh

解説: 指定の中間形式に関する中間コードのパージを
試みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

8

中間コードをパージできません。 サブライブ
ラリーが欠落していないか、またはデータ・セ
ット・セキュリティー エラーが起こらなかっ
たかを検査します。 プロジェクト管理者に連
絡してください。

16

相互参照データ・セットが待機状態。 別のジ
ョブによる、そのデータ・セットの独占的使用
が終了した段階で、ジョブをもう一度実行依頼
します。

24

相互参照データ・セットが、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

12

20

24

可能な戻りコードは次のとおりです。

コンパイル単位の中間形式に関する会計情報
は、指定のグループには見付かりませんでし
た。 これは、コンパイルされた中間形式が欠
落しているか、あるいは古いことを意味しま
す。 コンパイル単位を含むメンバーを作成し
直す必要があります。
SCLM 内部エラー。 プロジェクト管理者に連
絡してください。
コンパイル単位の中間形式に関する会計情報の
検索中に、入出力エラーが発生しました。 プ
ロジェクト管理者に連絡してください。
相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
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可能な戻りコードは次のとおりです。

8

解説: 中間形式 aaa(55) bbb(55) の会計情報の検索を試
みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

次の中間形式のパージ・エラー。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

8

IDCAMS を相互参照データ・セットに対して
実行して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに、相
互参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

SCLM メッセージ
FLM04001

グループ: aaaaaaaa がプロジェクト定義
に未定義。

解説: グループ aaaaaaaa がプロジェクト定義に定義
されていません。
ユーザー応答: aaaaaaaa が意図したグループであるか
を検査します。正しいプロジェクト定義名が指定された
か検査します。プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義にグル
ープを追加します。プロジェクト環境定義の詳細につい
ては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理
機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参照して
ください。
FLM04002

指定されたグループ: aaaaaaaa は開発グ
ループではありません。

解説: 指定されたグループは、要求された機能に関し
て無効です。開発グループとして SCLM に定義されて
いるべきです。 有効なグループのリストについては、
プロジェクト管理者に連絡してください。
ユーザー応答: 開発グループとしてプロジェクト定義
に定義されているグループを選択します。
FLM04003

タイプ: aaaaaaaa はプロジェクト定義に
未定義です。

解説: タイプ aaaaaaaa は、現行のプロジェクト定義
に定義されていません。

が使用されている場合には、&libdef 内の FLMAGRP マ
クロを同様に参照します。 &authcode が有効な場合
は、これをプロジェクト定義に追加します。
FLM04006

言語: aaaaaaaa はプロジェクト定義に未
定義です。

解説: 言語 aaaaaaaa は、使用されているプロジェク
ト定義に定義されていません。
ユーザー応答: メンバーの言語がプロジェクト定義に
定義されているか検査します。有効な言語を指定して、
ジョブをもう一度実行依頼します。有効な言語のリスト
については、プロジェクト管理者に問い合わせてくださ
い。
プロジェクト管理者の応答: 有効な言語名に関して、
プロジェクト定義を検査します。
FLM04007

言語: aaaaaaaa はメンバー: bbbbbbbb タ
イプ: cccccccc に対して未定義です。

解説: 言語 aaaaaaaa は、使用されているプロジェク
ト定義に定義されていません。このメッセージが、既存
のメンバーに関して受信された場合には、ソース・メン
バーが最後に修正された後で、&libdef が変更されたも
のと思われます。
ユーザー応答: メンバーの言語がプロジェクト定義に
定義されているか検査します。定義されていない場合に
は、有効な言語を指定して、ジョブをもう一度実行依頼
します。 有効な言語のリストについては、プロジェク
ト管理者に問い合わせてください。

ユーザー応答: aaaaaaaa が SCLM データを含んでい
るタイプか検査します。含んでいるタイプであれば、プ
ロジェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: 有効な言語名に関して、
プロジェクト定義を検査します。

プロジェクト管理者の応答:
義に追加します。

FLM04008

FLM04005

タイプをプロジェクト定

許可コード: aaaaaaaa がグループ
:bbbbbbbb に定義されていません。

解説: 許可コード aaaaaaaa はグループ bbbbbbbb の
有効な 許可コード として、SCLM に定義されていませ
ん。
ユーザー応答: 指定されたグループに定義されている
許可コードを使用します。有効な許可コードのリストに
関しては、プロジェクト管理者に問い合わせてくださ
い。指定の許可コードが有効な場合には、プロジェクト
管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 指定のグループを定義す
るプロジェクト定義を検査します。 グループの有効な
許可コードは、ここに定義されています。許可グループ

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb 用
の会計レコードの状態は INITIAL です。

解説: 会計レコードの処理は、このメンバーに関して
は完了していません。 メンバーに対して活動状態の編
集セッションがある場合、あるいは、活動状態の編集セ
ッションが異常終了した場合に、このエラーが起こりま
す。 また、LOCK または SAVE サービスが異常終了し
た場合にも、このエラーが起こります。
ユーザー応答: 新しいメンバーを使用するか、あるい
は、指定したメンバーの所有者に、そのメンバーを解放
してもらいます。メンバー aaaaaaaa に関して活動状態
の編集セッションを有している場合には、そのセッショ
ンを完了します。 活動状態の編集セッションを有して
いなければ、SCLM オプション 3.1 を使用して、その
メンバーの会計レコードを参照します。 会計状況が初
期状態でなければ、会計レコードの処理は完了している
ので、エラーが再発することはありません。 会計状況
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SCLM メッセージ
が初期状態の場合には、会計レコードの変更ユーザー
ID フィールドを見て、そのレコードの作成者を識別し
ます。 レコードの作成者に要求処理を完了してもらう
か、あるいは、会計レコードを削除してもらいます。
FLM04009

解説:

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
アカウンティング・レコードの状態は
LOCKOUT です。

メンバーはロックされています。

ユーザー応答: メンバーを編集可能にするには、まず
最初にメンバーをロック解除する必要があります。 ま
たメンバーは、会計レコードを持つ別の開発ライブラリ
ー内にあってはなりません。 最初のライブラリーの階
層図の一部であるグループ内にメンバーをプロモートで
きる許可コードを持つ別のライブラリーに、メンバーが
ドローダウンされた場合には、1 つのライブラリーにそ
のメンバーをロックすることはできません。 問題を訂
正するには、既存メンバーの許可コードを変更します。
これにより、これはプロモートされなくなるか、あるい
は、メンバーをプロモートして、これをドローダウンで
きるようになります。
FLM04010

グループはライブラリー aaaaaaaa の制御
下。

解説: 外部ライブラリーの制御下にあるグループへの
アクセスが試みられました。 グループは、外部ライブ
ラリーのサービスを介してアクセスする必要があるの
で、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
す。
FLM04011

SCLM 制御下のグループを指定しま

グループ: bbbbbbbb タイプ: cccccccc の
データ・セット名: aaa(44) が使用できる
長さより長い。 長さ: ddd

|
|
|

FLM04016

| 解説: タイプ bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa にアカ
| ウンティング・エラーが発生しました。 SCLM は、ア
| カウンティング・エラーを持つメンバーに対する組み込
| みを処理することができません。
| ユーザー応答: アカウンティング・エラーを訂正して
| ください。たとえば、言語とバージョンがそのプロジェ
| クトに有効であることを確かめてください。
FLM04029

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 指定のグループに対し
て、FLMGROUP または FLMALTC マクロの DSNAME
を調整します。 パラメーターは、Ada サブライブラリ
ー接尾部が連結できるように、データ・セット名のパタ
ーンのサイズを減らすよう調整される必要があります。

プロジェクト VSAM データ・セットがグ
ループ gggggggg、データベース
dddddddd、マクロ mmmmmmmm に未定
義。

解説: タイプ dddddddd の VSAM データ・セットは、
ユーザーが要求した操作の完了に必要ですが、そのタイ
プのデータ・セットは、グループ gggggggg に対して定
義されていません。 グループ gggggggg の VSAM デ
ータ・セットは、ユーザーが使用するプロジェクト定義
内に、mmmmmmmm マクロで定義されました。
mmmmmmmm の値は、FLMCNTRL マクロからの
VSAM データ・セットが使用されている場合には
*FLMCNTRL で、そうでない場合には、グループ
gggggggg が参照する FLMALTC マクロに指定された名
前です。
ユーザー応答: 正しいグループおよびプロジェクト定
義に対して、操作が実行されていることを検査します。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義を更新
して、タイプ dddddddd の VSAM データ・セットをグ
ループ gggggggg に指定します。
FLM04030

解説: 物理データ・セット名を用いて、連結する CU
修飾子接尾部によって作成されたサブライブラリー名が
長過ぎます。
ユーザー応答:
い。

UNABLE TO PROCESS INCLUDES
FOR MEMBER. MEMBER: aaaaaaaa
TYPE: bbbbbbbb

プロジェクト VSAM データ・セットのオ
ープンのエラー。グループ: gggggggg、デ
ータベース: ddddddddd、処理: iiiiiiii、コ
ード: ccccc、マクロ: mmmmmmmm、デー
タ・セット: nnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnn

解説: VSAM データ・セット
nnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnn が、iiiiiii のアクセス用に
オープンできませんでした (ここでは、iiiiiiii は読み取
りまたは更新)。 VSAM データ・セットは、
mmmmmmmm マクロに定義されました (mmmmmmmm
は、データ・セットが FLMCNTRL マクロに定義された
場合は *FLMCNTRL、そうでない場合には、グループ
ggggggg が参照する FLMALTC マクロの名前)。
失敗の理由は、以下のコードで示されます。
8
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データ・セットを DD 名に割り振ることがで
きません

SCLM メッセージ
10

データ・セットをオープンできません

12

データ・セットのキー・サイズが無効です

14

データ・セットからの読み取りができません

ユーザー応答: VSAM データ・セットへの十分なアク
セス権を持っており、かつ、正しいプロジェクト定義が
使用されていることを確認します。
プロジェクト管理者の応答: データ・セット
nnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnn が正しく割り振られ、初期
設定され、保護されていること、さらに、そのデータ・
セットがシステムの他のユーザー専用に割り振られてい
ないことを確認するための検査をします。

(mmmmmmmm は、データ・セットが FLMCNTRL マク
ロに定義された場合には FLMCNTRL で、そうでない場
合には、FLMALTC マクロの名前です。)
ユーザー応答: エクスポート / インポート・データ・
セット名に、mmmmmmmm マクロに指定された、固有な
名前を選択します。
FLM05001

グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb
メンバー: cccccccc
エラー・グループ: dddddddd
許可コード: eeeeeeee

以下の項目を検査します。
コード 検査する項目
8
v データ・セットが存在し、その名前がプロジ
ェクト定義に指定されている名前と一致する
か検査します。
v そのデータ・セットが、他のユーザー専用に
割り振られていないか検査します。
v データ・セットが割り振られている装置がオ
ンラインになっているか検査します。
10
v ユーザーが、データ・セットへの十分なアク
セスを持っているかを検査します。
v データ・セットが有効な VSAM データ・セ
ットか検査します。
v データ・セットが初期設定されているか検査
します。
12

データ・セットのキーの長さが、SCLM で必要
なキーの長さであるか検査します。 VSAM デ
ータ・セットの正しいキー長さに関する詳細に
ついては、ISPF ソフトウェア構成およびライ
ブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者
の手引き を参照してください。

14

データ・セットが、少なくとも 1 つの VSAM
レコードで初期設定されているか検査します。

FLM04031

エクスポート / インポート・データ・セ
ット名が以前に定義されたデータ・セット
名と重複。 データ・セット:
nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn マクロ:
mmmmmmmm データベース: dddddddd

解説: エクスポート / インポート・データ・セット
nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn は、mmmmmmmm マクロの
dddddddd データベースに定義されている VSAM デー
タ・セットと重複するため、使用できませんでした。

既存のメンバーの許可コードがグループに
定義されていません。

解説: メンバーの 許可コード eeeeeeee は、グループ
aaaaaaaa に定義されていません。 メンバーは階層内の
高位にありますが、それに割り当てられている許可コー
ドがグループ aaaaaaaa で認められないので、このメン
バーをドローダウンすることができません。 メンバー
をそのグループにドローダウンする前に、その許可コー
ドを変更する必要があります。
ユーザー応答: 異なった許可コードの指定により、機
能の続行は可能です。このグループに有効な許可コード
のリストについては、&dbc に問い合わせてください。
作業グループに定義されている許可コードがない場合に
は、別のグループで同じ機能を試行してみます。すべて
の試みが失敗した場合には、プロジェクト管理者へ連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: FLMGROUP マクロは、プ
ロジェクト定義内のこのグループに定義されている、有
効な許可コードをリストします。 ISPF ソフトウェア構
成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管
理者の手引き で説明されている、SCLM 操作を制御す
るための許可コードの使用に関するリスクについてよく
理解していない場合には、許可コードをプロジェクト定
義に追加することは避けてください。
FLM05002

前の検査が失敗。入力グループ :
aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メンバー:
cccccccc エラー・グループ 1: dddddddd
日付: eeeeeeee 時刻: ffffffff エラー・グル
ープ 2: gggggggg 日付: hhhhhhhh 時刻:
iiiiiiii

解説: エラー・グループ 1 dddddddd 内のメンバーの
バージョンが、エラー・グループ 2 gggggggg 内のメン
バーに基づいていませんでした。プロモーション中に
は、これは普通、上記 2 つのグループ間のメンバーの
バージョンが削除されていることを意味します。
&authcode が変更された場合、dddddddd のバージョン

第3章 SCLM メッセージ

557

SCLM メッセージ
がプロモートされると、gggggggg 内のメンバーに加え
る変更内容は失われます。

していないので、メンバーを更新することができませ
ん。

メンバー dddddddd の会計情報の以前の日時フィールド
には、階層内のメンバーの次のオカレンスが、最後に修
正された日時が入っているべきです。

ユーザー応答: メンバーがユーザーの階層内にあるグ
ループにプロモートされました (すなわち、このメンバ
ーは SCLM 編集 - 入力パネルに表示されます)。 メン
バーをプロモートすることができない場合には、メンバ
ーおよびエラー・グループ dddddddd にあるその会計情
報は、SCLM ライブラリー・ユーティリティーまたは
DELETE サービスを使用して削除しなければなりませ
ん。許可コード を制限付きプロモーションに変更する
こともできます。

以前の日時フィールドの特定の内容の詳細については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 開発者の手引き を参照してください。
プロモート処理プログラムの場合には、gggggggg がプ
ロモートされる先のグループでなければ、このメッセー
ジは警告です。 ただし、条件付きモードのプロモート
処理プログラムは、aaaaaaaa 内のメンバーを gggggggg
内のメンバーに置き換える妨げとなります。 許可コー
ドがプロジェクト定義内の他のグループから変更される
場合にも、この問題が生じます。
ユーザー応答: プロモート処理プログラムの場合に
は、aaaaaaaa 内のメンバーが、gggggggg 内のメンバー
に示されている必要な変更内容をすべて含んでいるか検
査します。 すべて含んでおり、他のプロモート検査エ
ラーがない場合には、無制限モードでもう一度プロモー
トします。 他のプロモート検査エラーがある場合に
は、そのエラーを訂正するか、または、なるべくほとん
どメンバーを制御しないアーキテクチャー・メンバーを
使用します。
許可コード の変更を試み、メンバーが開発グループ内
にある場合には、gggggggg 内のバージョンから加えた
変更内容がすべて、aaaaaaaa に含まれていることを検
査します。 次に、SCLM 編集プログラムまたは SAVE
サービスを使用して、メンバーの会計情報を削除して再
作成します。 aaaaaaaa が開発グループ内にない場合に
は、メンバーを開発グループにドローダウンして、まず
最初に aaaaaaaa 内のメンバーを必ず削除してから、上
記説明の手順に従います。 SCLM 編集プログラムまた
は SAVE サービスを用いても問題を訂正できない場合
には、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 許可コード問題の検出と
訂正の詳細については、ISPF ソフトウェア構成および
ライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手
引き を参照してください。
FLM05010

別のグループでロックされたメンバー。入
力グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb
メンバー: cccccccc エラー・グループ:
dddddddd 許可コード: eeeeeeee

解説: メンバー cccccccc は、別の階層内ですでに更新
されています。 変更内容はエラー・グループ dddddddd
に常駐します。このグループは、ユーザーの階層内には
ありません。 最新バージョンのメンバーを用いて作業
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FLM05020

グループ: bbbbbbbb からのタイプ:
aaaaaaaa に対する階層図割り振りエラ
ー、コード: ccc

解説: 現行の SCLM 機能の階層図を構成する、すべて
のデータ・セットの割り振りを試みている間に、エラー
が発生しました。 階層図はタイプ aaaaaaaa に関する
もので、グループ bbbbbbbb の該当データ・セットで開
始します。
可能な戻りコードは次のとおりです。
4

グループ階層内の特定数のグループが、割り振
り用に要求されました。 要求されたグループ
数が、グループ bbbbbbbb で開始する階層内で
利用可能なグループ数を超えています。

8

タイプ aaaaaaaa は、プロジェクトに定義され
ていません。
SCLM タイプ aaaaaaaa が、プロジェクト定義
に定義されていない可能性があります。 組み
立てられるメンバーの言語定義内の
FLMALLOC マクロの DFLTTYP パラメーター
にアスタリスク (*) が指定されると、通常
SCLM によって未定義のタイプが生成されま
す。

12

要求された階層図内のグループは、プロジェク
トに定義されていません。

16

この階層図には、物理的に割り振られているデ
ータ・セットがありません。

20

階層内のデータ・セットを動的に割り振る試み
が行われている間に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

次の戻りコードがあります。

4

処置は不要。グループ bbbbbbbb で開始する階
層図が作成され、これは現行のプロジェクト定
義に定義されている、それよりも高いレベルす
べてにわたって続きます。

8

タイプ aaaaaaaa が、入力として間違って指定
されたかどうかを判別します。 タイプ

SCLM メッセージ
aaaaaaaa がプロジェクト定義に定義されてい
るかどうかを判別します (プロジェクト管理者
に問い合わせる)。
12

16

20

グループ bbbbbbbb が、入力として間違って指
定されたかどうかを判別します。 グループ
bbbbbbbb がプロジェクト定義に定義されてい
るかどうかを判別します (プロジェクト管理者
に問い合わせる)。
グループ bbbbbbbb で開始するタイプ
aaaaaaaa の階層には、物理的に割り振られて
いるデータ・セットがありません。データ・セ
ットを割り振るべきかどうかを判別し、割り振
る必要があれば、データ・セットを割り振りま
す。 プロジェクト管理者の支援を求めてくだ
さい。
階層図内のデータ・セットを DD 名に動的に
割り振る試みの間に、エラーが発生しました。
階層図内のデータ・セットが、別のジョブの専
用として割り振られていないか検査し、そのジ
ョブをもう一度実行依頼します。

プロジェクト管理者の応答:
割り振ります。
FLM06501

必要なデータ・セットを

変換プログラム戻りコード ===> aaa(16)
===> bbb

解説: このメッセージは、変換プログラム
aaaaaaaaaaaaaaaa から受け取られた戻りコードを識別
します。 戻りコードが、FLMTRNSL マクロに定義され
たとおりに成功したことを示す場合、すべての出力は階
層内に保管され、応答は不要です。 変換プログラムか
らの戻りコードが、変換プログラムに指定された
GOODRC を満たさなかった場合には、処理プログラム
のリスト・データ・セットが言語定義で要求されていれ
ば、SCLM はコンパイラー・リストなどの変換プログラ
ムの出力を処理プログラムのリスト・データ・セットに
保管します。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを使用して、
変換プログラムが識別するすべてのエラーを見付けだ
し、訂正します。 変換プログラムが SCLM とともに提
供されている場合には、変換プログラムに対する戻りコ
ードを検査します。 (変換プログラムの詳細情報につい
ては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理
機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。) 変換プロ
グラムからの戻りコードが有効で、変換プログラムに障
害が発生したことを組み立て機能が示す場合には、プロ
ジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義に定義
されている、FLMTRNSL マクロの GOODRC を変更し
ます。

注: SCLM にはいくつかの変換プログラムと構文解析プ
ログラムが備わっています。これらのプログラムの
戻りコードは、ISPF ソフトウェア構成およびライ
ブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 に説明されてい
ます。
FLM06502

変換プログラム: aaaaaaaa の呼び出しエ
ラー。コード: bbb

解説: SCLM は aaaaaaaa 変換プログラムを呼び出す
ことができませんでした。 変換プログラムが入ってい
るロード・モジュールが、別のジョブ専用として割り振
られている可能性があります。 変換プログラムを定義
する言語定義でのエラーの可能性もあります。
ユーザー応答: 変換プログラムが以前には正常に使用
されており、何の変更も加えられていない場合 (たとえ
ば、新しいコンパイラー・リリースなど) には、処理プ
ログラムを再度呼び出してみます。 変換プログラムが
新しい場合、あるいは問題が再発する場合には、プロジ
ェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義に定義
されている FLMTRNSL マクロのパラメーターが正しい
か検査します。 FLMTRNSL マクロの詳細情報について
は、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機
能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM06503

変換プログラム: aaaaaaaa の可能なシス
テム / ユーザー異常終了。 16 進値の戻
りコード: bbbbbbbb

解説: SCLM は、変換プログラム aaaaaaaa に対して
異常終了が起こった場合に、このメッセージを出しま
す。 異常終了の原因を判別するには、MVS/ 拡張アーキ
テクチャー・メッセージ・ライブラリー: システム・コ
ード の資料の中から、戻りコードを見付けだします。
ユーザー応答: このメッセージに示されている情報を
使用して、異常終了の原因を訂正し、ジョブをもう一度
実行依頼します。
FLM06504

SCLM 実行言語: aaaaaaaa 用に変換プロ
グラムが未定義

解説: 言語定義に定義されている変換プログラムに、
SCLM 用に定義されている変換プログラムが含まれてい
ません。 定義されている変換プログラムがある場合に
は、それらは外部ライブラリーの使用として定義されて
います。
ユーザー応答: SCLM 実行用の変換プログラムを指定
して、定義された言語に対して機能を実行します。
プロジェクト管理者の応答: SCLM を実行できる言語
に対して変換プログラムを定義します。
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FLM06510

ユーザー出口: bbbbbbbb についてのデー
タ・セット: aaa(44) の割り振りエラー。
コード: ccc

解説: ユーザー出口 bbbbbbbb にデータ・セット
aaa(44) の割り振ろうとして、エラーが発生しました。
このデータ・セットには、呼び出されるユーザー出口ル
ーチンが含まれていなければなりません。
可能な戻りコードは次のとおりです。
<65
SCLM 内部エラー。
65-4097
SVC 99 エラー・コード (10 進数)。
>4098 システム異常終了コード (10 進数)。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
す。

65-4097
SVC 99 エラー・コードは、OS/390 MVS シス
テム・コード、GC88-6591 に記載されていま
す。
>4097

このメッセージ (メッセージ ID およびすべて
のテキスト・フィールドを含む) を、弊社サポ
ート部門に報告してください。

ユーザー応答: ユーザー出口の情報は、ローカル・ソ
フトウェア構成管理を調べてください。
プロジェクト管理者の応答: ユーザー出口の詳細情報
については、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリ
ー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM06513

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答: ユーザー出口が以前に正常に使用され
た場合は、ジョブをもう一度実行依頼します。 ユーザ
ー出口が新しいか、あるいは問題が再発する場合には、
プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: ユーザー出口が SCLM の
外側で正しく実行するか検査します。 ユーザー出口が
プロジェクト定義に正しく定義されているか検査しま
す。ユーザー出口の詳細情報については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書
を参照してください。
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プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: このメッセージに示され
ている情報を使用して、異常終了の原因を訂正します。
戻りコードの詳細については、OS/390 V2.4 MVS システ
ム・コード、GC88-6591 を参照してください。

ユーザー出口ルーチン: aaa(16) の呼び出
しエラー。コード: 32

解説: SCLM はユーザー出口を呼び出すことができま
せんでした。 ユーザー出口が入っているロード・モジ
ュールが、別のジョブ専用として割り振られている可能
性があります。 ユーザー出口を定義するプロジェクト
定義にエラーがある可能性もあります。

ユーザー出口ルーチン: aaa(16) のシステ
ム・ユーザー異常終了。 16 進値の戻り
コード: bbbbbbbb

解説: 異常終了 (4096 よりも大きいユーザー出口戻り
コード) が起こった場合に、SCLM はこのメッセージを
出します。 SCLM は 16 進値のユーザー出口戻りコー
ドも提供します。

FLM07001
FLM06511

ユーザー出口ルーチン: aaa(16) からの検
査エラー。コード: bbb

解説: ユーザー出口 aaa(16) からの戻りコードが、ユ
ーザー出口に指定された有効基準を満たしませんでし
た。生成される出力は、ユーザー出口ルーチンによって
異なります。

次の戻りコードがありま

このメッセージ (メッセージ ID およびすべて
のテキスト・フィールドを含む) を、弊社サポ
ート部門に報告してください。

<65

FLM06512

データ更新を試行した結果のデータ・セッ
ト : bbb(44) の権限コード : aaa 。
ATTR: c マクロ RC: ddd 終了 RC: eee
終了理由: fff

解説: 適切な権限を持たずに、SCLM 機能を実行しよ
うとする試みがなされました。ユーザーは、制御データ
が関連しているデータ・セットを更新するための権限が
なければ、SCLM 機能を使用して、SCLM 制御データ
を更新することはできません。
DSNAME
アクセスされるデータ・セット。
ATTR

R: 読み取り、U: 更新、C: 制御、A: 変更。

マクロ RC
コードが 8 の場合、LOCATE マクロがデー
タ・セットを見付けだすことに失敗したか、あ
るいは、RACROUTE マクロが失敗したかのど
ちらかです。 それ以外の場合は、マクロ RC
に、LOCATE マクロまたは RACROUTE マク
ロからの戻りコードが入ります。

SCLM メッセージ
終了 RC
マクロ RC が 8 の場合、この値には デー
タ・セット・セキュリティー または SAF ル
ーター出口ルーチンからの戻りコードが含まれ
ます。 RACF の場合、これは RACHECK 戻
りコードです。 それ以外の場合には、これは
ゼロにセットされます。
終了理由
マクロ RC が 8 の場合、この値には デー
タ・セット・セキュリティー または SAF ル
ーター出口ルーチンからの理由コードが含まれ
ます。 RACF の場合、これは RACHECK 理
由コードです。 それ以外の場合には、これは
ゼロにセットされます。
注: プログラムを使用する INIT サービス呼び
出しの場合には、最初の行だけが表示さ
れ、ユーザーがプロジェクト定義データ・
セットへの読み取りアクセスを持っていな
いことを示します。

4

データ・セット名が入力から省略されていま
す。

8

SVC 99 エラー。戻りコードの詳細について
は、OS/390 MVS システム・コード、
GC88-6591 を参照してください。

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

16

データ・セット名の欠落または誤り。

20

指定されたファイル属性が無効です。

24

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

28

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

32

要求メンバーは利用不能です。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数):

ユーザー応答: 要求する機能に対して、正しいグルー
プおよびタイプを指定したか検査します。 また、要求
データ・セットが存在するかも検査します。 要求が有
効であった場合には、メッセージで識別されているデー
タ・セットの更新権限を獲得してください。
FLM07002

待機状態でのエラー。
コード: aaa QNAME: bbbbbbbb
RNAME の長さ: ccc RNAME: ddd(60)

解説: 要求資源は、別のジョブによって待機状態にさ
れています。 待機状態の資源 (普通はデータ・セット)
は、RNAME で識別されます。 コードは、待機マクロ
からの戻りコードを参照します。 RNAME の長さは
RNAME のサイズをバイト単位で識別します。 RNAME
は後書きブランクを含むことができるためです。
QNAME は、待機操作に使用される待ち行列の名前で
す。
ユーザー応答:

ジョブを後で再試行します。

528

要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。

5896

データ・セットがありません。

ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。エ
ラーが再発するようであれば、プロジェクト管理者に連
絡してください。
プロジェクト管理者の応答: すべてのデータ・セット
名が正しく定義されており、かつ存在していることを検
査します。 支援が必要であれば、弊社サポート部門ま
で連絡してください。
FLM07005

タイプ: aaaaaaaa のディレクトリー情報
の検索エラー。コード: bbb

解説: タイプ aaaaaaaa 内のメンバーに関するディレ
クトリー情報の検索を試みている間に、エラーが発生し
ました。
可能な戻りコードは次のとおりです。

FLM07004

一時データ・セットの割り振りエラー

16

コード: aaa DD 名: bbbbbbbb
LRECL: cccccccc RECFM: dddddddd
NUMRECS: eeeeee DISP: ffff
DSNAME: ggg(44)
解説: 一時データ・セットの割り振りを試みている間
にエラーが発生しました。
可能な戻りコードは次のとおりです。

このエラーには、考えられる理由が 2 つあり
ます。
v 階層が未定義。
v 現行の操作で要求されたデータ・セットが未
割り振り。

20

タイプ aaaaaaaa 内のデータ・セットをオープ
ンできませんでした。次のような理由によりま
す。
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タ・セット ddd(44) がない、あるいは、メンバ
ー aaaaaaaa がデータ・セット ddd(44) 内にあ
りません。

v 階層に、認められている最大エクステントの
123 よりも多くのエクステントが含まれてい
る。
v 現行の操作で要求されたデータ・セットをオ
ープンできなかった。このデータ・セット
が、別のジョブ専用に割り振られているか、
あるいは、データ・セット・セキュリティ
ー・エラーが理由として考えられます。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

20

タイプ aaaaaaaa 内のデータ・セットが、別の
ジョブ専用として割り振られていないか検査し
ます。 ユーザーが適切なデータ・セット・セ
キュリティー・アクセスを持っているか検査し
ます。 階層内のタイプ aaaaaaaa に割り振ら
れている、すべてのデータ・セット用に使用さ
れるエクステント数を検査します。 使用され
るエクステントの合計数が 123 よりも多い場
合には、より大きなブロック・サイズで、いく
つかのデータ・セットを再割り振りする必要が
あります。

解説:

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb へ
のアクセス・エラー。会計グループ:
cccccccc データ・セット名: ddd(44) コー
ド: eee

次のうちの 1 つが起こりました。

v タイプ bbbbbbbb がプロジェクト定義に未定義です。
v メンバーの会計レコードはありますが、グループ
cccccccc およびタイプ bbbbbbbb に対応するデータ・
セットがありません。
v データ・セット ddd(44) が、別のジョブ専用に割り振
られている可能性があります。
v メンバー aaaaaaaa がデータ・セット ddd(44) にあり
ません。
可能な戻りコードは次のとおりです。
8

562

メンバーが SCLM に登録されていない、デー
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SCLM が、メンバーのディレクトリー情報を検
索できません。

ユーザー応答:
うにします。

戻りコードが以下の場合には、次のよ

8

データ・セット ddd(44) が存在し、かつメンバ
ー aaaaaaaa を含んでいることを検査します。
グループ cccccccc が開発グループの場合に
は、SCLM 編集プログラムを使用してデータ・
セットにメンバーを追加することができます。
メンバーがグループ cccccccc 内にない場合に
は、SCLM ライブラリー・ユーティリティーま
たは DELETE サービスを使用して、メンバー
の会計情報を除去します。

16

入力パラメーターを検査し、タイプがプロジェ
クト定義にあることを確認します。 データ・
セット ddd(44) が別のジョブ専用に割り振られ
ていないか検査します。

戻りコードが以下の場合

階層エラーが起こった可能性があります。 プ
ロジェクト定義を再アセンブルして、戻りコー
ド 0 が戻されるようにします。 現行の操作で
要求されたデータ・セットがすべて割り振られ
ているかを判別します。 すべてが割り振られ
ていない場合には、それらを割り振り、終了し
てから、SCLM に再入します。

FLM07006

16

プロジェクト管理者の応答: データ・セットを割り振
るべきか判別し、必要があれば、データ・セットを割り
振ります。データ・セットを再割り振りした後で、終了
し、SCLM に再入します。 そのグループおよびタイプ
のメンバーに関する会計レコードを削除します。 その
メンバーに関して存在していた会計レコードがなくなる
ために、階層内で矛盾が生じることに注意してくださ
い。
FLM07007

解説:

会計情報が、メンバー: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb 会計グループ: cccccccc メンバ
ー・グループ: dddddddd に対して不正確
です。

次のうちの 1 つが起こりました。

v メンバー aaaaaaaa が古い。 メンバーの会計情報
と、メンバーの内容が一致しません。どのグループも
開発ライブラリーでない場合には、メンバーが SCLM
制御外で更新された可能性があります。
v メンバーは dddddddd 内にあり、会計レコードは
cccccccc 内にありますが、cccccccc.bbbbbbbb に対応
するデータ・セットがありません。
(このタイプに関する) 階層内のグループすべてが、同じ
レコード形式ではない可能性もあります。
ユーザー応答: メンバーが編集可能であれば、SCLM
編集プログラム、移行ユーティリティー、または SAVE
サービスを使用して、メンバーを SCLM に登録しま
す。 メンバーが編集不可能であれば、SCLM ライブラ
リー・ユーティリティーまたは DELETE サービスを用

SCLM メッセージ
いてメンバーを削除し、SCLM 組み立て機能を用いてメ
ンバーを再生成します。

発生した可能性があります。または、データ・セット
ddd(44) がありません。

cccccccc.bbbbbbbb に対するデータ・セットが割り振られ
ているか検査します。割り振られていない場合には、プ
ロジェクト管理者に連絡してください。

可能な戻りコードは次のとおりです。

すべてのグループが同じレコード形式でない場合には、
プロジェクト管理者に、すべてのデータ・セットを同じ
レコード形式で割り振ってもらいます。
プロジェクト管理者の応答: cccccccc.bbbbbbbb に対す
るデータ・セットが割り振られている場合には、タイプ
に関連したグループすべてが、同じレコード形式である
か検査します。 データ・セットが割り振られていない
場合には、それを割り振り、終了してから、SCLM に再
入します。 cccccccc.bbbbbbbb のメンバーに関する会計
レコードを削除します。 存在しないメンバーの会計レ
コードがあるために、階層内で矛盾が生じることに注意
してください。
FLM07008

8

データ・セット ddd(44) の待機エラー。

12

タイプ cccccccc が階層内に見付からなかった
か、データ・セットが未割り振りです。

20

データ・セット ddd(44) の割り振りを試みてい
る間に、エラーが発生しました。

ユーザー応答: データ・セットが、別のジョブ専用に
割り振られていないか検査します。プロジェクト管理者
に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答:
す。
8

データ・セットが、別のジョブ専用に割り振ら
れていないか検査します。

12

タイプ cccccccc がプロジェクト定義に定義さ
れているかどうか判別します。 定義されてい
ない場合には、そのタイプがプロジェクトに必
要かどうかを判別し、必要であれば、プロジェ
クト定義にそれを追加します。 データ・セッ
ト ddd(44) が存在するかどうかを判別します。
存在しない場合には、それを割り振り、終了し
てから、SCLM に再入します。 次に操作を再
試行します。

20

データ・セットが存在し、かつ、それが別のジ
ョブ専用に割り振られていないことを確認しま
す。

36

装置が指定されませんでした。

メンバー: aaaaaaaa グループ: bbbbbbbb,
タイプ: cccccccc へのアクセス・エラー。
データ・セット名: ddd(44) コード: eee

解説: メンバー aaaaaaaa を検索できませんでした。
データ・セット ddd(44) が空であるか、またはオープン
することができませんでした。
可能な戻りコードは次のとおりです。
32

メンバー aaaaaaaa がデータ・セット内に見付
かりませんでした。

36

タイプ cccccccc が見付かりませんでした。

ユーザー応答:

次の戻りコードがあります。

32

メンバーが SCLM に登録されていないか、削
除されました。 SCLM のもとでメンバーを編
集するか、移行または保管サービスを使用しま
す。

36

支援が必要であれば、プロジェクト管理者まで
連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: タイプがプロジェクト定
義に定義されているかどうかを判別します。 定義され
ていない場合には、それを定義するべきかどうかを判別
し、必要であれば、プロジェクト定義を再アセンブルし
ます。 必要に応じて、他の支援も行います。
FLM07009

グループ: bbbbbbbb, タイプ: cccccccc に
関するメンバー: aaaaaaaa へのアクセ
ス・エラー。データ・セット名: ddd(44)
コード: eee

解説: メンバー aaaaaaaa へのアクセスを試みている
間に、データ・セット ddd(44) に対して入出力エラーが

次の戻りコードがありま

FLM07010

ディレクトリー情報の更新エラー。グルー
プ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メンバー:
cccccccc データ・セット名: ddd(44) コー
ド: eee

解説: SCLM は、このメンバーのデータ・セット・デ
ィレクトリーを更新することができませんでした。
可能な戻りコードは次のとおりです。
4

RECFM=U の指定で割り振られているデータ・
セットのディレクトリー情報を更新することは
できません。

8

ディレクトリーからメンバー名を獲得すること
ができません。

12

ファイルがクローズされていません。

16

ファイル制御ブロックが NIL です。

20-36

入出力エラーが発生したことを示します。
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24

これは、目標データ・セットにアクセスできな
かったことを示すこともあります。

41

BINDER STARTDialog が失敗しました。

42

BINDER CREATEWorkmod が失敗しました。

43

BINDER INCLUDE が失敗しました。

44

BINDER SETOption が失敗しました。

45

BINDER SAVEWorkmod が失敗しました。

46

BINDER DELETEWorkmod が失敗しました。

ユーザー応答: プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。 コード 41 から 46 の場合、失敗および訂正応答
に関する詳細は、IEW メッセージを参照してくださ
い。
プロジェクト管理者の応答: 弊社サポート部門まで連
絡してください。コード 41 から 46 の場合、失敗およ
び訂正応答に関する詳細は、IEW メッセージを参照し
てください。
FLM07011

変換プログラム: aaa への一時データ・セ
ット割り振りエラー。データ・セット番号
: bbb コード: ccc

解説: 変換プログラム aaa に一時データ・セットを割
り振っている際に、エラーが発生しました。 データ・
セット番号は、その変換プログラムにデータ・セットを
割り振るために使用された FLMALLOC マクロの相対
位置を識別します。

1040

使用できない DD 名を指定。

1156

使用可能なパックのスペースが不十
分。 FLMALLOC の RECNUM パラ
メーターに指定された値を少なくし
て、再試行します。

5896

データ・セットがありません。 ユー
ザー提供のデータ・セット命名規則が
使用されている場合には、FLMCPYLB
マクロのデータ・セット名を変数
@@FLMDSN に置換します。

38656

データ・セットを割り振ることができ
ませんでした。 プロジェクト管理者
に連絡してください。

ユーザー応答: このメッセージは、変換プログラムが
使用するデータ・セットの割り振り時にエラーが発生し
たことを示します。
戻りコード 8、32、または >64 を受け取った場合は、
操作を再試行してください。問題が再発したり、あるい
は、他の戻りコードを受け取った場合には、プロジェク
ト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが以下の場合
には、次のようにします。
8
操作を再試行します。同じ問題が起こるようで
あれば、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。
12
SCLM 内部エラー。 弊社サポート部門まで連
絡してください。

可能な戻りコードは次のとおりです。
8

SVC 99 エラー。

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

16

データ・セット名の欠落または誤り。

20

指定されたファイル属性が無効です。

24

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

28

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

32

要求メンバーは利用不能です。

36

装置が指定されませんでした。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数)。
528
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データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。
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注: 以下のコードの場合には、データ・セット番号は指
定の変換プログラムに関連した FLMALLOC マクロ
に対応することを知っておいてください。 (たとえ
ば、最初の FLMALLOC はデータ・セット 1、2 番
目はデータ・セット 2 というようになります。)
16
FLMALLOC をチェックして、データ・セット
名が正しく指定されたか確認します。
20
FLMALLOC をチェックして、すべてのデー
タ・セット属性が正しく指定されたか確認しま
す。
24
FLMALLOC をチェックして、区分データ・セ
ットが望まれた時に順次データ・セットが指定
されなかったことを確認します。
28
FLMALLOC をチェックして、正しいメンバー
名が指定されたことを確認します。
32
詳細は、戻りコード 8 を見てください。
>64
割り振り中に、SVC 99 からエラーが受け取ら
れました。 SVC 99 の戻りコードは、メッセ
ージ (ccc) に指定されます。 戻りコード SVC
99 については、OS/390 V2.4 MVS システム・
コード、GC88-6591 を参照してください。

SCLM メッセージ
戻りコードが 38656 である場合は、
FLMALLOC ステートメントで
DSNTYPE=LIBRARY が指定されているかどう
かを調べてください。指定されており、システ
ムまたはプロジェクトが一時データ・セットを
VIO に割り振ることを要求している場合は、
CATLG=Y を FLMALLOC ステートメントに
追加してください。
FLM07012

メンバー aaaaaaaa をグループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc に保管するエラー。デー
タ・セット名: ddd(44) コード: eee

解説: メンバー aaaaaaaa をデータ・セット ddd(44)
へ複写中に、エラーが発生しました。このメッセージ
は、MVS システム・エラー・メッセージが前に出るこ
とがあります。一般的なエラーは次のとおりです。
D37

1 次スペースがいっぱいで、2 次スペースがデ
ータ・セット ddd(44) に要求されていません。

B37 または E37
ディレクトリーがいっぱい、エクステントの最
大数 (123) を超えている、あるいは、データ・
セット ddd(44) のボリュームおよび VTOC が
いっぱいで、2 次ボリュームを使用することが
できません。
SVC99 エラー
目標データ・セットの RECFM がソース・デ
ータ・セットの RECFM と異なります。
RACF エラー
データ・セット・セキュリティー・エラーのた
め、データ・セット ddd(44) へのアクセス・エ
ラー。

ユーザー応答: 詳細に関しては、MVS システム・エラ
ー・メッセージを検査します。 MVS エラー・メッセー
ジおよび問題解決の説明は、MVS/XA メッセージ・ライ
ブラリー: システム・メッセージ を参照してください。
このメッセージの前に異常終了コードが出されなかった
場合には、使用している言語定義に、複数回使用される
DDNAME が含まれていないことを確認します。言語定
義が順次データ・セット上にメンバー名を含んでいない
かを検査してください。区分データ・セットが必要なメ
ンバー名を持っているかを検査します。
プロジェクト管理者の応答:
ください。
FLM07013

必要に応じて、支援して

データ・セット名: ccc(44) のグループ:
aaaaaaaa, タイプ: bbbbbbbb での複写失
敗。コード: ddd

解説: 1 つまたは複数のメンバーをデータ・セット
ccc(44) へ複写中に、エラーが発生しました。
可能な戻りコードは次のとおりです。
4

データ・セット ccc(44) へ複写するために指定
された 1 つまたは複数のメンバーがソース・
データ内になかったか、あるいは、データ・セ
ット ccc(44) に割り振られたディレクトリー・
ブロックの数が不適切です。

8

データ・セット ccc(44) が、別のジョブ専用に
割り振られている可能性があります。

12、16 データ・セット ccc(44) が存在しないか、ある
いは、タイプ bbbbbbbb のデータ・セットと同
じ属性で割り振られていません。
28

次の 3 つが考えられます。
1. IEBCOPY アテンション割り込みエラー

次の戻りコードがあります。
12

DD 名の割り振りが適正ではありません。 PDS
がメンバー名なしに割り振られたか、順次デー
タ・セットがメンバー名で割り振られたか、あ
るいはほかにエラーの発生した割り振りがあり
ます。

16

出力データ・セットがいっぱいです。

20

RACF が失敗したか、入力メンバーが見付から
なかった。

24

入力パラメーターが無効でした。

28

メンバー項目が作成できなかった。なぜなら、
入力メンバーが別名または TTR ノーツを持っ
ている。

32

オープンが失敗した、または TSOLNK が失敗
した。

2. 複写するメンバーが見付からなかった
3. メンバー項目が作成できなかった
ユーザー応答:
4

次の戻りコードがあります。

以下のようにします。
1. 現行の操作で複写する必要のあるすべての
メンバーが、そのソース・データ・セット
内にあるかどうかを判別します。
2. より大きいディレクトリー・ブロックを指
定して、データ・セット ccc(44) を再割り
振りします。

8

データ・セットが別のジョブ専用に割り振られ
ているかどうかを判別します。データ・セット
が使用可能であれば、ジョブをもう一度実行依
頼します。

12、16 データ・セットが存在し、かつ、正しい属性で
第3章 SCLM メッセージ
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28

割り振られているかどうか判別します。 必要
であれば、プロジェクト管理者に連絡してくだ
さい。

ています。 LOCATE に関する完全なリストおよび補足
情報については、OS/VS2 System Programming Library:
Data Management を参照してください。

複写するメンバーがすべて存在することを確認
します。 データ・セットに空きのディレクト
リー項目があるかどうか判別します。

可能な戻りコードは次のとおりです。

プロジェクト管理者の応答:
ください。
FLM07014

12

必要に応じて、支援して

データ・セット名: ccc(44) のグループ:
aaaaaaaa、タイプ: bbbbbbbb の複写失
敗。異常終了コード: ddd

v 別名データ・セット名が見付かった
16

指定された最下位のカタログ索引レベルに、デ
ータ・セットがありません。

20

データ・セット名に構文エラーがあります。

24

このエラーの理由としては、次の 2 つが考え
られます。

解説: 複写操作中の異常終了のため、SCLM はデー
タ・セット ccc(44) を更新できませんでした。
一般的な異常終了コードおよびその意味は次のとおりで
す。
D37

1 次スペースがいっぱいで、2 次スペースがデ
ータ・セット ccc(44) に要求されていません。

B37 または E37
ディレクトリーがいっぱいであるか、エクステ
ントの最大数 (123) を超えているか、あるい
は、データ・セット ccc(44) のボリュームおよ
び VTOC がいっぱいで、2 次ボリュームを使
用することができません。
ユーザー応答: 詳細に関しては、MVS システム・エラ
ー・メッセージを検査します。 以下の操作を行った後
で、ジョブをもう一度実行依頼します。
1. データ・セット ccc(44) を圧縮するか、より大きい
スペースまたはディレクトリー・ブロックを指定し
てデータ・セットを再割り振りします。
2. データ・セット ccc(44) のボリュームおよび VTOC
がいっぱいでないか検査します。 いっぱいであれ
ば、データ・セットを移動します。
FLM07015

グループ: bbbbbbbb タイプ: cccccccc 用
のデータ・セット aaa(44) へのアクセ
ス・エラー。戻りコード ddd。

解説: SCLM が、グループ bbbbbbbb およびタイプ
cccccccc での操作用に、データ・セット aaa(44) へのア
クセスを試みている間に、システム・エラーが起こりま
した。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: LOCATE/CAMLST マクロ
を使用して、そのデータ・セットへアクセスします。
戻りコード ddd は、このマクロから戻される値です。
ここでは、各戻りコードごとに、一部の理由だけを示し
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このエラーの理由としては、次のことが考えら
れます。

v 永続入出力エラーが発生した
v 回復不能エラーが発生した
28

LOCATE への入力パラメーター・アドレス
は、使用できません。

FLM07016

変換プログラム: aaa について、複数の
FLMCPYLBS が後処置パラメーター:
ddd 指定での割り振り不可。データ・セ
ット番号: bbb

解説: 後処置パラメーター ddd の指定の FLMALLOC
を含む言語定義は、複数のデータ・セット割り振りを要
求します。複数データ・セット割り振りは、後処置
SHR を使用しなければなりません。後処置パラメータ
ーは、次のように省略されます。 S は SHR、M は
MOD、O は OLD、N は NEW を表します。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 問題を引き起こしている
言語定義を探し出します。このメッセージでは、aaa は
言語定義内の FLMTRNSL マクロのオカレンスを表し、
bbb はその変換プログラムに定義されている
FLMALLOC マクロのオカレンスを表します。割り振り
用の FLMCPYLB マクロ 1 つを除いてすべてを除去す
るか、あるいは、FLMALLOC マクロの DISP パラメー
ターを変更します。次にプロジェクト定義を再アセンブ
ルして再連係します。
FLM07020

データ・セット aaa(44) がグループ:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc に対して存在
しません。

解説: aaa(44) が指定したデータ・セットがありませ
ん。 このデータ・セットは、グループ bbbbbbbb およ
びタイプ cccccccc での操作に必須です。
ユーザー応答:

データ・セット aaa(44) を割り振るべ

SCLM メッセージ
きか判別し、必要であればそれを割り振ります。 デー
タ・セットが必要だが、その割り振りができない場合に
は、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: データ・セット aaa(44)
が、エラー・メッセージを出した機能用に必要であるか
どうかを判別します。 (データ・セットの機能使用法の
詳細については、ISPF ソフトウェア構成およびライブ
ラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き
を参照してください。) 必要であればデータ・セットを
割り振るか、または、現行機能にそのデータ・セットを
使用すべきでないことをユーザーに知らせます。
FLM07030

グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb デ
ータ・セット名: ccc(44) のパージの失
敗。コード: ddd

解説: データ・セット ccc(44) 内の指定のグループお
よびタイプからメンバーをパージしている間に、エラー
が発生しました。
可能な戻りコードは次のとおりです。
8

データ・セット ccc(44) が、別のジョブ専用に
割り振られています。

12

データ・セット ccc(44) へアクセス中に、入出
力エラーが発生しました。

16

SCLM がデータ・セット ccc(44) を割り振れま
せん。

20

SCLM 内部エラーが起こったか、データ・セッ
トへの適切なセキュリティー・アクセスをユー
ザーが持っていません。

ユーザー応答: データ・セット ccc(44) が存在し、か
つ、それが別のジョブ専用に割り振られていないことを
確認します。 データ・セットへの適切なセキュリティ
ー・アクセスをユーザーが持っているか確認します。
ジョブをもう一度実行依頼します。

FLM07032

解説: SCLM は、入力データ・セットを作成できませ
んでした。スペース不足状態が理由と思われます。
可能な戻りコードは次のとおりです。
16

データ・セットのスペース不足。

20

データ・セットへのアクセスが失敗。

ユーザー応答:
うにします。

警告。グループ: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb からメンバーが欠落しているた
め、メンバーのパージ不可。

解説: タイプ bbbbbbbb の 1 つまたは複数のメンバー
が欠落しています。 グループ aaaaaaaa 内にあるの
は、会計情報だけです。 会計情報が削除されます。
ユーザー応答: プロモーションに組み込まれていたメ
ンバーが、グループ aaaaaaaa になかったことを検査し
ます。

戻りコードが以下の場合には、次のよ

16

データ・セットを圧縮して、ジョブをもう一度
実行依頼します。 エラーが続くようであれ
ば、プロジェクト管理者に知らせてください。

20

プロジェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

16

FLMALLOC マクロの RECNUM サイズを増や
します。 データ・セット番号は、その変換プ
ログラムの FLMALLOC データ・セットの相
対位置を識別します。

20

適切なデータ・セット・アクセス保護レベルを
割り当てます。

FLM08500

バージョン付けの実行エラー。

解説: バージョン付けを行っている間に、処理エラー
が発生しました。
ユーザー応答: 現行メッセージで印刷されたエラー・
メッセージを調べて、問題の原因を判別します。
FLM08501

プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが 20 の場合
には、SCLM プログラム・サポートに連絡してくださ
い。
FLM07031

変換プログラム: aaaaaaaa についての
IOTYPE=S 入力データ・セットの組み立
てエラー。データ・セット番号: bbb コー
ド: ccc

バージョン・データ・セットへのメンバー
の複写エラー。コード aaa グループ
bbbbbbbb タイプ cccccccc メンバー
dddddddd バージョン・データ・セット
eeeeeeee

解説: SCLM メンバーをバージョン・データ・セット
へ複写している間に、エラーが発生しました。 メンバ
ーはバージョン付けされませんでした。
aaa に可能なコードは次のとおりです。
8

バージョン PDS の LRECL、DSORG または
RECFM が無効、バージョン PDS 内のメンバ
ーが壊れている、あるいは、一時バージョン・
データ・セットを割り振ることができませんで
した。 メッセージ FLM39203、FLM39222 ま
たは FLM39225 を参照してください。
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注: このメッセージが、メッセージ FLM39203
またはメッセージ FLM39222 と共に出さ
れない場合には、メンバーがバージョン・
データ・セット (VERPDS) 内で修正され
ていないか検査します。 これが修正され
ている場合には、新しいメンバーに保管し
たいテキストを複写して、新しいメンバー
を作成します。次に、編集セッションを取
り消します。 バージョン・データ・セッ
トが壊されました。 このことをプロジェ
クト担当管理者に知らせ、メンバーに関連
したバージョンをすべて削除してから、そ
の古い名前でメンバーを再作成します。
12

16

バージョン PDS をオープンできませんでし
た。 メッセージ FLM39200 を参照してくださ
い。
ソース・データ・セットをオープンできません
でした。 メッセージ FLM39200 を参照してく
ださい。

20

バージョン PDS をオープンできませんでし
た。 メッセージ FLM39225 を参照してくださ
い。

1xx

SuperCU が失敗 (100 + SuperCU の戻りコー
ド)。 メッセージ FLM39220 を参照してくだ
さい。 SuperCU の戻りコードの意味について
は、SuperCU の資料を参照してください。

ユーザー応答: データ・セットが割り振られており、
カタログされており、かつ、SCLM にアクセス可能であ
ることを確認します。これらの条件が満たされていない
場合には、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: データ・セットを割り振
る、カタログする、または SCLM にアクセス可能にし
ます。
FLM09002

解説: データ・セット aaa(26) には、報告出力が含ま
れます。これは、単なる通知メッセージです。
FLM09004

ユーザー応答: 各戻りコードに関する参照メッセージ
を見て、取るべき処置を判別します。
FLM08502
解説:
た。

バージョンからのソース再構築エラー。コ
ード: aaa

指定されたバージョンの検索処理が失敗しまし

aaa に可能なコードは次のとおりです。
8

バージョン、メンバー、または検索データ・セ
ットが見付かりません。

32

バージョン・データ・セット解放のエラー。

48

バージョン・データが壊れています。

1nn

デルタ・データ処理のエラー。 nn に入りうる
値については、メッセージ FLM39220 を参照
してください。
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メッセージは aaa(26) 内に現れます。

解説: データ・セット aaa(26) には、メッセージ出力
が含まれます。これは、単なる通知メッセージです。
FLM09006

リストは aaa(26) 内に現れます。

解説: データ・セット aaa(26) には、リスト出力が含
まれます。これは、単なる通知メッセージです。
FLM09008

戻りコード = aaaaaaaa

解説: この機能の戻りコードは aaaaaaaa です。 これ
は、単なる通知メッセージです。
FLM20001

メッセージにおいて、bbbbbbbb はバージョン付けされ
るグループ、cccccccc はバージョン付けされるタイプ、
dddddddd はバージョン付けされるメンバー、eeeeeeee
はバージョン PDS の完全に修飾されたデータ・セット
名です。

報告書は aaa(26) に現れます。

構文解析プログラム・リストが作成される
場合には、これは DSN: aaa(44) に示さ
れます。

解説: 構文解析プログラムが生成するリストはすべ
て、データ・セット aaa(44) に示されます。
ユーザー応答: 構文解析プログラム・リストが作成さ
れた場合には、通知またはエラー情報に関してその構文
解析プログラム・リストを検査し、それに従って応答し
ます。 構文解析プログラム・リストが作成される予定
であったのに、作成されなかった場合には、担当のプロ
ジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: DSNAME (DSN) 値がブラ
ンクで、構文解析プログラム・リストが作成されるべき
であった場合には、言語定義を検査して構文解析プログ
ラム・リストが PRINT=I または PRINT=Y のオプショ
ンの指定で割り振られていることを確認します。
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FLM20002

編集しているメンバーのバージョンに、そ
れが見付かった先の階層レベルの会計レコ
ードがありません。 SCLM 制御の階層内
に、別のバージョンがあります。

解説: 編集するために選択したメンバーは、2 つの異
なった場所の階層内に存在しています。 メンバーのテ
キストが見付けられたグループが、会計レコードの最初
のオカレンスが見付けられたグループと異なります。編
集しているバージョンが古い可能性があります。
MIGRATE または SAVE を行わずに、誰かがこのメン
バーのバージョンを階層内のグループに複写した可能性
があります。
ユーザー応答: これが、編集を行いたいメンバーの正
しいバージョンであるか検査します。 正しいバージョ
ンでなければ、現行の編集セッションを取り消し、ライ
ブラリー・ユーティリティーを使用してバック・レベル
のバージョンを削除してから、もう一度そのメンバーを
編集します。 データの損失を防ぐために、2 つのバー
ジョンを手操作で組み合わせる必要があるかどうかをま
ず最初に確かめてからでなければ、メンバーをプロモー
トすべきではありません。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義の
FLMALTC パラメーターを検査します。 メンバー、お
よび会計情報を格納するために、同じデータ・セットを
使用する 2 つのグループを持っていることがありま
す。 これは、データ保全性の問題につながります。 1
つのグループのプロモート経路を変更して、そのグルー
プが互いに影響しあわないようにするか、または、1 つ
のグループの FLMALTC マクロに指定されている
DSNAME を変更します。
FLM30001

変更コードの削除はこのユーティリティー
ではサポートされません。

解説: 変更コードの削除要求が、この要求をサポート
しないユーティリティーから指定されました。 変更コ
ードは削除されませんでした。
FLM30002

ユーザー項目の削除はこのユーティリティ
ーではサポートされません。

解説: ユーザー項目の削除要求が、この要求をサポー
トしないユーティリティーから指定されました。 ユー
ザー項目は削除されませんでした。
FLM32101

FLM32102

移行モードが無効: X が指定されました。
有効な値は、C (条件付き)、U (無条件)、
F (強制) です。

解説: FLMCMD サービスの移行モード・パラメーター
が無効です。
ユーザー応答: パラメーターに適切な数値が指定され
たか検査します。 次の値のうちの 1 つを使用して、再
試行します。
C
条件付き (省略時値)
U
無条件
F
強制
FLM32201

データ・セット名前: aaa(44) グループ:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc のディレクト
リーの読み取り不可コード: ddd

解説: データ・セット aaa(44) のディレクトリーの読
み取りを試みている間に、エラーが発生しました。
可能な戻りコードは次のとおりです。
16

SCLM がデータ・セットをオープンできませ
ん。

20

データ・セット・ディレクトリーの読み取りを
試みている間に、内部エラーが発生しました。

ユーザー応答: データ・セットを表示するために、
SCLM 編集プログラムを使用してデータ・セット・ディ
レクトリーにアクセスできるか検査します。 データ・
セットを表示できない場合には、問題を訂正してからジ
ョブをもう一度実行依頼します。 考えられる問題とし
ては、データ・セットが待機状態であるか、データ・セ
ットに有効なディレクトリーが含まれていないことがあ
げられます。
FLM32302

選択基準に一致するメンバーがありませ
ん。

解説: PROJECT、GROUP、TYPE およびメンバーに提
供された入力パラメーターに一致するメンバーがないた
め、移行ユーティリティーは SCLM 制御へのメンバー
の移行を行いませんでした。 SCLM は移行するものを
何も見付けられませんでした。
ユーザー応答: 指定された PROJECT、GROUP、TYPE
およびメンバー・パラメーターが正しいか検査します。
移行を行いたい情報が、指定されたパラメーターに準じ
た適切なデータ・セット内にあるか確認します。

移行ユーティリティーの開始 - bbbbbbbb
の aaaaaaaa

解説: 移行作業が開始されました。 aaaaaaaa はメッ
セージ時刻です。 bbbbbbbb はメッセージ日付です。こ
れは、単なる通知メッセージです。
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FLM32303

されます。 DD 名が指定されている場合には、これを
割り振る必要があります。

移行に必要な選択基準に一致するメンバー
がありません。

ユーザー応答: 移行リストにユーザー指定の DD 名が
割り振られているか検査します。ジョブをもう一度実行
依頼します。

解説: PROJECT、GROUP、TYPE およびメンバー・パ
ラメーターに一致する SCLM 制御下でないメンバーが
ないため、移行ユーティリティーは SCLM 制御へのメ
ンバーの移行を行いませんでした。 SCLM がメンバー
に関する正確な会計情報を持っていれば、そのメンバー
は SCLM 制御下にあると見なされます。

FLM32401
解説:

ユーザー応答: 移行されるメンバーが SCLM 制御下に
は入っておらず、かつ、それらが PROJECT、GROUP、
TYPE およびメンバー・パラメーターに一致するか検査
します。

移行ユーティリティーが処理を終了しました。

ユーザー応答: この報告の状況に関する補足情報につ
いては、このメッセージとともに画面に表示される付随
メッセージを参照してください。
FLM32501

FLM32304

移行ユーティリティーが完了。

警告。次のメンバーに関して新しい会計レ
コードが生成されます。グループ:
dddddddd の会計レコードに基づく、メン
バー: aaaaaaaa グループ: bbbbbbbb タイ
プ: cccccccc メンバーをプロモートする前
に、変更内容を組み合わせる必要がある場
合があります。

解説:

これは、単なる通知メッセージです。

FLM32502
解説:

エクスポート・ユーティリティーの呼び出
し。

これは、単なる通知メッセージです。

解説: 強制モードでの移行は、グループ bbbbbbbb お
よびタイプ cccccccc でのメンバー aaaaaaaa に関する
新しい会計レコードを生成します。新しい会計レコード
は、これに基づいています。 許可コードが移行により
変更された場合には、メンバーをプロモートする前に、
すべての変更内容がグループ dddddddd の変更内容と組
み合わせられたことを確認します。

FLM32503

ユーザー応答: メンバーをプロモートする前に、変更
内容が組み合わせられることを確かめます。

解説:

解説:

移行ユーティリティーの呼び出し。

インポート・ユーティリティーの呼び出
し。

これは、単なる通知メッセージです。

FLM32504

削除グループ・ユーティリティーの呼び出
し。

これは、単なる通知メッセージです。

|
|
|

FLM32600

解説: 移行メッセージ用に指定した DD 名が割り振ら
れませんでした。 サービスを使用して移行機能を呼び
出す場合には、移行メッセージ用の DD 名は任意選択
です。 指定されていない場合には、移行報告書は端末
へ省略時解釈されます。 DD 名が指定されている場合
には、これを割り振る必要があります。

|
|

解説: 日付は、各国語形式で 4 桁の年になっていなけ
ればなりません。

|
|
|

ユーザー応答: マイグレーション・サービスの日付パ
ラメーターを訂正し、再びサービスを実行してくださ
い。

ユーザー応答: 移行メッセージ用にユーザー指定の DD
名が割り振られているか検査します。ジョブをもう一度
実行依頼します。

|
|
|

FLM32605

|
|

解説: 時刻は、各国語形式になっていなければなりま
せん。

|
|
|

ユーザー応答: マイグレーション・サービスの時刻パ
ラメーターを訂正し、再びサービスを実行してくださ
い。

FLM32310

FLM32320

移行メッセージに対するユーザー定義の
DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

移行リストに対するユーザー定義の DD
名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: 移行リスト用に指定した DD 名が割り振られま
せんでした。 サービスを介して移行機能を呼び出す場
合には、移行リスト用の DD 名は任意選択です。 指定
されていない場合には、移行リストは端末へ省略時解釈
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DATE PARAMETER IS NOT IN A
VALID FORMAT FOR THE MIGRATE
UTILITY. DATE: aaaaaaaaaa

TIME PARAMETER IS NOT IN A
VALID FORMAT FOR THE MIGRATE
UTILITY. DATE: aaaaaaaaaa
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| FLM32630
|
|
|
|
|

USER DEFINED DDNAME: aaa FOR
MIGRATE REPORT NOT ALLOCATED

解説: マイグレーション・サービスを実行する前にマ
イグレーション・サービスのレポート DD 名を割り振
る必要があります。 DD 名をデフォルト出力装置 (端末
など) に割り振るには、DD 名をブランクにします。

FLM35002

スナップショット・メッセージに対してユ
ーザーが定義した DDNAME: aaaaaaaa
が未割り振り。

解説: RM スナップショット・ユーティリティー メッ
セージに指定された DD 名が、データ・セットに割り
振られませんでした。

| ユーザー応答: マイグレーション・サービスを呼び出
| す前にデータ・セットを割り振るか、DD 名パラメータ
| ーをブランクに設定してください。

ユーザー応答: レコード長 80、ブロック・サイズ 80
文字、および固定長ブロックのレコード形式の指定で、
メッセージ DD 名をデータ・セットに割り振ります。

| FLM32635
|

FLM35003

DATE REQUIRED IF TIME
REQUESTED

グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
会計メンバー名検索エラー。

| 解説: 時刻パラメーターは要求されましたが、日付パ
| ラメーターが要求されませんでした。

解説: SCLM タイプのメンバー名リストを検索中に、
VSAM エラーが起こりました。

| ユーザー応答: 日付と時刻を共にマイグレーションす
| るには、日付パラメーターをサービス・コールに追加し
| てください。日付と時刻なしでマイグレーションする場
| 合は、時刻パラメーターをサービス・コールから除去し
| てください。

ユーザー応答:
ます。

| FLM32640
|

TIME REQUIRED IF DATE
REQUESTED

| 解説: 日付パラメーターは要求されましたが、時刻パ
| ラメーターが要求されませんでした。
| ユーザー応答: 日付と時刻を共にマイグレーションす
| るには、時刻パラメーターをサービス・コールに追加し
| てください。日付と時刻なしでマイグレーションするに
| は、日付パラメーターをサービス・コールから除去して
| ください。
FLM35000

スナップショット・ユーティリティーの開
始 - bbbbbbbb の aaaaaaaa

解説: RM スナップショット・ユーティリティー は正
常に開始されました。

FLM35004

スナップショット・バッチ・コマンド・フ
ァイルに対してユーザーが定義した
DDNAME: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: バッチ・コマンド・ファイルに指定された DD
名が、データ・セットに割り振られませんでした。
ユーザー応答: バッチ・コマンド・ファイルの DD 名
を、userid.xxxxxxxx.CMDS データ・セットに割り振りま
す (xxxxxxxx は RM バージョンおよびシステム命名規
則に関連します)。

階層からのグループ・リスト検索エラー。

解説: 階層から基本グループのリストを検索中に、エ
ラーが起こりました。
ユーザー応答: すべてのグループが有効、かつ、指定
されたプロジェクトに定義されていることを確認しま
す。
FLM35005

バッチ DD 名とメッセージ DD 名は別に
します。

解説: RM スナップショット・ユーティリティー は、
バッチ・コマンド・ファイルおよびメッセージ・ファイ
ルの両方に指定されている同じ DD 名で呼び出されま
した。
ユーザー応答: バッチ・コマンド・ファイルとメッセ
ージ・ファイルに、異なった DD 名を指定します。
FLM35006

FLM35001

VSAM データベースの整合性を検査し

dddddddd のプロジェクト: bbbbbbbb およ
びグループ: cccccccc のスナップショット
aaaaaaaa、コード: eee

解説: このメッセージは、RM スナップショット・ユ
ーティリティー の完了状況を示します。 aaaaaaaa
は、プロジェクト bbbbbbbb およびグループ cccccccc
に関して、これが正常に終了したかどうかを示す状況フ
ィールドです。 プログラム戻りコードは、eeeeeeee と
して戻されます。
ユーザー応答:
うにします。
0

戻りコードが以下の場合には、次のよ

なし。
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4

警告条件の詳細に関して生成されたメッセージ
を見ます。

8

目的コードは、別の組み立てマップによってす
でに生成されています。

8

エラー条件の詳細に関して生成されたメッセー
ジを見ます。

9

総称組み立てマップの出力は、別の組み立てマ
ップによってすでに生成されています。

12

エラー条件の詳細に関して生成されたメッセー
ジを見ます。

10

ロード・モジュールは、別の組み立てマップに
よってすでに参照されています。

>12

SCLM は SCLM ID 情報を検索できなかった
ため、メッセージを生成しません。

ユーザー応答: 戻されたエラー・コードに基づいて、
組み立てマップのステートメント dddddddd の妥当性を
検査します。

FLM35007

APT サブモデル・マッピング・テーブル
に有効な項目がありません。 処理が停止
されました。

解説: 適切な APT エンティティー・タイプを用いて
SCLM タイプをマップするマッピング・テーブルが空で
あるか、あるいは、無効な項目やコメントだけしか含ま
れていません。
ユーザー応答: マッピング・テーブルが存在するか、
適切なデータ・セット内にあるか、および、少なくとも
1 つの有効な項目が入っているかを検査します。 質問
があれば、プロジェクト管理者に問い合わせてくださ
い。
FLM35008

グループ: cccccccc の組み立てマップ:
aaaaaaaa タイプ bbbbbbbb に関する警
告。ステートメント dddddddd コード
eee、組み立てマップは無視されました。

解説: 組み立てマップ aaaaaaaa の処理中に、エラー
が起こりました。ステートメントは dddddddd で、エラ
ー・コードは eeeeeeee です。 エラー・コードは次のと
おりです。
1

所定の SCLM タイプ内に項目がないか、
SCLM タイプが間違った APT タイプにマップ
します。

2

SCLM タイプが一致しません (同じ APT タイ
プの重複した項目があります)。

3

複数の SINC ステートメントが、CC 組み立て
マップ内に見付かりました。

4

組み立てマップ内に複数のリスト参照がありま
す (すべての OUTX および LIST キーワード
のセットに、複数のキーワードがあります)。

5

複数の LOAD ステートメントが、LEC 組み立
てマップ内に見付かりました。

6

総称組み立てマップ内の SCLM タイプが、マ
ッピング・テーブルに見付かりません。

7

組み立てリストは、別の組み立てマップによっ
てすでに参照されています。
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FLM35009

グループ: bbbbbbbb で開始するプロジェ
クト: aaaaaaaa にメンバーがありませ
ん。

解説: これは警告メッセージで、グループ bbbbbbbb
で開始するプロジェクト aaaaaaaa のメンバーが見付か
らなかったことを示します。
ユーザー応答: 指定されたプロジェクトにメンバーが
ないことを検査します。
FLM35010

入力パラメーター: aaaaaaaa が無効で
す。 有効な値は、
LOAD、MERGE、DELETE です。

解説: このメッセージは、RM スナップショット・ユ
ーティリティー の呼び出し時に、無効なアクションが
指定されたことを示します。 有効アクションは
LOAD、MERGE、DELETE です。
ユーザー応答: 省略時アクション (LOAD) を使用する
か、あるいは、LOAD、MERGE または DELETE のい
ずれかのアクションを明示して、FLMCMD を呼び出し
ます。
FLM35011

SCLM タイプが、行:aaa(72) で 8 文字を
超えています。

解説: これは警告メッセージで、マッピング・テーブ
ルのステートメントに 8 文字を超える無効な SCLM タ
イプがあることを示します。 マッピング・テーブルの
制約事項の完全なリストは、ISPF ソフトウェア構成お
よびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者
の手引き に記載されています。
ユーザー応答: プロジェクト管理者に連絡して、マッ
ピング・テーブルの形式規則に従うようにマッピング・
テーブルを変更してもらいます。
プロジェクト管理者の応答:
変更します。

マッピング・テーブルを

SCLM メッセージ
FLM35012

重複する SCLM タイプ: aaaaaaaa がマ
ッピング・テーブルにあります。

解説: このエラー・メッセージは、重複する SCLM タ
イプがマッピング・テーブルに見付かったことをユーザ
ーに知らせます。
ユーザー応答: プロジェクト管理者に連絡して、マッ
ピング・テーブルを更新し、重複する SCLM タイプを
除去してもらいます。
プロジェクト管理者の応答:
変更します。
FLM35013

マッピング・テーブルを

グループ: dddddddd の重複組み立てマッ
プ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb 言語:
cccccccc は無視されました。

解説: 同一名 aaaaaaaa かつ同じ APT タイプを持つ組
み立てマップが、RM スナップショット・ユーティリテ
ィー によってすでに処理されているため、組み立てマ
ップ aaaaaaaa は無視されました。

FLM35016

グループ: cccccccc の組み立てマップ:
aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の警告。 タ
イプ: eeeeeeee の参照組み立てマップ
dddddddd は無視されました。

解説: RM スナップショット・ユーティリティー によ
ってすでに無視されている組み立てマップ dddddddd の
参照を行ったため、組み立てマップ aaaaaaaa は無視さ
れました。
ユーザー応答: 組み立てマップ aaaaaaaa が参照する
組み立てマップが、RM スナップショット・ユーティリ
ティー の前提事項および制約に基づいた有効なもので
あるかどうかを調べます。
FLM35017

重複メンバー: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb は無視されました。

ユーザー応答: 同じ APT エンティティー・タイプへマ
ップする組み立てマップがすべて固有であるかどうかを
調べます。

解説: 同一名 aaaaaaaa かつ同じ APT タイプを持つメ
ンバーが、RM スナップショット・ユーティリティー
によってすでに処理されているため、メンバー
aaaaaaaa は無視されました。 メンバーがリストで、組
み立てマップ内で後で参照される場合には、そのリスト
の組み立てマップ・ステートメントは無視されますが、
残りの組み立てマップはサポートされます。

APT 名: aaa(32) はマッピング・テーブル
ではサポートされません。

ユーザー応答: 同じ APT エンティティー・タイプへマ
ップするメンバー名がすべて固有であるかどうかを調べ
ます。

FLM35014

解説: APT エンティティーとして指定された名前
aaa(32) は、マッピング・テーブルではサポートされま
せん。
ユーザー応答: APT 名 aaa(32) を有効な APT 値と照
合してください。APT 値のリストは、ISPF ソフトウェ
ア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェク
ト管理者の手引き に記載されています。
FLM35015
解説:

組み立てマップ言語: aaaaaaaa は、組み
立てマップ bbbbbbbb には無効です。

FLM35018

組み立てマップ: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb のアーキテクチャー・メンバー
がありません。

解説: RM スナップショット・ユーティリティー によ
って参照される組み立てマップのアーキテクチャー定義
aaaaaaaa が見付かりませんでした。
ユーザー応答: 組み立てマップを生成したアーキテク
チャー定義 aaaaaaaa がまだ存在しているかを調べま
す。

組み立てマップ bbbbbbbb の言語は無効です。

ユーザー応答: 組み立てマップ言語が、次のうちの 1
つであるかどうかを調べます。 CCMAP、GLMAP、
LECMAP または HLMAP。上記の言語でない場合に
は、カスタマー・サポート・センターに連絡してくださ
い。

FLM35019

SCLM タイプ: aaaaaaaa に APT 名が欠
落しています。

解説: これは警告メッセージで、マッピング・テーブ
ルのステートメントに無効な形式があることを示しま
す。 SCLM タイプの後に APT 名がありませんでし
た。 マッピング・テーブルの制約事項の詳細について
は、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機
能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参照してく
ださい。
ユーザー応答: プロジェクト管理者に連絡して、マッ
ピング・テーブルの形式規則に従うようにマッピング・
第3章 SCLM メッセージ
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テーブルを変更してもらいます。
プロジェクト管理者の応答:
変更します。
FLM35020

APT 名が 32 文字を超過:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

解説: これは警告メッセージで、マッピング・テーブ
ルのステートメントに 32 文字を超える無効な APT 名
があることを示します。 マッピング・テーブルの制約
事項および有効な APT 項目タイプの詳細については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参照してくださ
い。
ユーザー応答: プロジェクト管理者に連絡して、マッ
ピング・テーブルの形式規則に従うようにマッピング・
テーブルを変更してもらいます。
プロジェクト管理者の応答:
変更します。
FLM35021

マッピング・テーブルを

無効な構成番号: aaaaaaaa がスナップシ
ョット・サービスに入力されました。

解説: 非数値または負の構成番号が、RM スナップシ
ョット・サービスに指定されました。
ユーザー応答:
ます。
FLM35022

FLM39002

マッピング・テーブルを

構成番号が数値であるかどうかを調べ

マッピング・テーブル・データ・セット名
の割り振りエラー。

解説: マッピング・テーブルのデータ・セットへの DD
名割り振りにおいて、エラーが発生しました。
ユーザー応答: 指定されたマッピング・テーブル・デ
ータ・セットが有効であるか、およびそのデータ・セッ
トが FLMCNTRL マクロの SNAPMAP パラメーターに
指定されているかどうかを調べます。

解説: 監査レコードが SCLM 監査およびバージョン・
ユーティリティー - 入力パネルに指定されたレベルで見
付からないか、または VSAM レコードが検索できませ
んでした。 可能な戻りコードは次のとおりです。
8
メンバー dddddddd のバージョン・レコードを
見付けることができませんでした。
12
VSAM レコードを適切にデコードできません
でした。
16
SCLM 監査およびバージョン・ユーティリティ
ー - 入力パネルに指定されたグループが無効で
す。
20
バージョン・データ・セットの読み取り時の入
出力エラー。
ユーザー応答: 次の戻りコードがあります。
8
メンバーが存在し、かつ SCLM 制御下にある
ことを検査します。 上記の条件が満たされて
いる場合には、プロジェクト管理者に連絡して
ください。
16
SCLM 監査およびバージョン・ユーティリティ
ー - 入力パネルに有効なグループを指定しま
す。
20
プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 次の戻りコードがありま
す。
8
バージョン・データ・セットに対して、ユーザ
ーが適切なアクセス権限を持っているか検査し
ます。 また、使用中のプロジェクト定義が適
切なバージョン・データ・セットにアクセスし
ているかも検査します。
20
IDCAMS をバージョン・データ・セットに対
して実行して、問題を判別します。
FLM39003

FLM35298

スナップショット・バッチ・コマンド・フ
ァイルは aaa(36)(bbbbbbbb) に表示されま
す。

解説: RM スナップショット・ユーティリティーが生
成するバッチ・コマンド・ファイルは、データ・セット
aaa(36) にメンバー名 bbbbbbbb として表示されます。
FLM35299

スナップショット・ユーティリティー完了
- bbbbbbbb の aaaaaaaa

解説: RM スナップショット・ユーティリティー が完
了しました。
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バージョン / 監査レコードがありませ
ん。コード: aaa グループ: bbbbbbbb タ
イプ: cccccccc メンバー: dddddddd 日付:
eeee 時刻: ffff

バージョン / 監査レコードが指定された
レベルにありません。コード: aaa グルー
プ: bbbbbbbb タイプ: cccccccc メンバー:
dddddddd 日付: eeee 時刻: ffff

解説: これは警告メッセージで、監査レコードが、
SCLM 監査およびバージョン・ユーティリティー - 入
力パネルに指定されたレベルでは見付からなかったが、
それよりも高いレベルで見付かったことを示します。
可能な戻りコードは次のとおりです。
4
レコードが高位レベルで見付かりました。

SCLM メッセージ
FLM39010

ディレクトリー情報の更新エラー、メンバ
ー: aaaaaaaa データ・セット名: bbb(44)
コード: ccc

解説: SCLM は、バージョン検索受け入れ先データ・
セット内のこのメンバーのデータ・セット・ディレクト
リーを更新できませんでした。
可能な戻りコードは次のとおりです。
4

RECFM=U の指定で割り振られているデータ・
セットのディレクトリー情報を更新することは
できません。

8

ディレクトリーからメンバー名を獲得すること
ができません。

12

ファイルがクローズされていません。

16

ファイル制御ブロックが NIL です。

20-36

入出力エラーが発生したことを示します。

24

これは、目標データ・セットにアクセスできな
かったことを示すこともあります。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
絡してください。
FLM39011

弊社サポート部門まで連

メンバーがバージョン・データ・セットに
ありません。コード: aaa グループ:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc メンバー:
dddddddd 日付: eeee 時刻: ffff PDS:
gggggggggg システム: hhhhhhhh

解説: メンバー dddddddd がバージョン gggggggggg
データ・セットにありません。 コード aaa は常に 8
です。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: バージョン PDS ファイル
が別個に復元されなかったか検査します。 バージョン
VSAM ファイルとバージョン PDS ファイルは常に整合
していなければなりません。バージョン PDS が手作業
で復元または更新されていなければ、そのファイルは壊
されています。 データが失われました。
FLM39012

選択リスト検索エラー。コード: aaa グル
ープ: bbbbbbbb タイプ: cccccccc メンバ
ー: dddddddd 日付: eeee 時刻: ffff

8
12

監査データベースの読み取り時に論理エラーが
起こりました。
監査データベースの読み取り時に物理的入出力
エラーが起こりました。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 監査 VSAM データベース
の整合性を検査します。 データベースの問題が見付か
った場合には、IDCAMS を使用してそのデータベース
を再割り振りします。
FLM39114

バージョン検索データ・セット: aaa(44)
のレコード長とソース・データ・セット:
bbb(44) のレコード長に互換性がありませ
ん。

解説: SCLM 監査およびバージョン・ユーティリティ
ー - 入力パネルに指定された検索受け入れ先データ・セ
ット名の論理レコード長が、バージョン付けされたメン
バーの元のソース・データ・セットの論理レコード長よ
りも短い。検索はできません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 検索受け入れ先順次デー
タ・セット名を、ソース・データ・セットの LRECL と
同じかそれよりも大きい LRECL を持つものに変更する
か、あるいは、ソース・データ・セットの LRECL と同
じかそれよりも大きい LRECL を持つデータ・セットを
割り振ります。
FLM39200

データ・セット: aaa(44) の統計検索エラ
ー、コード: bbb

解説: 指定されたデータ・セット aaa(44) の属性の検
索エラー。 コード bbb に可能な値は次のとおりです。
4

データ・セット解放エラー

8

DCB 属性リストの解放エラー、またはディレ
クトリー・ブロック情報の獲得エラー。

12

DCB 属性を獲得できませんでした。

16

データ・セットがありません。

20

重大な内部エラー。

ユーザー応答: データ・セット が存在し、カタログさ
れているかを調べます。

解説: バージョン付けメンバー選択リストの作成を試
みている間に、エラーが発生しました。 可能な戻りコ
ードは次のとおりです。
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FLM39203

DD 名: aaaaaaaa のシステム名検索エラ
ー、コード: bbb

解説: システム・カタログ内に DD 名 aaaaaaaa を見
付けだせません。 コード bbb に可能な値は次のとおり
です。
4

DD 名が間違っているか、最初の一時バージョ
ン・ファイルに未割り振り。

8

DD 名が間違っているか、2 番目の一時バージ
ョン・ファイルに未割り振り。

更されています。 その他のバージョン・データ・セッ
トが データ・セット・セキュリティー 製品で保護され
ていることを確認します。
FLM39220

SUPERCU のエラー。 コード: aaa

解説: SUPERCU からエラーが受け取られました。 コ
ード aaa に可能な値は次のとおりです。
16

一時入力データ・セットでのエラー。

24

一時出力データ・セットでのエラー。

DD 名が間違っているか、新しい一時バージョ
ン・ファイルに未割り振り。

26

SVC 99 エラー。

28

出力データ・セット (異常終了 E37)

20

DD 名が間違っているか、全一時ソース・ファ
イルに未割り振り。

33

バージョン・データが破壊されています。

34

24

DD 名が間違っているか、一時デルタ・ファイ
ルに未割り振り。

1xx

LM サービスの失敗 (FLMVSDSS によって呼
び出される)。 弊社サポート部門まで連絡して
ください。

出力ファイルのハッシュ・エラー。 バージョ
ン・データが壊されていると思われます。
VERPDS データ・セットの整合性に問題があり
ます。

16

ユーザー応答: 操作を再試行します。 エラーが続くよ
うであれば、プロジェクト管理担当者に連絡してくださ
い。
プロジェクト管理者の応答: ユーザーが一時データ・
セットの割り振りを許可されているかを調べます。 こ
のエラーにより、システム上に DASD 問題が生じるこ
とがあります。

出力ファイルのハッシュ・エラー。
48

比較を実行するための記憶域が不十分です。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者の応答: 上記のコードが十分に役
立たない場合には、弊社サポート部門まで連絡してくだ
さい。
FLM39222

FLM39218

バージョン PDS に一致する日付が見付
かりません。

解説: バージョン選択パネルに指定された日付 / 時刻
のメンバーが、バージョン・データ・セットに見付かり
ませんでした。 バージョン PDS が壊れています。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: バージョン・データ・セ
ットが、データ・セット・セキュリティー 製品で保護
されていることを確認します。誰もバージョン・デー
タ・セットを編集しなかったかを調べます。 弊社サポ
ート部門まで連絡してください。
バージョン PDS の最初のレコードが見
出し / 区切りレコードではありません。

解説: バージョン・データの最初のレコードが見出し
レコードではありません。
ユーザー応答:

プロジェクト管理者に連絡します。

プロジェクト管理者の応答:
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バージョン PDS の LRECL、DSORG
または RECFM が無効。

解説: バージョン・データ・セットが間違って割り振
られました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: バージョン PDS が存在し
ているかを検査します。 バージョン PDS が適切に割
り振られていることを確認します。バージョン区分デー
タ・セットの詳細については、ISPF ソフトウェア構成
およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理
者の手引き を参照してください。
FLM39225

FLM39219

プロジェクト管理者に連絡してくださ

古いバージョン・データ・セットの割り振
りエラー、コード: aaa

解説: バージョンを含むメンバーがないか、または、
メンバーがバージョン PDS 内で壊れています。 バー
ジョン PDS が手作業で破壊された場合にのみ、これが
起こります。 コード aaa に可能な値は次のとおりで
す。
8

SVC 99 エラー。

SCLM メッセージ
| 20
|
|
|
|
|

指定されたファイル属性が無効です。これは次
のいずれかである可能性があります。数値デー
タが数値でない、スペースがトラック、K バイ
ト、ブロックなどで指定されていない、dsntype
がライブラリーに指定されていない、レコー
ド・フォーマットが無効などです。

要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。

| 24
|

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

| 28
|

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

データ・セットがありません。

| 32
|

要求データ・セットをオープンすることができ
ませんでした。

| 36

単位が指定されていません。

| >64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数):

|
|
|
|

528

要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。

|

5896

データ・セットがありません。

24

データ・セット編成が PO ではありません。

28

メンバーが見付かりません。

32

バージョン付けデータ・セットをオープンでき
ませんでした。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数)。
528

5896

ユーザー応答: このメッセージは、変換プログラムが
使用するデータ・セットの割り振り時にエラーが発生し
たことを示します。
戻りコード 8、32、または >64 を受け取った場合は、
操作を再試行してください。問題が再発したり、あるい
は、他の戻りコードを受け取った場合には、プロジェク
ト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: バージョン VSAM ファイ
ルまたはバージョン PDS が別個に復元されなかったか
検査します。 これらは常に整合していなければなりま
せん。 どちらか 1 つが復元されていない場合には、フ
ァイルは手作業で破壊されています。 データが失われ
ました。
戻りコードが以下の場合には、次のようにします。
>64
割り振り中に、SVC 99 からエラーが受け取ら
れました。 SVC 99 の戻りコードは、メッセ
ージ (aaa) に指定されます。 戻りコード SVC
99 については、MVS/ESA Programming:
Authorized Assembler Service Guide を参照して
ください。
FLM39226

一時バージョン・データ・セットの割り振
りエラー、コード: aaa

解説: 一時データ・セットの割り振りを試みている間
にエラーが発生しました。

| 可能な戻りコードは次のとおりです。
| 4
|

データ・セット名が入力から省略されていま
す。

| 8
|
|

SVC 99 エラー。戻りコードの詳細について
は、OS/390 MVS システム・コード、
GC88-6591 を参照してください。

| 12

パラメーターが無効です。

| 16
|
|

ボリュームが利用不能、あるいはデータ・セッ
ト名またはメンバーのメンバーまたは無効で
す。

| ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。エ
ラーが再発するようであれば、プロジェクト管理者に連
絡してください。

|
|
|
|
|

プロジェクト管理者の応答: すべてのデータ・セット
名が正しく定義されていて、存在していることを検査し
ます。一時データ・セットに対する FLMALLOC が正
しく指定されているかを検査してください。支援が必要
であれば、弊社サポート部門まで連絡してください。
FLM39228

ユーザー検索データ・セットの割り振りエ
ラー、コード: aaa

解説: 検索されるバージョンを含むべきデータ・セッ
トを割り振ることができません。 コード aaa に可能な
値は次のとおりです。
8

SVC 99 エラー。

ユーザー応答: SCLM 検索グループおよびタイプ また
はその他の SCLM 制御でない検索データ・セットへの
見出しのもとで、SCLM 監査およびバージョン・ユーテ
ィリティー - 入力パネルに正しく名前が指定されたかを
検査します。 名前が正しく指定されている場合には、
データ・セットが割り振られており、かつ、カタログさ
れているか検査します。
FLM39229

ユーザー検索データ・セットの解放エラ
ー。コード: aaa

解説: これはオペレーティング・システムの問題を示
します。 データ・セットが使用中に壊され、SVC 99
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がこれを解放できなくなりました。 SCLM バージョン
の排他制御下にある間に、別のプログラムがアクセスを
得て検索受け入れ先データ・セットを名前変更、消去、
あるいは破壊しました。 コード aaa に可能な値は次の
とおりです。
8

指定されたファイル属性が無効です。

24

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

28

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

32

要求メンバーは利用不能です。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数)。

SVC 99 エラー。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: オペレーティング・シス
テム・サポートへ連絡してください。
FLM40501

言語: aaaaaaaa に対して変換プログラム
が呼び出されませんでした。

解説: 言語 aaaaaaaa に対して、変換プログラムが呼
び出されませんでした。
ユーザー応答: 変換が必要な場合には、プロジェクト
管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 言語定義を調べて、言語
aaaaaaaa 用に変換が必要であるか検査します。 言語に
変換プログラムが含まれている場合には、少なくとも 1
つの変換プログラムが FLMTRNSL マクロの
FUNCTN=BUILD パラメーターを指定しているかを調べ
ます。
FLM40507

変換プログラム: bbbbbbbb についてのデ
ータ・セット: aaa(44) の割り振りエラ
ー。データ・セット番号: ccc コード: ddd

解説: 変換プログラム bbbbbbbb に対してデータ・セ
ット aaa(44) の割り振りを試みている間に、エラーが発
生しました。データ・セットはデータ・セット番号 ccc
に割り振られます。データ・セット番号は、このデー
タ・セットの割り振りに使用される FLMALLOC ステ
ートメントの位置を参照します。 たとえば、ccc=5 の
場合、エラー・メッセージはこの変換プログラムの 5
番目の FLMALLOC ステートメントに関連していま
す。
次のような問題が考えられます。
v 変換プログラムの FLMALLOC リストに複数の
IOTYPE=I が指定された可能性があります。
可能な戻りコードは次のとおりです。
8

SVC 99 エラー。

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

16

データ・セット名の欠落または誤り。
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528

要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。

5896

データ・セットがありません。

ユーザー応答: このメッセージは、変換プログラムが
使用するデータ・セットの割り振り時にエラーが発生し
たことを示します。
戻りコード 8、32、または >64 を受け取った場合は、
操作を再試行してください。問題が再発したり、あるい
は、他の戻りコードを受け取った場合には、プロジェク
ト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 戻りコードが以下の場合
には、次のようにします。
8
操作を再試行します。同じ問題が起こるようで
あれば、弊社サポート部門まで連絡してくださ
い。連絡してください。
12
SCLM 内部エラー。 弊社サポート部門まで連
絡してください。
注: 以下のコードの場合には、データ・セット番号は指
定の変換プログラムに関連した FLMALLOC マクロ
に対応することを知っておいてください。 (たとえ
ば、最初の FLMALLOC はデータ・セット 1、2 番
目はデータ・セット 2 というようになります。)
16
FLMALLOC をチェックして、データ・セット
名が正しく指定されたか確認します。
20
FLMALLOC をチェックして、すべてのデー
タ・セット属性が正しく指定されたか確認しま
す。
24
FLMALLOC をチェックして、区分データ・セ
ットが望まれた時に順次データ・セットが指定
されなかったことを確認します。
28
FLMALLOC をチェックして、正しいメンバー
名が指定されたことを確認します。
32
詳細は、戻りコード 8 を見てください。
>64
割り振り中に、SVC 99 からエラーが受け取ら
れました。 SVC 99 の戻りコードは、メッセ
ージ (ddd) に指定されます。戻りコード SVC
99 については、OS/390 MVS システム・コー
ド、GC88-6591 を参照してください。
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FLM40510

変換プログラム: bbb(16) に対するデー
タ・セット: aaa(44) の割り振りエラー。
コードccc

解説: 変換プログラム bbb(16) に対するデータ・セッ
ト aaa(44) の割り振りを試みている間に、エラーが発生
しました。このデータ・セットには、呼び出される変換
プログラムが含まれていなければなりません。
可能な戻りコードは次のとおりです。
8

SVC 99 エラー。

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

16

データ・セット名の欠落または誤り。

20

指定されたファイル属性が無効です。

24

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

28

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

32

要求メンバーは利用不能です。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数)。
要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。

528

データ・セットがありません。

5896
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: データ・セット aaa(44)
が存在し、カタログされているかを検査します。
FLM40516

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb が
組み立ての間に更新

解説: SCLM 編集プログラムが、組み立て処理の間に
メンバー aaaaaaaa を更新しました。変換プログラムの
出力は、以前のバージョンのメンバーから作成されてい
ると考えられるため、SCLM は変換プログラム出力を保
管しません。
ユーザー応答:
FLM40517

ジョブをもう一度実行依頼します。

つあり、その両方が同じ出力メンバー (KEYREF パラメ
ーターを持つ) を目標としていました。 組み立て処理プ
ログラムは、変換プログラムが生成した複数の出力デー
タ・セットを、一つの目標メンバーに複写することはで
きません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 言語定義内に、IOTYPE=O
または P の指定で、一つの変換プログラムに対して同
じ KEYREF 値を持つ 2 つの FLMALLOC マクロ呼び
出しがないか検査します。また言語定義内の、
FLMTCOND マクロおよび同じ KEYREF を持つ 2 つ
の FLMTRNSL マクロがともに、この特定状況内で実行
していないことも検査します。
FLM40519

変換プログラム ddd(16) のデータ・セッ
ト ccc に指定された、階層検索用に割り
振られたデータ・セットの数が超過しまし
た (aaa 個のデータ・セットが割り振られ
ましたが、認められる最大数は bbb で
す)。

解説: 変換プログラムの階層検索用に割り振られたデ
ータ・セットの数が、システムの最大値を超えました。
このメッセージは、問題の変換プログラムの呼び出し名
の前に置かれます。 階層検索用に割り振られる DD 名
は、IOTYPE=I の指定で FLMALLOC マクロによって
指定されます。
ユーザー応答: 問題の変換プログラムに関して、
IOTYPE=I の指定のすべての FLMALLOC マクロが、
DD 名へのデータ・セットの割り振りでシステム限界を
超えていないかを調べます。 このエラーは、次のよう
な理由で起こります。
v プロジェクトに定義するグループが多過ぎる。
v 拡張タイプ・オプションを使用 (FLMTYPE マクロの
拡張フィールド)。
v DD 名に指定する FLMCPYLB が多過ぎる。
FLM41002

初期設定中にエラーが発生。

解説: 組み立て処理プログラムの初期設定フェーズ中
に、エラーが発生しました。
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。

重複する KEYREF=aaaaaaaa は変換プロ
グラムの出力には許可されません。

解説: 呼び出された変換プログラムには、IOTYPE=O
または P で割り振られた一時出力データ・セットが 2
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FLM42000

組み立て処理プログラムが開始 bbbbbbbb の aaaaaaaa

解説: 組み立て処理が開始されました。 これは、単な
る通知メッセージです。
FLM42004

入力パラメーターが無効です。
グループ aaaaaaaa
タイプ bbbbbbbb
メンバー cccccccc
ユーザー ID dddddddd
組み立てモード e
組み立て有効範囲 f
エラー・リストのみ g
報告書要求 h
接頭部ユーザー ID iii(17)

解説: 組み立て処理プログラムに無効な入力パラメー
ターを指定しました。 パラメーターの値がリストされ
ています。 組み立てモードおよび組み立て有効範囲に
は、先頭文字だけがリストされます。
組み立てモードの有効値は、CONDITIONAL、
UNCONDITIONAL、REPORT および FORCED です。
組み立て有効範囲の有効値は、LIMITED、
NORMAL、SUBUNIT および EXTENDED です。報告
書要求の有効値は Y と N です。
組み立て処理プログラムが SCLM ダイアログ・パネル
経由で呼び出された場合には、SCLM はユーザー ID お
よび接頭部ユーザー ID の入力パラメーターを、それぞ
れ ISPF 共有プールとプロファイル・プールから検索し
ます。
ユーザー応答: 入力パラメーターがすべて正しく指定
されているか検査してから、ジョブをもう一度実行依頼
します。 問題が再発するようであれば、弊社サポート
部門に連絡してください。
FLM42100

組み立てメッセージのユーザー定義 DD
名: aaaaaaaa が割り振られない

解説: 組み立てメッセージに対して指定された DD 名
aaaaaaaa が、割り振られませんでした。 組み立て機能
が SCLM サービス経由で呼び出される場合には、組み
立てメッセージの DD 名は任意選択です。 指定されて
いない場合には、組み立てメッセージは端末へ省略時解
釈されます。 DD 名が指定されている場合には、これ
を割り振る必要があります。
ユーザー応答: 組み立てメッセージ用にユーザー指定
の DD 名が割り振られているか検査します。 ジョブを
もう一度実行依頼します。
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FLM42104

組み立て報告書のユーザー定義 DD 名:
aaaaaaaa が割り振られない

解説: 組み立て報告書に対して指定された DD 名
aaaaaaaa が、割り振られませんでした。 組み立て機能
が SCLM サービス経由で呼び出される場合には、組み
立て報告書の DD 名は任意選択です。 指定されていな
い場合には、組み立て報告書は端末へ省略時解釈されま
す。 DD 名が指定されている場合には、これを割り振
る必要があります。
ユーザー応答: 組み立て報告書用にユーザー指定の DD
名が割り振られているか検査します。 ジョブをもう一
度実行依頼します。
FLM42106

組み立てリストのユーザー定義 DD 名:
aaaaaaaa が割り振られない

解説: 組み立てリストに対して指定された DD 名
aaaaaaaa が、割り振られませんでした。 組み立て機能
が SCLM サービス経由で呼び出される場合には、組み
立てリストの DD 名は任意選択です。 指定されていな
い場合には、組み立てリストは端末へ省略時解釈されま
す。 DD 名が指定されている場合には、これを割り振
る必要があります。
ユーザー応答: 組み立てリスト用にユーザー指定の DD
名が割り振られているかを調べます。 ジョブをもう一
度実行依頼します。
FLM42108

ユーザー出口データ・セットに対するユー
ザー定義の DD 名: aaaaaaaa が未割り振
り。

解説: ユーザー出口データ・セットに対して指定され
た DD 名 aaaaaaaa が、割り振られませんでした。 組
み立て機能が SCLM サービス経由で呼び出される場合
には、ユーザー出口ルーチンが指定されていれば、ユー
ザー出口データ・セットに対する DD 名を指定しなけ
ればなりません。 そうでない場合には、DD 名は任意
選択です。 指定がない場合には、ユーザー出口デー
タ・セットは NULLFILE に割り振られます。 DD 名が
指定されている場合には、これを割り振る必要がありま
す。
ユーザー応答: ユーザー出口ファイル用にユーザー指
定の DD 名が割り振られているか検査します。 ジョブ
をもう一度実行依頼します。
FLM42109

ユーザー出口ファイルに DD 名の指定が
ない。

解説: ユーザー出口ファイルの組み立て機能に、DD 名
が指定されませんでしたが、プロジェクト定義は組み立
てユーザー出口を指定しています。 (FLMCNTRL マク
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ん。 組み立てているアーキテクチャー定義に追加す
るか、または、現行の組み立てを再試行する前に、別
の組み立てで作成する必要があります。 LINK アー
キテクチャー定義ステートメントが使用される場合、
または組み込みおよび COMPOOL 依存要素が、組み
立て出力を参照するために使用される場合に、このタ
イプの問題が起こりがちです。

ロの BLDEXT1 パラメーターを参照してください)。
ユーザー応答: ユーザー出口ファイル用に使用される
DD 名を、FLMCMD または FLMLNK 呼び出しに組み
込んで、組み立てを呼び出します。
プロジェクト管理者の応答: 組み立てユーザー出口が
不要であれば、これをプロジェクト定義から除去しま
す。
FLM43001

会計情報の検索エラー。
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd
(メンバー: eeeeeeee タイプ: ffffffff
によって参照される)

解説: 会計情報がないか、メンバー dddddddd に関し
て検索できませんでした。 メンバー eeeeeeee はアーキ
テクチャー定義か、コンパイル可能なソース・メンバー
のいずれかです。 メンバー dddddddd はアーキテクチ
ャー定義内あるいは、組み込み、COMPOOL またはコ
ンパイル単位などの構文解析依存要素を介して直接参照
できました。
メンバー dddddddd はメンバー eeeeeeee によって、直
接参照できません。 たとえば、メンバー dddddddd は
メンバー eeeeeeee 内の SINC ステートメントで参照さ
れるメンバーによって組み込まれることが可能です。
可能な戻りコードは次のとおりです。
8

指定されたメンバーの会計情報が見付かりませ
んでした。

12

指定されたメンバーの会計情報が古い。

16

グループが、使用されているプロジェクト定義
に未定義です。

20

重大な VSAM 入出力エラーが発生しました。

24

内部 SCLM エラーが発生しました。

28

タイプは、使用されているプロジェクト定義で
定義されていません。

v メンバー eeeeeeee の会計情報が不正確な可能性があ
ります。 SCLM 環境外の SCLM データ・セットに
変更を加えることにより、この問題が引き起こされま
す。 代わりに、FLMSYSLB マクロをプロジェクト定
義に追加したり、プロジェクト定義から除去すること
ができます。というのは、組み立てられるソース・メ
ンバーは最後に構文解析または移行されたものだから
です。

| v この組み立て有効範囲にあるメンバーの前の組み立て
が検出した動的組み込み (組み立てマップの DYNI*)
|
は、それ以降参照ライブラリーから削除されました。
|
ユーザー応答:
v ある単一メンバーの会計情報が不正確な場合には、
SCLM 編集プログラムまたは移行ユーティリティーを
使用して問題を訂正します。 FLMSYSLB が変更され
ている場合には、影響を受けるすべてのメンバーをド
ローダウンして移行します。
v メンバー dddddddd が組み立て出力の場合には、この
ジョブを再度実行依頼する前に、そのメンバーを作成
するメンバーを組み立てます。

| v 動的組み込みが意図的に削除されていて、そのメンバ
ーを参照する場合は、他のソース・メンバーすべても
|
その参照を削除するように更新されたかを確かめてく
|
ださい。編集を使用して、参照メンバーを作成します
|
(この場合、内容は重要ではなく、正常に構文解析さ
|
れることが重要です)。組み立てを再実行し、正常終
|
了した場合は、組み立てマップを調べて動的組み込み
|
がないことを確認してください。確認用に作成したメ
|
ンバーは、この時点で削除してかまいません。
|
戻りコードが以下の場合には、次のようにします。
8

考えられる問題は次のとおりです。
v dddddddd が SCLM に登録されていません。 SCLM
ライブラリー・ユーティリティーを使用して、そのメ
ンバーの会計レコードがあるか検査します。

メンバー dddddddd が変更コードに基づいて除
外された場合には、指定された変更コードを更
新することにより、必須メンバーが組み立てに
含まれます。

v メンバー dddddddd は、変更コード処理のため組み立
てグループで除外され、それより高いグループにその
メンバーを見付けることができませんでした。
v 前の組み立てが成功した後で、メンバーは別のタイプ
に移されました。
v メンバー dddddddd が組み立て出力の場合には、現行
の組み立ての有効範囲には出力の作成は含まれませ

&sclm 編集プログラム、SAVE サービス、また
は移行ユーティリティーを使用して、指定され
ているメンバーを SCLM に登録します。ジョ
ブをもう一度実行依頼します。

12

SCLM 編集プログラム、SAVE サービス、また
は移行ユーティリティーを使用して、指定され
ているメンバーを SCLM に登録します。 ジョ
ブをもう一度実行依頼します。
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プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

20

戻りコードが以下の場合

指定されたグループがプロジェクト定義に定義
されているか検査します。必要であれば、グル
ープをプロジェクト定義に追加し、これを再ア
センブルします。 ジョブをもう一度実行依頼
します。
VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を会
計データ・セットに対して実行して、問題を判
別します。

24

弊社サポート部門まで連絡してください。

28

指定のタイプがプロジェクト定義に定義されて
いるか、検査します。必要であれば、タイプを
プロジェクト定義に追加し、これを再アセンブ
ルします。 ジョブをもう一度実行依頼しま
す。

FLM43002

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
検索エラー。

解説: タイプ bbbbbbbb 内のメンバー aaaaaaaa を割
り振ることができませんでした。
ユーザー応答: そのメンバーが存在し、かつ、デー
タ・セットが別のジョブ専用に割り振られていないかを
調べます。
FLM43003

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
処理エラー

解説: タイプ bbbbbbbb 内のメンバー aaaaaaaa の処
理時に、エラーが起こりました。メンバーに無効なステ
ートメントが含まれています。 メッセージ FLM44201
が出され、無効なステートメントを示します。
ユーザー応答: メッセージ FLM44201 に関連したアク
ションを参照してください。
FLM43004

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
複写ループが検出されました。

解説: タイプ bbbbbbbb 内のアーキテクチャー・メン
バー aaaaaaaa が、反復複写ループに入っています。ル
ープに入っているすべてのメンバーに関して、メッセー
ジ FLM43005 が出されます。
ユーザー応答: リストされているアーキテクチャー・
メンバー内の 1 つまたは複数の COPY ステートメント
を除去して、反復複写ループを取り除きます。

FLM43005

メンバー aaaaaaaa タイプ bbbbbbbb によ
る参照

解説: タイプ bbbbbbbb 内のメンバー aaaaaaaa が、
エラーのある別のアーキテクチャー・メンバーを参照し
ました。
ユーザー応答: その他のメッセージを参照して、エラ
ーの原因を判別します。
FLM43007

メンバー: bbbbbbbb タイプ: cccccccc の
言語有効範囲: a が、指定された組み立て
有効範囲と矛盾

解説: メンバー bbbbbbbb のプロジェクト定義に指定
された有効範囲 a の範囲が、組み立てパネルに指定さ
れた範囲よりも大きい。プロジェクト定義に定義された
有効範囲の最初の文字がリストされます。
ユーザー応答: 次の 4 つの有効範囲を (昇順で) 指定
できます。 LIMITED、NORMAL、SUBUNIT および
EXTENDED。 組み立て処理プログラムへの入力として
指定された範囲が、組み立てられるソース・メンバーの
言語のプロジェクト定義に指定された有効範囲と同じ
か、またはそれよりも広い範囲であるかを調べます。
FLM43008

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
依存要素の処理エラー。

解説: 指定されたメンバーの依存要素の処理中に、エ
ラーが発生しました。メッセージ・データ・セット内
で、このメッセージよりも前にある他のメッセージに、
発生したエラーに関する詳細が入っています。
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM43109

コンパイル単位 (CU) の会計情報があり
ません。
CU 名: aaa.(55) bbb.(55)
CU タイプ: cccc CU 修飾子: dddddddd
(中間形式の会計情報が存在します)

解説: コンパイル単位の会計情報はありませんが、関
連した中間形式の会計情報はあります。
(ライブラリー・ユーティリティーを使用して) ソース・
メンバーを削除したが、削除されたソース・メンバーに
含まれるコンパイル単位用に、コンパイラーが生成した
中間形式を削除することを忘れた場合に、このエラーが
起こります。
ユーザー応答:
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組み立てで使用される階層内の、すべ

SCLM メッセージ
てのグループから中間形式を削除してから、もう一度組
み立てを実行依頼します。
FLM43111

コンパイル単位の指定の欠落。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd

FLM44005

エラー - 現行の組み立て追跡内に、依存
要素に戻る循環依存要素があります。メン
バー aaaaaaaa タイプ bbbbbbbb

解説: 依存要素の循環セットが、現行の組み立て内に
存在します。循環依存要素のため、SCLM は組み立てを
完了できません。 メッセージには、循環依存要素を含
むメンバーとタイプのリストが含まれます。

解説: 指定されたコンパイル単位には、暗黙指定の依
存要素があります。暗黙指定は認められません。 暗黙
指定の詳細については、FLMLANGL マクロの
IMPSPEC パラメーターの説明を参照してください。

ユーザー応答: 指定されたメンバーのリストを調べ
て、循環依存要素を除去します。

ユーザー応答:

解説: これは、循環依存要素の検査に関する SCLM 内
部エラーです。

コンパイル単位の指定を作成します。

プロジェクト管理者の応答: 使用されているコンパイ
ラーによっては、言語に関する FLMLANGL マクロの
IMPSPEC パラメーターに異なった設定が必要な場合が
あります。 IMPSPEC が変更されている場合には、プロ
ジェクト定義を訂正して、再アセンブルします。 ジョ
ブをもう一度実行依頼します。
FLM43119

コンパイル単位に関する検査エラーが発
生。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd

解説: コンパイル単位 aaa(55) bbb(55) の会計情報と、
そのコンパイル単位のソースを含むメンバーの会計情報
が一致しません。コンパイル単位のソースを含むメンバ
ーは、メッセージ・データ・セット内の次のメッセージ
で示されます。
ユーザー応答: SCLM 編集プログラム、SAVE サービ
ス、または移行ユーティリティーを使用して、メンバー
を SCLM に登録します。 ジョブをもう一度実行依頼し
ます。
FLM43120

コンパイル単位の依存要素の処理エラー。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd

解説: コンパイル単位 aaa(55) bbb(55) の依存要素の処
理中に、エラーが発生しました。
ユーザー応答: このエラーに関連したメッセージのメ
ッセージ・データ・セットを参照してください。

FLM44009

循環依存要素の検査エラー。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に知らせてくださ

プロジェクト管理者の応答:
絡してください。
FLM44031

弊社サポート部門まで連

警告、メンバー: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb 言語: cccccccc によって参照さ
れるコンパイル単位用の中間メンバーが未
生成。

解説: 組み立てられるメンバーにコンパイル単位のソ
ースは含まれていますが、メンバーの組み立てに使用さ
れる言語に関する組み立て変換プログラムが未定義で
す。ソースに含まれるコンパイル単位の中間メンバーは
生成されません。 組み立てマップがメンバーに関して
作成され、組み立てが継続されますが、出力は生成され
ません。
ソース・メンバーが SINC ステートメントによって組み
込まれる場合には、メンバー名はアーキテクチャー定義
になります。そうでない場合には、メンバー名はソー
ス・メンバーになります。 メンバー名がアーキテクチ
ャー定義の場合には、言語は、組み立てに使用されるソ
ース・メンバーの言語です。メンバー名がソース・メン
バーの場合には、言語はそのソース・メンバーの言語で
す。
ユーザー応答: この組み立て用に中間メンバーを生成
すべきか否かを検査します。中間メンバーが生成される
場合には、ソース・メンバーの言語を組み立て変換プロ
グラムの言語に変更するか、または、プロジェクト管理
者に知らせます。
プロジェクト管理者の応答: 中間メンバーが言語に関
して生成される場合には、組み立て変換プログラムをプ
ロジェクトの言語定義に追加します。
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FLM44032

警告、“COMP” キーワードがメンバー:
aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb に対して指定
されていません。

解説: このメッセージは警告で、JOVIAL COMPOOL
の COMP キーワードを指定していないことを示しま
す。 このキーワード (COMP) の欠落のため、データ・
ディクショナリーが COMPOOL 用に更新されないこと
になります。
ユーザー応答: メンバーに対して呼び出される変換プ
ログラムに、IOTYPE=O および KEYREF=COMP の指
定の FLMALLOC マクロが含まれているか検査しま
す。 指定されたメンバーがアーキテクチャー・メンバ
ーであれば、COMP キーワードを追加します。
FLM44035

KEYREF=aaaaaaaa の指定の
FLMALLOC マクロが言語 bbbbbbbb に対
して存在しません。

解説: 言語 bbbbbbbb の言語定義には、KEYREF
aaaaaaaa の指定の FLMALLOC マクロが含まれていま
せん。アーキテクチャー・メンバー は、キーワード
aaaaaaaa を含み、言語 bbbbbbbb の変換プログラムの
呼び出しを制御します。
ユーザー応答: KEYREF= aaaaaaaa のパラメーター指
定の FLMALLOC マクロがその言語に関して存在して
いるか検査します。存在していない場合には、そのキー
ワードをアーキテクチャー・メンバーから除去します。
FLM44036

aaaaaaaa キーワードがメンバー:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc に指定されま
したが、言語 dddddddd の突き合わせ
KEYREF を持つ FLMALLOC マクロが
ありませんでした。

解説: これは通知メッセージです。 CREF または
SREF がアーキテクチャー定義にあるか、または、
DFLTCRF または DFLTSRF が FLMLANGL にある
が、CREF または SREF を参照 する FLMALLOC がな
い場合に、このメッセージが出されます。
FLM44039

コンパイル単位の依存要素があるため、複
数の "SINC" キーワードは同じタイプを
参照しなければなりません。

解説: SINC ステートメントに指定されたメンバーに関
してコンパイル依存要素が存在するアーキテクチャー・
メンバーに、異なったタイプを持つ複数の SINC ステー
トメントが指定されました。メンバーのどれかにコンパ
イル依存要素が含まれている場合には、SCLM は、
SINC キーワードで参照されるソース・メンバーすべて
が同じタイプ内に常駐するように要求します。このメッ
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セージの後に表示されるメッセージが、問題のアーキテ
クチャー・メンバーを示します。
ユーザー応答: SINC キーワードで複数のソース入力を
指定する場合には、それらが同じタイプに常駐するかを
調べます。
FLM44050

エラー、タイプ: aaaaaaaa メンバー:
bbbbbbbb が最大入力行の値: ccc を超
過、現行のステートメント数: ddd

解説: このメッセージは、一つのメンバーが、
FLMLANGL マクロで指定された SLOCLMT 値を超え
ていることを識別します。 このメンバーは、この言語
の入力リストのどこに入れることもできません。
ユーザー応答: 指定のメンバーの内容を修正して、そ
れが SLOCLMT の制限内に入るようにするか、また
は、プロジェクト管理者に連絡します。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義内の
FLMLANGL マクロの SLOCLMT 値を修正します。
FLM44101

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb が、組み立てられるア
ーキテクチャー定義の有効範囲内にない

解説: メンバー aaaaaaaa は組み立て中に参照されま
すが、このメンバーは、組み立てによって、処理の有効
範囲内に入るように事前定義されませんでした。たとえ
ば、システムの組み立て中に、そのシステムのサブシス
テムが別の組み立てによって再構築される場合、あるい
は (おそらく別のユーザーによって) 階層内にプロモー
トされる場合に、このエラーが起こります。
サブシステムの再構築は、システムの組み立ての有効範
囲を大きくすることができます。 システムの組み立て
が進みすぎたため、有効範囲内にこれ以上メンバーを識
別することができません。
ユーザー応答: 階層内で、別の組み立てまたはプロモ
ートが行われていないことを検査してから、ジョブをも
う一度実行依頼します。 PER (プログラム・イベント記
録) RF コメント 64505 と同じ。
FLM44201

アーキテクチャー・ステートメント:
aaa(80) が無効です。

解説: ステートメント aaa(80) は、有効なアーキテク
チャー・ステートメントではありません。 メッセージ
FLM43003 を参照して、無効なステートメントを含むア
ーキテクチャー・メンバーの名前を判別します。
未定義のキーワードが指定のアーキテクチャー・メンバ
ー内に見付かったか、あるいは、指定のアーキテクチャ
ー・メンバー内のアーキテクチャー定義ステートメント

SCLM メッセージ
に欠落しているフィールドがあります。 以下に例を示
します。
SINC MEMBER
TYPE フィールドがステートメントから欠落しているた
め、これは誤りです。
SINCX MEMBER TYPE
SINCX は有効なアーキテクチャー定義ステートメント
ではないので、これは誤りです。
SINC VERYLONGNAME SOURCE
メンバー名が 8 文字よりも長いため、これは無効で
す。
アーキテクチャー・メンバーの内容を訂正してから、ジ
ョブをもう一度実行依頼します。
ユーザー応答: 無効なアーキテクチャー・ステートメ
ントを訂正します。
FLM44202

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb のすべての CCODE ス
テートメントは同じ組み込みフラグ値を持
たなければなりません。

解説: タイプ bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa に、対
立する組み込みフラグ値を持つ CCODE ステートメン
トが含まれています。 アーキテクチャー定義内に指定
される変更コードはすべて、同じ組み込みフラグ値を持
たなければなりません。
ユーザー応答: アーキテクチャー定義内の CCODE ス
テートメントを更新して、すべての変更コードが組み込
み (INCLUDE または省略時組み込みフラグ)、または除
外 (EXCLUDE 組み込みフラグ) になるようにします。
FLM44203

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb
が、メンバー: cccccccc タイプ: dddddddd
によって間違って参照されています。

解説: この参照が行われる時に、誤った依存要素が存
在しています。KREF キーワード値に一致する出力を生
成しないメンバーを LEC アーキテクチャー・メンバー
が参照する時に、このエラーが起こります。KREF がコ
ード化されていない場合の省略時 KREF キーワード値
は OBJ および LOAD です。 メンバー cccccccc の処
理を継続できません。
ユーザー応答: タイプ bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa
が KREF キーワードに一致する出力を生成するか、あ
るいは、省略時 KREF キーワードがオブジェクトまた
はロードであるかを調べます。 省略時 KREF 値が使用
されている場合には、目的モジュールは OBJ キーワー

ドによって識別されなければなりません。ロード・モジ
ュールは LOAD キーワードによって識別されなければ
なりません。 その他の出力は、KREF キーワードにコ
ード化された出力キーワードによって識別される必要が
あります。
FLM44204

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb に
複数の cccccccc アーキテクチャー定義キ
ーワードがあります。

解説: 参照されたアーキテクチャー定義に、複数のア
ーキテクチャー定義キーワードが使用されています。
次のキーワードは、アーキテクチャー定義内で複数回使
用することはできません。OUT1、OUT2、OUT3、
OUT4、OUT5、OUT6、OUT7、OUT8、OUT9、LOAD、
LMAP、LIST、OBJ、COMPOOL、CREF、SREF および
LKED。
ユーザー応答: タイプ aaaaaaaa のメンバー bbbbbbbb
を調べて、参照された無関係なアーキテクチャー定義キ
ーワードを除去します。
FLM44205

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb はキーワード :
eeeeeeee のメンバー: cccccccc タイプ:
dddddddd を参照します。代わりに: ffffffff
を使用

解説: メンバー cccccccc が間違ったアーキテクチャー
定義キーワードで参照されます。 アーキテクチャー定
義キーワード INCL は、アーキテクチャー定義を含むメ
ンバーを参照するためだけに使用できます。 アーキテ
クチャー定義の言語は、FLMLANGL マクロの
ARCH=Y パラメーターを用いて定義される必要があり
ます。参照されるアーキテクチャー定義は、有効なアー
キテクチャー定義キーワードを含まなければなりませ
ん。
アーキテクチャー定義キーワード INCLD は、SLCM に
よって組み立てられるソース・メンバーを参照するため
だけに使用できます。 アーキテクチャー定義キーワー
ド INCLD で参照されるメンバーの言語は、
FLMLANGL マクロの ARCH=N パラメーターを用いて
定義される必要があります。
ユーザー応答: 正しい言語がメンバー cccccccc に割り
当てられているか検査します。言語が正しければ、メン
バー aaaaaaaa を、キーワード ffffffff の指定の参照メン
バー cccccccc に変更します。 キーワードを変更しても
望み通りの結果が出ないようであれば、プロジェクト管
理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: メンバー cccccccc に割り
当てられている言語に関する言語定義の ARCH パラメ
ーターが正しいかを調べます。 FLMLANGL マクロの
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ARCH パラメーターについては、ISPF ソフトウェア構
成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照
してください。
FLM44206

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb に SINC および
LOAD の両方のキーワードを含んでいて
はなりません。

解説: アーキテクチャー・メンバー aaaaaaaa に、
SINC と LOAD の両方のキーワードが含まれていま
す。この 2 つのキーワードは互換性がありません。
ユーザー応答: アーキテクチャー定義の目的がロー
ド・モジュールの作成であれば、SINC キーワードを
INCLD キーワードに置き換えるべきです。 SINC キー
ワードによって参照されるメンバーが正しい場合には、
LOAD キーワードを (OBJ や OUTx などの) 別の出力
キーワードに変更する必要があります。 アーキテクチ
ャー定義のキーワード使用法の詳細については、ISPF
ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
開発者の手引き を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: コンパイルおよびリン
ク・エディット変換プログラムが同じ言語によって制御
されている場合には、LOAD キーワードの代わりに
OUTx キーワードのうちの 1 つを使用します。 言語定
義内の 1 つの FLMALLOC マクロの KEYREF=LOAD
パラメーターを変更して、これを行います。
FLMALLOC マクロの詳細情報については、ISPF ソフ
トウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説
書 を参照してください。
FLM44207

アーキテクチャー・メンバー: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc に関してキーワード:
aaaaaaaa の指定がありませんが、変換プ
ログラム: ddd(16) データ・セット: eee
に関する割り振りで KEYREF=ffffffff を指
定しています。

解説: タイプ cccccccc のメンバー bbbbbbbb の組み立
てに使用される言語定義に、ffffffff キーワードを参照す
る割り振りが含まれていますが、メンバー bbbbbbbb に
はそのキーワードは含まれていません。
ユーザー応答: 次のアクションのうちの 1 つを行いま
す。
v aaaaaaaa キーワードをメンバー bbbbbbbb に追加し
ます。
v メンバーの組み立てに使用される言語を、aaaaaaaa
キーワードが不要な言語に変更します。
v プロジェクト管理者に連絡して、ffffffff キーワードへ
の参照を言語定義から除去してもらいます。
プロジェクト管理者の応答:
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FLMALLOC マクロを更新して、KEYREF=ffffffff を除去
するか、または、ユーザー応答で要求されるアクション
のうちの 1 つを、ユーザーに実行してもらいます。
FLM44208

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb に CCODE および
COPY の両方のキーワードを含めないで
ください。

解説: タイプ bbbbbbbb のアーキテクチャー定義
aaaaaaaa に、CCODE と COPY の両方のステートメン
トが含まれています。 アーキテクチャー定義にこの両
方を入れることはできません。
ユーザー応答: CCODE ステートメント、および
COPY ステートメントを入れるためのアーキテクチャー
定義の組み込み (INCL) を含めるために、新しいアーキ
テクチャー定義を作成します。
FLM44231

ロード・モジュール: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb の参照が無効です。

解説: LINK キーワードで参照されるロード・モジュー
ルは、編集可能なメンバーです。
ユーザー応答: アーキテクチャー・メンバー にエラー
がある場合には、LINK キーワードが、連係ロード・モ
ジュールを作成するアーキテクチャー・メンバーではな
く、ロード・モジュールを指定しているかを検査しま
す。
FLM44240

エラー、2 つの組み立てマップがタイプ:
aaaaaaaa メンバー: bbbbbbb を生成して
います。 組み立てマップ 1 タイプ:
cccccccc メンバー: dddddddd キーワード:
eeeee 組み立てマップ 2 タイプ: ffffffff メ
ンバー: gggggggg キーワード: hhhhh

解説: メンバー bbbbbbbb が、組み立ての有効範囲内
にある異なった 2 つの組み立てマップの出力として参
照されているか、または、同じ組み立てマップからの異
なった 2 つの出力キーワードによって参照されていま
す。 このような場合、1 つの組み立てマップの出力
が、もう 1 つの組み立てマップの出力によって上書き
されることになります。 組み立てマップのうちの 1 つ
がソース・メンバーの場合には、メンバー bbbbbbbb は
ソース・メンバーの言語定義で省略時出力として定義さ
れています。
ユーザー応答: dddddddd または gggggggg のいずれか
がアーキテクチャー定義の場合には、メンバー
bbbbbbbb への参照を変更して、対立を解決します。メ
ンバー bbbbbbbb への参照は、アーキテクチャー定義内
に複写されるメンバー内にあるかもしれません。

SCLM メッセージ
dddddddd と gggggggg が両方ともソース・メンバーの
場合には、次のアクションを考慮してください。
1. 両方のソース・メンバーに正しい言語が指定されて
いるかを検査します。
2. ソース・メンバーのうちの 1 つの名前を変更しま
す。
3. プロジェクト管理者に連絡します。
プロジェクト管理者の応答: 以下の手法のうちの 1 つ
を使用して、言語定義内にある対立する出力を解決しま
す。
1. 1 つの言語定義内の FLMALLOC マクロから
DFLTTYP=aaaaaaaa パラメーターを除去して、組み
立てが出力を作成しないように防ぎます。 これが行
われると、この言語のメンバーが組み立てられる時
に、SCLM はタイプ aaaaaaaa の出力を作成しなく
なります。
2. DFLTTYP=aaaaaaaa パラメーターが別のタイプを指
すように変更します。 dddddddd と gggggggg が同
じ言語を持っている場合には、DFLTTYP パラメー
ターのパターンの使用を考慮してください。
DFLTYP パラメーターについては、ISPF ソフトウェ
ア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書
を参照してください。
3. 上記のアクションのうちの 1 つを行う、新しい言語
定義を作成します。 言語名を変更します。 プロジ
ェクト定義を作成し直します。 ソース・メンバーの
うちの 1 つの言語を変更するようにユーザーに指示
します。
FLM44241

エラー: 2 つのアーキテクチャーが以下の
中間形式を生成しています: CU 名:
aaa(55) bbb(55) CU タイプ: cccc CU 修
飾子: dddddddd アーキテクチャー #1 タ
イプ: eeeeeeee メンバー: ffffffff アーキテ
クチャー #2 タイプ: gggggggg メンバー:
hhhhhhhh

解説: コンパイル単位 aaa(55) bbb(55) の中間形式は、
組み立ての有効範囲内にある 2 つの異なったアーキテ
クチャー定義の出力です。 このような場合、1 つのア
ーキテクチャー定義の出力が、もう 1 つのアーキテク
チャー定義の出力によって上書きされることになりま
す。
コンパイル単位 aaa(55) bbb(55) を含むソース・メンバ
ーが、1 つのアーキテクチャー定義の SINC および別の
アーキテクチャー定義の SINC または INCLD で参照さ
れる場合に、この問題が一般的に起こります。 アーキ
テクチャー定義の SINC で参照されるソース・メンバー
のうちの 1 つによって、組み込みとしてソース・メン
バーが参照される場合にも、この問題が起こりえます。
ユーザー応答:

コンパイル単位 aaa(55) bbb(55) を含む

ソース・メンバーへの参照のうちの 1 つを除去しま
す。
FLM44280

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb に入力が指定されてい
ません。

解説: タイプ bbbbbbbb のアーキテクチャー定義
aaaaaaaa は、LEC または CC アーキテクチャー定義と
して識別されましたが、入力を識別するキーワードが含
まれていません。
ユーザー応答: INCL、INCLD、SINC などの入力キー
ワードを含むようにアーキテクチャー定義を修正してか
ら、ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM44281

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb キーワード: cccccccc
のキーワードが無効です。

解説: タイプ bbbbbbbb のアーキテクチャー定義
aaaaaaaa に、無効なキーワード cccccccc が含まれてい
ます。
ユーザー応答: アーキテクチャー定義を修正して、無
効なキーワードを正しくするか、除去します。
HL、LEC、CC、および総称アーキテクチャー・メンバ
ーのリストは、ISPF ソフトウェア構成およびライブラ
リー管理機能 (SCLM) 開発者の手引き に記載されてい
ます。 ジョブをもう一度実行します。
FLM44304

COMPOOL 依存要素タイプがメンバー:
aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb に未指定。

解説: 組み立て処理プログラムが、メンバー aaaaaaaa
の CREF タイプを見付けることができませんでした。
ユーザー応答: メンバーがアーキテクチャー・メンバ
ーであれば、CREF キーワードが存在するか検査しま
す。メンバーがソースであれば、言語定義 (FLMLANGL
マクロ) が DFLTCRF パラメーターを指定しているか検
査します。
FLM44306

会計情報の検索エラー。
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc COMPOOL: dddddddd

解説: 会計情報がないか、または、グループ bbbbbbbb
で開始する階層内に指定されたメンバーに関して検索で
きませんでした。問題のメンバーは COMPOOL 参照
で、タイプがアーキテクチャー・メンバーの CREF キ
ーワードまたは言語定義の DFLTCRF パラメーター
(FLMLANGL マクロ) のどちらかで定義されたもので
す。
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ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

メンバーの会計情報が見付かりません。 指定
の COMPOOL を作成するメンバーを組み立て
ます。

12

メンバーの会計情報の形式が間違っています。
指定された COMPOOL の会計情報を削除して
から、COMPOOL を作成するメンバーを組み
立て、会計情報を再生成します。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

20

戻りコードが以下の場合

指定されたグループがプロジェクト定義内にあ
るかを調べます。 プロジェクト定義内になけ
れば、これを追加します。 プロジェクト定義
を訂正して、再アセンブルします。

FLM44311

ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM44315

ユーザー応答: COMPOOL を階層から削除します。
COMPOOL メンバーを作成したメンバーを再構築しま
す。 ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM44309

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb は
グループ: cccccccc に見付かりませんでし
たが、グループ: dddddddd で相互参照さ
れています。

解説: グループ dddddddd のタイプ bbbbbbbb 内のメ
ンバー aaaaaaaa に含まれるコンパイル単位への参照が
行われましたが、グループ cccccccc には、より新しい
バージョンのメンバーがあります。 グループ cccccccc
のメンバーには、コンパイル単位もグループ dddddddd
より下の階層内の他のどのメンバーも含まれていませ
ん。 メンバー aaaaaaaa の言語が、コンパイル単位を
持たない言語に変更される場合、あるいは、別の Ada
サブライブラリー修飾子を使用する場合に、この問題が
起こります。 サブライブラリー・ユーティリティーを
使用して、中間形式をパージします。補足情報に関して
は、エラー・メッセージを検査してください。中間形式
が SCLM 制御外で削除される場合には、サブライブラ
リー・ユーティリティーを使用して、その中間形式に関
する会計情報を削除します。
ユーザー応答: 適宜、メンバー aaaaaaaa の言語を変
更します。 グループ dddddddd のメンバー aaaaaaaa
OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

中間形式のパージ・ルーチンが呼び出され
ました。
CU 名: aaa.(55) bbb.(55) CU タイプ:
cccc CU 修飾子: dddddddd
旧レコード - タイプ: eeeeeeee
メンバー: ffffffff 言語: gggggggg
新規レコード - タイプ: hhhhhhhh
メンバー: iiiiiiii 言語: jjjjjjjj

参照エラー。 COMPOOL: aaaaaaaa タイ
プ: bbbbbbbb

解説: 参照される COMPOOL は、編集可能なメンバー
です。 これは組み立て機能が作成したメンバーでなけ
ればなりません。

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
コンパイル単位の処理エラー。

解説: 指定されたメンバーのコンパイル単位の処理時
に、エラーが発生しました。 起こったエラーについて
説明する別のメッセージが生成されます。

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を会
計データ・セットに対して実行して、問題を判
別します。

FLM44307
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に含まれるコンパイル単位を持つ新規メンバーを追加し
ます。 グループ dddddddd のメンバー aaaaaaaa 内の
コンパイル単位への参照を除去します。

解説: 中間形式は有効でなくなりました。 これは、別
のソース・メンバーによって以前に作成されたか、また
は、ソース・メンバーの言語が変更されました。中間形
式をパージするためのルーチンが呼び出されます。 こ
れは、単なる通知メッセージです。
FLM44319

中間形式をパージできません。
コード: aaaa

解説:

中間形式のパージが失敗しました。

ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。エ
ラーが再発するようであれば、プロジェクト管理者に連
絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 中間形式が入っているサ
ブライブラリーが破壊されていないか検査します。
FLM44320

エラー、タイプ: aaaaaaaa メンバー:
bbbbbbbb の現行の組み立て中に会計レコ
ード・データが変更されました。

解説: 組み立ての過程で、ユーザーが SCLM 外のメン
バー aaaaaaaa とタイプ bbbbbbbb のソースを修正しま
した。 SCLM 会計情報と新規メンバーが一致しません
でした。
ユーザー応答: SCLM 編集プログラムを使用して有効
な会計情報を作成してから、指定の組み立てを再始動し

SCLM メッセージ
ます。 SCLM はそれがオフにされた地点から続行しま
す。
FLM44321

エラー、新しい上向き依存関係が、タイプ
: aaaaaaaa メンバー: bbbbbbbb の現行の
組み立て内でない所で見付かりました。

解説: 組み立て処理の間に、ユーザーがメンバー
bbbbbbbb を修正しました。 SCLM は組み立ての継続を
認めようと試みましたが、現行の組み立ての有効範囲外
に新しい依存要素を識別しました。
ユーザー応答: 指定の組み立てを再始動します。SCLM
はそれがオフにされた地点から組み立て処理を続行しま
す。
FLM44322

警告、タイプ: aaaaaaaa メンバー:
bbbbbbbb が現行の組み立て中に修正され
ました。

解説: 組み立て中に、ユーザーがメンバー bbbbbbbb
を修正しました。 しかし、このユーザー変更は現行の
組み立て処理には影響しませんでした。 これは、単な
る通知メッセージです。
FLM44323

警告、メンバー aaaaaaaa は現行の組み立
て内にはない分離している依存要素です。

解説: 組み立て処理の間に、ユーザーがメンバー
aaaaaaaa を修正しました。 SCLM は組み立ての継続を
認めようと試みましたが、現行の組み立ての有効範囲外
に新しい依存要素を識別しました。
ユーザー応答: 指定の組み立てを再始動します。SCLM
はそれがオフにされた地点から組み立て処理を続行しま
す。
FLM44324

動的組み込みグループ: aaaaaaaa タイプ
:bbbbbbbb メンバー:cccccccc の処理エラ
ー。

解説: 組み立て変換プログラムが、タイプ bbbbbbbb
のメンバー cccccccc を、組み立てられるメンバーの動
的組み込み依存要素として戻しました。 グループ
aaaaaaaa から上に向かって階層を検索した時には、こ
のメンバーはプロジェクト階層内には見付けられません
でした。
ユーザー応答: ソース内のステートメントが、組み込
み依存要素を生成しているかどうかを判別します。 ソ
ース内のステートメントがこれを生成しており、そのス
テートメントが間違っている場合には、ステートメント
を更新します。 ソース・ステートメントがすべて正し
ければ、プロジェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: 動的組み込みのリストを
戻している組み立て変換プログラムを検査して、階層内
にあるメンバーの組み込み名だけを戻していることを確
認します。 変換プログラムのオプションの
@@FLMINC により、組み立て変換プログラムが動的組
み込みを戻すことができます。
FLM44500

>> タイプ: bbbbbbbb メンバー: cccccccc
間に aaaaaaaa 変換プログラムの呼び出し

解説: aaaaaaaa 変換プログラム (aaaaaaaa は
BUILD、COPY、PARSE、PURGE または VERIFY)
が、メンバー cccccccc 用に呼び出されます。このメン
バーはソース・メンバーまたはアーキテクチャー・メン
バーのどちらかです。 これは、単なる通知メッセージ
です。
FLM44501

報告: タイプ: bbbbbbbb メンバー:
cccccccc 用に aaaaaaaa 変換プログラム
の呼び出し

解説: 組み立てモードが報告専用でなければ、メンバ
ー cccccccc 用に、変換プログラム aaaaaaaa が呼び出
されます。
FLM44502

>> 入力リスト言語 bbbbbbbb . 用に
aaaaaaaa 変換プログラムの呼び出し

解説: 入力リスト言語 bbbbbbbb 用に変換プログラム
が呼び出されます。入力リストのメンバーは、以降のメ
ッセージによって指定されます。 これは、単なる通知
メッセージです。
FLM44503

>> 言語: bbbbbbbb 用に aaaaaaaa 変換
プログラムの呼び出し

解説: aaaaaaaa 変換プログラムが、言語 bbbbbbbb を
使用するメンバーに関連したデータ用に呼び出されま
す。 これは、単なる通知メッセージです。
FLM44504

変換プログラム: bbb(16) コード: ccc 内
のデータ・セット番号 aa の組み立てリス
ト・データ・セットへの印刷エラー

解説: 変換プログラム・データ・セットを組み立てリ
スト・データ・セットに印刷中に、エラーが発生しまし
た。 ファイル番号は、その変換プログラムのデータ・
セットを割り振るために使用される FLMALLOC マク
ロの相対位置を識別します。
注: IOTYPE=O、W および S の指定で割り振られたデ
ータ・セットだけが、組み立てリスト・データ・セ
ットに印刷されます。
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ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

DD 名が不適切です。 組み立てリスト・デー
タ・セットおよび変換プログラム・データ・セ
ットが割り振られているか検査します。 2 つ
のデータ・セット間の対立する属性のため、問
題が起こります。

12

組み立てリスト・データ・セットがいっぱいで
す。 より大きな記憶域を持つデータ・セット
を再割り振りします。

16

データ・アクセスが失敗したか、SCLM が入力
メンバーを見付けませんでした。 アクセス・
タイプが認められているか検査します。 言語
定義の変換プログラム・ステップがすべて終了
した後で、変換プログラム・データ・セットが
まだ存在するかを検査します。 ユーザー作成
の変換プログラムが、故意にデータ・セットの
割り振りを解除した可能性があります。

20

ABEND
変換プログラム・データ・セットが、組み立て
用のリストのすべてを保持するために必要な合
計スペースよりも小さいスペースで割り振られ
ている場合、あるいは、FLMALLOC マクロの
PRINT=Y の指定で割り振られており、かつ、
そのデータ・セットが変換プログラムによって
決してオープンされない場合に、印刷時に異常
終了が起こります。 このような場合には、
FLMALLOC マクロに PRINT=I を指定しま
す。 この属性は、変換プログラムが呼び出さ
れる前にデータ・セットを強制的にオープンさ
せ、このデータ・セットが組み立てリスト・デ
ータ・セットへの印刷の目標とされます。
FLM44505

>> タイプ: bbbbbbbb 用に aaaaaaaa 変
換プログラムの呼び出し

解説: aaaaaaaa 変換プログラム (aaaaaaaa は
COPY、PURGE または VERIFY) が、bbbbbbbb のタイ
プを持つ外部依存要素用に呼び出されます。これは、単
なる通知メッセージです。
FLM44506

変換プログラム: bbbbbbbb 用のデータ・
セット番号 aaaaaaaa を、メンバー:
cccccccc タイプ: dddddddd へ保管中にエ
ラー。

解説: 変換プログラム・データ・セットをメンバー
cccccccc に複写する際にエラーが発生しました。デー
タ・セット番号は、この変換プログラムのデータ・セッ
トの割り振りに使用される FLMALLOC マクロの相対
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位置を識別します。 (データ・セットは IOTYPE=O の
指定で割り振られる順次データ・セット、または
IOTYPE=P および FLMALLOC マクロのメンバー・パ
ラメーターで指定されるメンバー名の指定で割り振られ
る PDS です。).
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM44507

変換プログラム: bbb(16) 用のデータ・セ
ット番号 aa を、メンバー: cccccccc タイ
プ: dddddddd へ保管中にエラー。

解説: 変換プログラム・データ・セットをメンバー
cccccccc に複写する際にエラーが発生しました。デー
タ・セット番号は、その変換プログラムにデータ・セッ
トを割り振るために使用された FLMALLOC マクロの
相対位置を識別します。データ・セットは、IOTYPE=P
で割り振られる PDS です。IEBCOPY からのメッセー
ジは、913 異常終了を除くエラーのすべてのデータ・セ
ット組み立てリストに書き込まれます。
FLMTRNSL マクロの DCBS オプションの指定が失敗
すると、このエラーが起こります。 組み立てリスト内
の IEBCOPY メッセージを参照して、失敗の理由を判別
します。 FLMTRNSL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
注: IBM リンク・エディット・プログラムは、ロード・
モジュール作成時に使用される SYSLMOD ブロッ
ク・サイズの順序で、DCBS オプション・パラメー
ターが渡されるように要求します。 DCBS オプシ
ョンが指定されていない場合には、リンク・エディ
ット・プログラムは装置タイプの最大レコード・サ
イズを使用して、ロード・モジュールを作成しま
す。 FLMTRNSL マクロの OPTIONS= 変数を使用
して、DCBS オプションを渡します。 このように
して失敗した場合には、メッセージ FLM44507 が
出されます。
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM44508

ロード・メンバー:aaaaaaaa タイプ
:bbbbbbbb の別名の統計または会計情報の
更新時に、エラーが発生しました。

解説: ロード・メンバー aaaaaaaa の別名の統計また
は会計情報の更新時に、エラーが発生しました。別名メ
ンバーの複写は成功しましたが、SCLM 制御情報が作成

SCLM メッセージ
できなかったか、その別名メンバーに対して更新されま
した。
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM44510

>> タイプ: aaaaaaaa メンバー: bbbbbbbb
の出力を削除します。

解説: 指定された組み立てグループのタイプ aaaaaaaa
の出力メンバー bbbbbbbb が削除されました。
FLM44511

報告: タイプ: aaaaaaaa メンバー:
bbbbbbbb の出力を削除します。

解説: 組み立てが非報告モードで実行された場合、指
定された組み立てグループのタイプ aaaaaaaa の出力メ
ンバー bbbbbbbb は削除されました 。
FLM44512

入力リスト言語: aaaaaaaa の変換プログ
ラム・エラー。

解説: 入力リスト言語 aaaaaaaa に関して変換プログ
ラム・エラーが起こりました。変換プログラムからの戻
りコードは、受け入れ可能とは見なされませんでした。
受け入れられるコードは、GOODRC パラメーターを用
いて FLMTRNSL マクロで指定されます。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを使用して、
変換プログラムが識別するすべてのエラーを見付けだ
し、訂正します。 変換プログラムからの戻りコードが
有効で、変換プログラムに障害が発生したことを組み立
てが示した場合には、プロジェクト管理者に連絡してく
ださい。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義に定義
されている、FLMTRNSL マクロの GOODRC パラメー
ターを変更します。
FLM44513

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb の
変換プログラム・エラー。

解説: メンバー aaaaaaaa に関して、変換プログラ
ム・エラーが起こりました。変換プログラムからの戻り
コードは、受け入れ可能とは見なされませんでした。
受け入れられる戻りコードは、GOODRC パラメーター
を用いて FLMTRNSL マクロで指定されます。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを使用して、
変換プログラムが識別するすべてのエラーを見付けだ
し、訂正します。 変換プログラムからの戻りコードが
有効で、変換プログラムに障害が発生したことを組み立
てが示した場合には、プロジェクト管理者に連絡してく
ださい。

FLM44514

目標出力メンバー: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb は編集可能。

解説: 組み立て処理プログラムは、変換プログラムの
出力データ・セットを複写できません。メンバー
aaaaaaaa は SCLM 編集プログラムにより作成された
か、移行ユーティリティーまたは SAVE サービスに登
録されました。組み立て処理プログラムが更新するの
は、組み立て処理を介して作成されたメンバーだけです
(編集不可)。
ユーザー応答: 指定されたメンバーが、システム内で
編集可能な構成要素として使用されなくなったら、それ
を階層から削除します。それ以外の場合には、新しい目
標メンバーを指定します。ジョブをもう一度実行依頼し
ます。
FLM44520

>> 廃用出力の削除。

解説: SCLM が、古い以前の組み立てからの出力を検
出しました。 ユーザーの階層図の高位グループにある
出力のバージョンが最新です。 時間とスペースを節約
するために、出力の再生成よりも出力の削除を行いま
す。 組み立てグループで見付けられた出力だけが、削
除するものと見なされます。削除される出力に関する完
全な詳細は、組み立て報告書に記載されています。
これは、単なる通知メッセージです。
FLM44521

報告: 廃用出力の削除。

解説: SCLM が、古い以前の組み立てからの出力を検
出しました。 ユーザーの階層図の高位グループにある
出力のバージョンが最新です。 組み立てモードが報告
のみでない場合には、出力が削除されます。組み立てグ
ループで見付けられた出力だけが、削除するものと見な
されます。
削除される出力に関する完全な詳細は、組み立て報告書
に記載されています。
これは、単なる通知メッセージです。
FLM44600

>>>>> 言語: aaaaaaaa 変換プログラム:
bbb(16) に関する入力リストの内容。

解説: メッセージは、入力リストの内容の見出しで
す。 入力リストのメンバーは、以降のメッセージによ
って指定されます。 これは、単なる通知メッセージで
す。
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FLM44601

タイプ aaaaaaaa メンバー bbbbbbbb
===> ccc

解説: このメッセージは、入力リスト内の各メンバー
ごとの戻りコードを識別します。 戻りコードが、
FLMTRNSL マクロに定義されたように成功したことを
示す場合、すべての出力は階層内に保管され、応答は不
要です。 変換プログラムからの戻りコードが、変換プ
ログラムに指定された MBRRC または GOODRC の値
を満たさなかった場合には、処理プログラムのリスト・
データ・セットが言語定義で要求されていれば、SCLM
はコンパイラー・リストなどの変換プログラムの出力を
処理プログラムのリスト・データ・セットに保管しま
す。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを使用して、
変換プログラムが識別するすべてのエラーを見付けだ
し、訂正します。 変換プログラムからの戻りコードが
有効で、変換プログラムに障害が発生したことを組み立
てが示した場合には、プロジェクト管理者に連絡してく
ださい。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義に定義
されている、FLMTRNSL マクロの MBRRC パラメータ
ーを変更します。
FLM44602

タイプ aaaaaaaa メンバー bbbbbbbb が組
み立てられていません。

解説: このメッセージは、組み立てられなかった現行
の入力リストのメンバーを識別します。 エラーが発生
した場合、入力リストの初期メンバーの処理エラーに変
換プログラムが遭遇した場合には、入力リストのメンバ
ーは組み立てられません。 これは、単なる通知メッセ
ージです。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを使用して、
変換プログラムが識別するすべてのエラーを見付けだ
し、訂正します。 変換プログラムからの戻りコードが
有効で、変換プログラムに障害が発生したことを組み立
てが示した場合には、プロジェクト管理者に連絡してく
ださい。
FLM44609

>>>>> 合計メンバー ===> aaa 合計
SLOC = bbb

解説: このメッセージは、先行入力リストの合計ソー
ス行コード (SLOC) およびメンバーの合計数を説明しま
す。 これは、単なる通知メッセージです。
ユーザー応答: 入力リストごとにより多くのメンバー
または SLOC が欲しければ、プロジェクト管理者に連
絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 要求変換プログラム用
に、FLMLANGL マクロの MBRLMT パラメーター、
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SLOCLMT パラメーター、またはその両方を変更しま
す。 FLMLANGL マクロはプロジェクト定義内にあり
ます。
FLM45000

現行の組み立ての処理エラー。

解説: 現行の組み立てを処理している間に、エラーが
起こりました。
ユーザー応答: 組み立てメッセージ・ファイルを調べ
て、組み立て中のエラーの原因を判別します。
FLM46000
解説:

組み立て処理プログラム完了 - bbbbbbbb
の aaaaaaaa

組み立て処理プログラムが完了しました。

ユーザー応答: 組み立てに関連する、すべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM49000
解説:

これは、単なる通知メッセージです。

FLM51000
解説:

組み立て処理プログラムの呼び出し。

プロモート処理プログラム開始 bbbbbbbb の aaaaaaaa

これは、単なる通知メッセージです。

FLM51001

プロモート処理プログラムへの入力とし
て、ブランクのユーザー ID が指定されま
した。

解説: プロモート処理が開始されました。 入力パラメ
ーターとして、ブランクのユーザー ID が指定されまし
た。 処理プログラムが SCLM プロモーション・パネル
経由で呼び出された場合には、SCLM は ISPF 変数プー
ルからユーザー ID を検索します。
ユーザー応答: 入力パラメーターに指定されたユーザ
ー ID が正しく、ブランクでないことを確かめます。
プロモート入力パラメーターの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM51002

無効な有効範囲が指定されました。

解説: 指定されたプロモート有効範囲は無効です。 有
効なプロモート有効範囲は NORMAL、SUBUNIT、
EXTENDED です。
ユーザー応答: プロモート処理プログラムに指定され
た入力パラメーターが正しいか検査します。
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FLM51003

無効なプロモート・モードが指定されまし
た。

解説: 指定されたプロモート・モードは無効です。 有
効なプロモート・モードは CONDITIONAL、
UNCONDITIONAL、REPORT です。
ユーザー応答: プロモート処理プログラムに指定され
た入力パラメーターが正しいか検査します。
FLM51004

プロモートがバイパスされ、グループ:
aaaaaaaa が最上位グループです。

解説: グループ aaaaaaaa には、このプロジェクト定
義へのプロモートに定義されるグループがありません。
これが報告のみのプロモートの場合のように、プロモー
ト報告書が作成されます。
ユーザー応答: プロモート処理プログラムへの入力パ
ラメーターとして指定されたグループが、プロモートさ
れるデータを持っているグループであるか検査します。
また、プロモート処理プログラムへの入力として、正し
いプロジェクト定義を指定したかも調べます。
FLM51006

指定されたグループ: aaaaaaaa は 1 次非
キー・グループです。

解説: グループ aaaaaaaa は 1 次非キー・グループで
す。 プロモート非キー・グループからのプロモートは
認められません。 1 次非キー・グループの定義の詳細
については、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリ
ー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参
照してください。
ユーザー応答: プロモート処理プログラムへの入力と
して指定されたグループおよびプロジェクト定義が正し
いか検査します。 1 次非キー・グループの定義の詳細
については、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリ
ー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参
照してください。
FLM51007

プロモート・グループ・データ・セット名
が固有ではありません。 グループ 1:
aaaaaaaa グループ 2: bbbbbbbb デー
タ・セット名: aaa(44)

解説: 表示されている 2 つのグループが、プロジェク
ト定義でそのグループ用に指定された、同じデータ・セ
ット名を持っています。 両方のデータ・セットが同じ
名前を持っているため、プロモートはそのデータ・セッ
トからの複写またはパージ (あるいはその両方) を行わ
ず、プロモート機能がデータ消失につながる結果になり
得ます。
プロジェクト管理者の応答:

プの、プロジェクト定義 FLMALTC パラメーターを検
査します。 1 つのグループに関して、プロモート経路
を変更するか、あるいは FLMALTC マクロに指定され
ている DSNAME を変更します。
FLM51008

プロモート・メッセージに対するユーザー
定義の DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: プロモート・メッセージに対して指定された DD
名 aaaaaaaa が、割り振られませんでした。 プロモー
ト機能が SCLM サービスを介して呼び出される場合に
は、プロモート・メッセージの DD 名は任意選択で
す。 DD 名が指定されない場合には、プロモート・メ
ッセージは省略時解釈により、端末へ送信されます。
DD 名が指定されている場合には、これを割り振る必要
があります。
ユーザー応答: プロモート・メッセージ用にユーザー
指定の DD 名が割り振られているか検査します。ジョ
ブをもう一度実行依頼します。
FLM51009

プロモート報告書に対するユーザー定義の
DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: 報告書に対して指定された DD 名 aaaaaaaa
が、割り振られませんでした。 プロモート機能が
SCLM サービスを介して呼び出される場合には、プロモ
ート報告書の DD 名は任意選択です。 DD 名が指定さ
れない場合には、プロモート報告書は省略時解釈によ
り、端末へ送信されます。 DD 名が指定されている場
合には、これを割り振る必要があります。
ユーザー応答: プロモート報告書用にユーザー指定の
DD 名が割り振られているか検査します。 ジョブをも
う一度実行依頼します。
FLM51010

複写エラー・メッセージに対するユーザー
定義の DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: プロモート複写エラー・メッセージに対して指
定された DD 名 aaaaaaaa が、割り振られませんでし
た。 プロモート機能が SCLM サービスを介して呼び出
される場合には、複写エラー・メッセージの DD 名は
任意選択です。 DD 名が指定されない場合には、複写
エラー・メッセージは省略時解釈により、端末へ送信さ
れます。 DD 名が指定されている場合には、これを割
り振る必要があります。
ユーザー応答: 複写エラー・メッセージ用にユーザー
指定の DD 名が割り振られているか検査します。 ジョ
ブをもう一度実行依頼します。

指定された 2 つのグルー
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FLM51011

解説: ユーザー出口データ・セットに対して指定され
た DD 名 aaaaaaaa が、割り振られませんでした。 プ
ロモート機能が SCLM サービスを介して呼び出される
場合には、ユーザー出口データ・セットの DD 名は任
意選択です。 指定がない場合には、ユーザー出口デー
タ・セットは NULLFILE に割り振られます。 DD 名が
指定されている場合には、これを割り振る必要がありま
す。
ユーザー応答: ユーザー出口データ・セット用にユー
ザー指定の DD 名が割り振られているか検査します。
ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM51103

グループ aaaaaaaa の下にはキー・グルー
プがありません。

解説: グループ aaaaaaaa は非キー・グループで、階
層内の最下位グループの 1 つとして定義されていま
す。 階層内のグループ aaaaaaaa より下には、キー・
グループはありません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: プロジェクト階層の最下
位グループ (開発グループ) は、キー・グループでなけ
ればなりません。 プロジェクト定義を修正して最下位
グループ・キーを作成し、ジョブをもう一度実行依頼し
ます。
FLM52000

検査フェーズ開始 - bbbbbbbb の
aaaaaaaa

解説: プロモート検査フェーズが開始されたことを示
します。 このフェーズでは、SCLM はアーキテクチャ
ー定義の有効範囲内のメンバーすべてを検査します。
メンバーはすべて最新 (たとえば、ソースがオブジェク
トに一致する) で、かつ、正しい会計情報を持っていな
ければなりません。 このメッセージは情報を提供する
だけです。
FLM52001

グループ: aaaaaaaa の検査フェーズ。

解説: グループ aaaaaaaa に対して、プロモート検査フ
ェーズが開始されたことを示します。 このメッセージ
は情報を提供するだけです。
FLM52103

組み立てマップ情報の検索エラー、
コード: aaa
タイプ: bbbbbbbb
メンバー: cccccccc
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タイプ: dddddddd メンバー: eeeeeeee
組み立てマップにより参照。

ユーザー出口ファイルに対するユーザー定
義の DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。
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で

解説: SCLM は、メンバー eeeeeeee に関する 組み立
てマップ 情報を検索できませんでした。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

指定されたメンバーおよびタイプが正しいか判
別します。 メンバーとタイプが正しければ、
このプロモーションの入力として使用されるア
ーキテクチャー・メンバーを再構築します。
正しくなければ、正しいメンバーおよびタイプ
を指定して、プロモート機能をもう一度呼び出
します。 ジョブをもう一度実行依頼します。

12

検索されたデータの形式が誤っていました。
組み立てマップを削除してからもう一度組み立
てて、これを再生成します。

16

無効なグループがプロジェクト定義に見付かり
ました。 プロジェクト管理者に連絡してくだ
さい。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

16

プロジェクト定義を再アセンブルします。 エ
ラーが起こらなかったことを確認します。プロ
ジェクト定義を再連係します。 プロジェクト
定義の連係の詳細については、ISPF ソフトウ
ェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
プロジェクト管理者の手引き を参照してくだ
さい。

20

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を会
計データ・セットに対して実行して、問題を判
別してください。 ISPF ソフトウェア構成およ
びライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト
管理者の手引き を参照してください。

FLM52104

タイプ: bbbbbbbb のメンバー: aaaaaaaa
に関する組み立てマップの処理エラー組み
立てマップ内で参照されるメンバー:
cccccccc 組み立てマップ内で参照される
メンバーのタイプ: dddddddd 組み立てマ
ップの日付: eeeeee 組み立てマップの時刻
: ffffff

解説: メンバー aaaaaaaa の組み立てマップ内で未定
義のキーワードの処理を試みている間に、エラーが発生
しました。 未定義のキーワードは、組み立てマップ内
で参照される、タイプ dddddddd のメンバー cccccccc
に関連しています。 組み立てマップが、古いバージョ
ンの SCLM で生成された可能性があります。

SCLM メッセージ
ユーザー応答: タイプ bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa
を再構築して、新しい組み立てマップを生成します。
FLM52105

言語: aaaaaaaa のバージョンの不一致。
タイプ: cccccccc の組み立てマップ・メン
バー: bbbbbbbb 組み立てマップ:
dddddddd の言語バージョン言語定義バー
ジョン: eeeeeeee

解説: 最後の組み立ての後で、言語用に変換プログラ
ムの新しいバージョンが導入されました。
ユーザー応答: 現行のプロモート操作用に指定されて
いるメンバーおよびタイプを使用して、メンバーを再構
築します。 メンバーの再構築が一度成功したら、それ
を再度プロモートすることができます。
FLM52901

入力として指定された有効範囲: a と、タ
イプ: eeeeeeee のメンバー: dddddddd の
言語: cccccccc に関する有効範囲: b は互
換性がありません。

解説: このプロモートに対して要求された有効範囲 a
の範囲が、メンバー dddddddd の言語 cccccccc に関す
るプロジェクト定義に指定された有効範囲 b よりも小
さい。プロモートは次の 3 つの値を有効範囲として受
け入れます。 NORMAL、SUBUNIT および
EXTENDED です。 NORMAL は最小範囲で、
EXTENDED は最大範囲です。
ユーザー応答: プロモートされるメンバーの言語の有
効範囲と同じか、それよりも大きい有効範囲を指定しま
す。 非 Ada ソースがプロモートされる場合には、通
常、プロモート有効範囲には NORMAL で十分です。
そうでない場合には、EXTENDED 有効範囲が常に言語
と互換性があります。プロモートされる アーキテクチ
ャー定義 が、プロモート機能への入力として使用され
る有効範囲を用いて組み立てられたか検査します。
FLM52904

FLM52905

タイプ: bbbbbbbb のソース・メンバー:
aaaaaaaa は従属コンパイル単位を用いず
にコンパイルされました。
CU 名: ccc(55) ddd(55)
CU タイプ: eeeeeee
CU 修飾子: ffffffff

解説: コンパイル単位 ccc(55) ddd(55) が、ソース・メ
ンバー cccccccc の最後の組み立て以降に追加されまし
た。
ユーザー応答: 指定の有効範囲を使用して、アーキテ
クチャー定義 を再構築します。 ジョブをもう一度実行
依頼します。

タイプ: bbbbbbbb のアーキテクチャー・
メンバー: aaaaaaaa が現行の下向き依存
関係コンパイル単位ではありません。
CU 名: ccc(55) ddd(55)
CU 名: ccc(55) ddd(55)
CU タイプ: eeee CU 修飾子: ffffffff
組み立てられませんでした。

が

解説: コンパイル単位 ccc(55) ddd(55) が組み立てられ
ていません。このエラーは、次の理由のどれか 1 つに
より起こります。
v アーキテクチャー・メンバー が組み立てられた後
で、指定のコンパイル単位が製品に導入されました。
v 指定のメンバーが、EXTENDED 有効範囲内に組み立
てられていません。
ユーザー応答: 指定のアーキテクチャー定義を
EXTENDED 有効範囲内に再構築してから、ジョブをも
う一度実行依頼します。
FLM53005

タイプ: bbbbbbbb のメンバー: aaaaaaaa
の組み立てマップが最新ではありません。
日時が、タイプ: dddddddd のメンバー:
cccccccc でミスマッチ。組み立てマップ
入力日時: eeeeeeee ffffffff 会計日時:
gggggggg hhhhhhhh

解説: メンバー: aaaaaaaa はプロモートされません。
メンバーの組み立てマップは現行のものではありませ
ん。 次の原因が考えられます。
v 最後の組み立て以降、入力が変更された。
v 出力が、組み立てが生成する出力に一致しない。
v 組み立てが EXTENDED 有効範囲で実行されなかっ
た。
ユーザー応答: プロモートされるメンバーを再構築し
てから、プロモートを再始動します。 組み立てが
EXTENDED 有効範囲内で行われなかった場合には、
EXTENDED 有効範囲を使用して組み立てを再実行しま
す。
FLM53006

タイプ: bbbbbbbb のアーキテクチャー・
メンバー: aaaaaaaa は最新ではありませ
ん。タイプ: dddddddd のメンバー:
cccccccc のバージョン・ミスマッチ組み
立てマップ・バージョン: eeeeeeee 会計バ
ージョン: ffffffff

解説: メンバーのバージョン番号または組み立てマッ
プ cccccccc が、アーキテクチャー・メンバーが最後に
組み立てられた後で変更されました。さらに、メンバー
cccccccc のバージョン番号または組み立てマップ
第3章 SCLM メッセージ
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eeeeeeee も、アーキテクチャー・メンバーが最後に組み
立てられた後で変更されました。
ユーザー応答: プロモートされるアーキテクチャー・
メンバーを再構築してから、ジョブをもう一度実行依頼
します。
FLM53106

以前の検査の失敗。
入力グループ : aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb メンバー: cccccccc
エラー・グループ 1: dddddddd
日付: eeeeeeee 時刻: ffffffff
エラー・グループ 2: gggggggg
日付: hhhhhhhh 時刻: iiiiiiii

解説: gggggggg 内のメンバーのバージョンが、
dddddddd 内のメンバーに基づいていませんでした。こ
のエラーは普通、2 つのグループ間のメンバーのバージ
ョンが削除されていることを意味します。
dddddddd 内のメンバーの会計情報の前の日時フィール
ドには、階層内のメンバーの次のオカレンスのために、
最後に修正された日時が入っている必要があります。
条件付きモードのプロモート処理プログラムは、
gggggggg 内のメンバーの置換の妨げとなります。
ユーザー応答: gggggggg 内のメンバーに示されている
必須変更内容がすべて、メンバーに含まれているかを検
査します。すべて含まれており、他のプロモート検査エ
ラーがない場合には、無制限モードでもう一度プロモー
トします。
他のプロモート検査エラーがある場合には、そのエラー
を訂正するか、または、なるべくほとんどメンバーを制
御しないアーキテクチャー・メンバーを使用します。
FLM53108

グループ: cccccccc のメンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb がプロモーションに不
適格です。

解説: メンバー aaaaaaaa 用の会計情報フィールドに
は、無効な値の含まれているものが 1 つまたは複数あ
ります。無効な値は SCLM がメンバーをプロモートす
ることを妨げます。フィールドは次のとおりです。
v 許可コード変更
v アクセス・キー
v 会計レコード・タイプ
許可コード変更フィールドがブランクになっていない場
合には、メンバーの &authcode を変更する試みが、正
常に完了できませんでした。
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アクセス・キー・フィールドがブランクになっていない
場合には、メンバーはプロジェクト階層外での使用のた
めに予約されていたか、または、プロモーションからブ
ロックされていました。
会計レコード・タイプが INITIAL または LOCKOUT
の場合には、メンバーがロックされましたが、メンバー
に加えた変更は SCLM に登録されませんでした。 メン
バーのソースがないか、会計情報に一致しないかのいず
れかです。
ユーザー応答: SCLM ライブラリー・ユーティリティ
ーを使用して、指定のフィールドの内容を検査します。
許可コード変更フィールドがブランクでない場合には、
メンバーの &authcode が正しいか検査します。正しけ
れば、ユーティリティーの更新機能を使用して、そのフ
ィールドをリセットします。 フィールドを変更する必
要がある場合には、ユーティリティーを使用して処理中
の変更を完了するか、または、新しい許可コードを割り
当てます。
アクセス・キーがブランクでない場合には、ローカル
&scm の処理手順を参照して、アクセス・キーの値に基
づいて、アクション原因を判別します。アクセス・キー
が除去可能な場合には、UNLOCK サービスを使用し
て、アクセス・キーをブランクにリセットします。
会計レコード・タイプが INITIAL または LOCKOUT
で、かつ、プロモートしているグループにメンバーがな
い場合には、ライブラリー・ユーティリティー (または
UNLOCK サービスなどの同等機能) を使用して、会計
情報を削除します。
メンバーがあれば、SCLM 編集プログラムまたは SAVE
サービスを使用して、正しい会計情報を作成します。会
計情報が削除または更新された後で、プロモートされる
アーキテクチャー・メンバーを再構築します。
FLM53109

警告、前の検査が失敗しました。
入力グループ : aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb メンバー: cccccccc
エラー・グループ 1: dddddddd
日付: eeeeeeee 時刻: ffffffff
エラー・グループ 2: gggggggg
日付: hhhhhhhh 時刻: iiiiiiii

解説: gggggggg 内のメンバーのバージョンが、
dddddddd 内のメンバーに基づいていませんでした。こ
のエラーは普通、2 つのグループ間のメンバーのバージ
ョンが削除されていることを意味します。
dddddddd 内のメンバー用の会計情報にある以前の日時
フィールドには、階層内のメンバーの次のオカレンスの
ために、最後に修正された日時が入っている必要があり
ます。

SCLM メッセージ
このメッセージは警告です。ただし、条件付きモードの
プロモート処理プログラムは、メンバーを gggggggg 内
のメンバーに置き換える妨げとなります。

20

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を相
互参照データ・セットに対して実行して、問題
を判別します。

ユーザー応答: このプロモートに関しては、処置は不
要です。メンバー cccccccc をグループ gggggggg にプ
ロモートする試みは、条件付きモードでは失敗します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロ上の相
互参照データ・セットを識別します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

FLM53901

次の中間形式の会計情報検索エラー。 CU
名: aaa(55) bbb(55) CU タイプ: cccc CU
修飾子: dddddddd コード: eee グループ:
ffffffff

FLM53902

解説: 指定の中間形式の会計情報を検索している間
に、エラーが発生しました。エラー・メッセージに関連
したエラー・コードは、エラーの本質に関連した特定事
項を提供します。
ユーザー応答:
8

12

16

20

24

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。
指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。
コンパイル単位の中間形式に関する会計情報の
検索中に、入出力エラーが発生しました。 ジ
ョブをもう一度実行依頼します。エラーが再発
するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。
相互参照データ・セットが、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

CU 名: ccc(55) ddd(55)
CU タイプ: eeee
CU 修飾子: ffffffff 組み立てマップ
日付 / 時刻: gggggggg hhhhhhhh
会計日付 / 時刻: iiiiiiii jjjjjjjj

可能な戻りコードは次のとおりです。

コンパイル単位の中間形式に関する会計情報
が、階層図内の指定のグループには見付かりま
せんでした。 コンパイルされた中間形式が欠
落しているか、古い可能性があります。 コン
パイル単位を含むメンバーを組み立てます。

戻りコードが以下の場合

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

タイプ: bbbbbbbb のアーキテクチャー・
メンバー: aaaaaaaa が最新のものではあ
りません。以下のコンパイル単位に関する
検査エラー。

解説: &alist の最後の組み立てがプロモートされてか
ら、変更が行われました。組み立ての出力と入力が一致
しません。指定のコンパイル単位の組み立て出力は、示
されている組み立てマップの日時に基づいていました。
指定のコンパイル単位は更新されていますが、その更新
は組み立てられていません。
ユーザー応答: プロモートされる &alist を再構築して
から、ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM53903

警告、以下のコンパイル単位の中間形式お
よび会計情報が、グループ・メンバー:
iiiiiiii タイプ: jjjjjjjj 言語: kkkkkkkk より
上の、グループ・メンバー: ffffffff タイプ:
gggggggg 言語: hhhhhhhh からの、グルー
プ: aaaaaaaa CU 名: bbb(55) ccc(55) CU
タイプ: dddd CU 修飾子: eeeeeeee から
パージされます。

解説: コンパイル単位 bbb(55) ccc(55) のソースが、別
のメンバーに移されました。中間形式がパージされなけ
れば、この移動により、指定のグループ内の複数のサブ
ライブラリーに、そのコンパイル単位の中間形式が存在
することになります。 SCLM は、階層の 1 つのグルー
プ内に、メンバーのコンパイル単位の複写が複数存在す
ることは認めません。したがって、古いコンパイル単位
がパージされます。
ユーザー応答: プロモートが、識別されたコンパイル
単位の複写を失敗しなければ、処置は不要です。 複写
が失敗した場合には、プロモートが正常に終了するま
で、コンパイル単位の複写はグループに含まれません。
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FLM53905

次の中間形式の会計情報検索エラー。 CU
名: aaa(55) bbb(55) CU タイプ: cccc CU
修飾子: dddddddd コード: eee グループ:
ffffffff

FLM53906

解説: 中間形式 aaa(55) bbb(55) の会計情報を検索しよ
うとしている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

12

16

可能な戻りコードは次のとおりです。

コンパイル単位の中間形式に関する会計情報
は、指定のグループには見付かりませんでし
た。このエラーは、コンパイルされた中間形式
が欠落しているか、あるいは古いことを示しま
す。コンパイル単位を含むメンバーを組み立て
る必要があります。
SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。
指定されたグループが、プロジェクト定義内に
見付かりませんでした。 ユーザーが代替プロ
ジェクト定義を使用するとき、あるいは、プロ
ジェクト定義を修正するときに、このエラーが
起こり得ます。 欠落しているグループのプロ
ジェクト定義を調べます。プロジェクト管理者
に連絡してください。

20

コンパイル単位の中間形式に関する会計情報の
検索中に、入出力エラーが発生しました。 ジ
ョブをもう一度実行依頼して、エラーが再発す
るようであれば、プロジェクト管理者に連絡し
てください。

24

相互参照データ・セットが、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
16

20

24
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戻りコードが以下の場合

プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。
VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を相
互参照データ・セットに対して実行して、問題
を判別します。
プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロ上の相
互参照データ・セットを識別します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
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タイプ: bbbbbbbb のアーキテクチャー・
メンバー: aaaaaaaa が最新のものではあ
りません。組み立てマップはコンパイル単
位を参照しなくなりました。 CU 名:
aaa(55) bbb(55) CU タイプ: cccc CU 修
飾子: dddddddd

解説: コンパイル単位はまだ存在していますが、指定
された組み立てマップには、そのコンパイル単位への参
照はもう含まれていません。
ユーザー応答: コンパイル単位が古い場合には、サブ
ライブラリー管理ユーティリティー (オプション 3.2)
を使用して、そのコンパイル単位を削除します。次に拡
張モードのこのグループで、別の組み立てを実行しま
す。それ以外の場合には、拡張モードで組み立てを試み
ます。
FLM55000

複写フェーズの開始 - bbbbbbbb の
aaaaaaaa

解説: プロモート検査フェーズが成功しました。 複写
フェーズが開始されました。これは、単なる通知メッセ
ージです。
FLM55201

矛盾する項目の中間形式に関する会計情報
の削除中に、エラーが発生。

解説: 送り出しグループの中間会計レコードまたは中
間形式のパージを試みている間に、エラーが発生しまし
た。送り出しグループの中間形式のタイプまたはメンバ
ーが、送り出しグループと一致しません。 コンパイル
単位のソースが別のメンバーに移されなかったか検査し
ます。
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM55904

言語: aaaaaaaa の中間形式の複写の失
敗。

解説: 言語 aaaaaaaa のコンパイル単位の中間形式を
複写している間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM55905

余分なコンパイル単位の相互参照情報のパ
ージ・エラー。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc

SCLM メッセージ
CU 修飾子: dddddddd コード: eee
グループ: ffffffff タイプ: gggggggg
メンバー: hhhhhhhh
解説: プロモート処理プログラムは、グループ ffffffff
内の余分なコンパイル単位に関する相互参照情報をすべ
て削除してから、新しいテキストおよびすべてのメンバ
ーの会計情報を複写します。余分なコンパイル単位と
は、両方のグループ内にあるメンバーに関して、受け取
りグループ内にはあるが、送り出しグループ内にはない
コンパイル単位です。 開発ライブラリー内で余分なコ
ンパイルを用いてメンバーの修正を行い、そのメンバー
の余分なコンパイル単位を開発ライブラリーから削除す
る際に、このような状態になります。
指定のコンパイル単位に関するグループから相互参照情
報を削除している間に、エラーが発生し、SCLM が戻り
コードを出しました。
ユーザー応答:

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

16

相互参照データ・セットが待機状態。 ジョブ
を後で再試行します。

24

相互参照データ・セットは、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

24

戻りコードが以下の場合

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を相
互参照データ・セットに対して実行して、問題
を判別します。
プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロ上の相
互参照データ・セットを識別します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

FLM57000

パージ・フェーズ開始 - bbbbbbbb の
aaaaaaaa

解説: プロモート検査および複写フェーズが正常に終
了しました。 パージ・フェーズが開始されました。 こ
れは、単なる通知メッセージです。
FLM57001

グループ: aaaaaaaa からのパージ開始。

解説: SCLM は、グループ aaaaaaaa で始まるメンバ
ーのパージを開始しました。 パージ処理が 1 つのグル
ープで完了した後で、次のグループの処理が開始しま
す。 これは、単なる通知メッセージです。

警告、会計情報が最新のものではありませ
ん。グループ: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc

解説: メンバー cccccccc の会計情報が、メンバーの内
容と一致しません。 メンバーが SCLM 制御外で更新さ
れた可能性があります。
ユーザー応答: SCLM 編集プログラムまたは SAVE サ
ービスを使用して、メンバーを SCLM に定義します。
メンバーが不要であれば、SCLM ライブラリー・ユーテ
ィリティーまたは DELETE サービスを使用して、それ
を削除します。
FLM57102

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

8

FLM57101

警告、グループ: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb メンバー: cccccccc の会計情報
が存在します。 該当するデータ・セット:
ddd(44) がありません。 会計情報はパー
ジされます。

解説: SCLM は aaaaaaaa.bbbbbbbb.cccccccc の会計情
報を見付けましたが、該当するデータ・セット ddd(44)
がありません。 SCLM はそのデータ・セットを見付け
るはずでしたが、見付けられませんでした。 データ・
セットが存在せず、会計情報に対応するメンバーがない
ため、会計情報がパージされます。
ユーザー応答: このメッセージは情報を提供するだけ
です。 処置は不要。
FLM57201
解説:

グループ: aaaaaaaa に関する中間形式の
パージが失敗。

グループから中間形式をパージできません。

ユーザー応答: このエラーに関連するすべてのメッセ
ージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM58000
解説:

プロモート処理プログラムの完了。
bbbbbbbb の aaaaaaaa

プロモート処理プログラムが完了しました。

ユーザー応答: このプロモートの結果に関連する、す
べてのメッセージのメッセージ・データ・セットを参照
してください。
FLM59001
解説:

プロモート処理プログラムの呼び出し。

これは、単なる通知メッセージです。
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FLM61007

解説: データベース・ユーティリティーの処理が開始
されました。 これは、単なる通知メッセージです。
FLM61008
解説:

12

メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査処理が
失敗しました。 検査エラーの本質を判別する
ためには、ライブラリー・ユーティリティーを
使用して、メンバーの会計および依存情報を表
示します。 ユーティリティーはこの検査を実
行し、妥当性検査を行いたいフィールドを表示
します。 問題を訂正するには、メンバーを編
集して保管します。

16

指定されたグループ が、プロジェクト定義内
に見付かりませんでした。 ユーザーが代替プ
ロジェクト定義を使用するとき、あるいは、プ
ロジェクト定義を修正するときに、このエラー
が起こり得ます。 欠落しているグループのプ
ロジェクト定義を調べます。プロジェクト管理
者に連絡してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

報告書に関して生成されたページ数 aaa(10)

これは、単なる通知メッセージです。

FLM61009
解説:

バーを SCLM に登録します。 処理プログラム
をもう一度実行します。

データベース内容ユーティリティー開始 bbbbbbbb の aaaaaaaa

調製出力に関して生成されたページ数 aaa(10)

これは、単なる通知メッセージです。

FLM61011

@@01 レコードが見付かりません。

解説: SCLM は、VSAM データ・セット内にレコード
のリストを見付けることができません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: VSAM データ・セットか
らレコードのリストを検索している間に、VSAM エラ
ーが起こりました。 検索されるレコードのタイプは、
メッセージ・テキストに指定されています。 アクセス
方式サービスの解説書を参照して、VSAM エラーを判
別します。
FLM61012

会計データベースへのアクセス中に
VSAM I/O エラーが発生。

解説: SCLM がその会計情報を格納するために使用す
る VSAM ファイルに、問題があります。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: アクセス方式サービスの
解説書を参照して、VSAM エラーを判別します。
FLM61015
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プロジェクト定義を訂正して、再アセンブルし
ます。ジョブをもう一度実行依頼して、エラー
が発生しなかったことを検査します。

20

IDCAMS を会計データ・セットに対して実行
して、問題を判別します。

FLM61020

ユーザー応答: 選択基準に突け合わせるメンバーが
SCLM 制御下にあるか検査します。

コード: aaa エラー・グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

解説:

可能な戻りコードは次のとおりです。

SCLM は、メンバーの会計情報を検出しません
でした。編集プログラム、移行ユーティリティ
ー、または SAVE サービスを使用して、メン
OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

選択基準に一致するメンバーがありませ
ん。

解説: SCLM は、プロジェクト、グループ、タイプお
よびメンバーに関して一致するものを見付けられません
でした。

FLM61021

ユーザー応答:

戻りコードが以下の場合

16

会計または相互参照情報の検索エラー。

解説: 会計レコードがないか、グループ bbbbbbbb で
始まる階層図内のメンバー dddddddd に関して、検索で
きませんでした。

8

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

データベース内容ユーティリティーが完了
- bbbbbbbb の aaaaaaaa

これは、単なる通知メッセージです。

FLM61025

DBUTIL 報告書用のユーザー定義の DD
名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: DBUTIL 報告書に対して指定された DD 名
aaaaaaaa が割り振られませんでした。サービスを使用
して DBUTIL 機能を呼び出す場合には、DBUTIL 報告
書の DD 名は任意選択です。 DD 名を指定しない場合
には、DBUTIL 報告書は省略時解釈により、端末へ送信

SCLM メッセージ
されます。 DD 名を指定する場合には、これを割り振
る必要があります。
ユーザー応答: DBUTIL 出力用にユーザー指定の DD
名が割り振られているか検査します。 ジョブをもう一
度実行依頼します。
FLM61028

調製出力用のユーザー定義の DD 名:
aaaaaaaa が未割り振り。

解説: 調製出力に対して指定された DD 名 aaaaaaaa
が割り振られませんでした。サービスを使用して
DBUTIL 機能を呼び出す場合には、調製出力の DD 名
は任意選択です。 DD 名を指定しない場合には、調製
出力は省略時解釈により、端末へ送信されます。 DD
名を指定する場合には、これを割り振る必要がありま
す。
ユーザー応答: 調製出力用にユーザー指定の DD 名が
割り振られているか検査します。ジョブをもう一度実行
依頼します。
FLM61030

DBUTIL メッセージに関するユーザー定
義の DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: メッセージに対して指定された DD 名 aaaaaaaa
が割り振られていません。 サービスを使用して
DBUTIL 機能を呼び出す場合には、メッセージの DD
名は任意選択です。 DD 名を指定しない場合には、メ
ッセージは省略時解釈により、端末へ送信されます。
DD 名を指定する場合には、これを割り振る必要があり
ます。
ユーザー応答: メッセージ用にユーザー指定の DD 名
が割り振られているか検査します。 ジョブをもう一度
実行依頼します。
FLM61035

調製出力行の長さが制限を超えています。

解説: 調製ファイルに書き込まれる出力行が、2048 文
字の制限を超えました。
ユーザー応答: 出力として調製ファイルへ書き込まれ
る行の長さが、2048 よりも長くないか検査します。
2048 を超えている場合には、形式設定された報告行を
変更して、2048 文字以下を調製ファイルに書き込む
SCLM 変数を入れます。
FLM62000

アーキテクチャー報告書処理プログラム開
始 - bbbbbbbb の aaaaaaaa

解説: 報告書処理が開始されました。 これは、単なる
通知メッセージです。

FLM62001

開始アーキテクチャー・メンバー・タイプ
がカットオフを超えています。

解説: 指定されたアーキテクチャー・メンバーのタイ
プが、報告書のカットオフに与えられたアーキテクチャ
ー定義のタイプを超えたため、アーキテクチャー報告書
を生成することができませんでした。報告書カットオフ
は、アーキテクチャー・メンバー の種類と同じか、そ
れよりも小さくなければなりません。
アーキテクチャー・メンバー の詳細については、ISPF
ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
開発者の手引き を参照してください。
ユーザー応答: 小さい報告書カットオフを指定して、
ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM62002

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb に
関する会計情報が初期状態またはロックア
ウト状態です。

解説: メンバー aaaaaaaa がロックされましたが、メ
ンバーに加えた変更内容が SCLM に登録されていませ
ん。 メンバーのソースがないか、会計情報に一致しな
いかのいずれかです。
ユーザー応答: メンバーがあれば、SCLM 編集プログ
ラムまたは SAVE サービスを使用して、正しい会計情
報を作成します。
FLM62008

カットオフ・パラメーター: aaa(24) が無
効です。

解説: アーキテクチャー報告書の報告書カットオフが
無効です。
ユーザー応答: 指定されている報告書カットオフ・パ
ラメーターが、次のようであるか検査します。
CC

HL、LEC および CC アーキテクチャー・メン
バーの場合

GEN

HL、LEC および総称アーキテクチャー・メン
バーの場合

HL

HL アーキテクチャー・メンバーの場合

LEC

HL および LEC アーキテクチャー・メンバー
の場合

NONE

すべてのアーキテクチャー・メンバーおよびソ
ース・メンバー (カットオフでない) の場合

TOP SOURCE
すべてのトップ・ソース・メンバーおよび、す
べてのアーキテクチャー・メンバーの場合。
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FLM62010

報告書 DD 名とメッセージ DD 名は別に
します。

解説: 機能は、報告書ファイルおよびメッセージ・フ
ァイルの両方に指定されている同じ DD 名で呼び出さ
れました。
ユーザー応答: 報告書ファイルとメッセージ・ファイ
ルに、異なった DD 名を指定します。
FLM62024

警告、最大字下げの長さを超えました。
残りのメンバーは字下げされません。

解説: アーキテクチャー報告書のメンバーの処理中
に、最大字下げの長さを超えました。 アーキテクチャ
ー報告書は継続されますが、残りのメンバーは、組み込
みメンバーを示すために字下げされません。
FLM62025

アーキテクチャー報告書に関するユーザー
定義の DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

解説: アーキテクチャー報告書に対して指定された DD
名 aaaaaaaa が割り振られませんでした。サービスを使
用してアーキテクチャー機能を呼び出す場合には、アー
キテクチャー報告書の DD 名は任意選択です。 DD 名
を指定しない場合には、アーキテクチャー報告書は省略
時解釈により、端末へ送信されます。 DD 名を指定す
る場合には、これを割り振る必要があります。
ユーザー応答: アーキテクチャー報告書用にユーザー
指定の DD 名が割り振られているか検査します。ジョ
ブをもう一度実行依頼します。
FLM62030

アーキテクチャー・メッセージに関するユ
ーザー定義の DD 名: aaaaaaaa が未割り
振り。

解説: アーキテクチャー・メッセージに対して指定さ
れた DD 名 aaaaaaaa が割り振られませんでした。 サ
ービスを使用してアーキテクチャー機能を呼び出す場合
には、アーキテクチャー・メッセージの DD 名は任意
選択です。 DD 名を指定しない場合には、アーキテク
チャー・メッセージは省略時解釈により、端末へ送信さ
れます。 DD 名を指定する場合には、これを割り振る
必要があります。
ユーザー応答: アーキテクチャー・メッセージ用にユ
ーザー指定の DD 名が割り振られているか検査しま
す。ジョブをもう一度実行依頼します。
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FLM62104

アーキテクチャー・メンバー: aaaaaaaa
タイプ: bbbbbbbb 内のステートメントが
無効です。

解説: アーキテクチャー・メンバー aaaaaaaa に、無
効なステートメントが含まれています。アーキテクチャ
ー・メンバー に、LEC および CC の両方に対して特定
のキーワードが含まれている可能性があります (たとえ
ば、OBJ キーワードと LOAD キーワード)。アーキテ
クチャー・メンバー はまた、2 つの LMAP ステートメ
ントあるいは、複写されるメンバー内の LMAP ステー
トメントを持つ COPY キーワードを持っている可能性
もあります。 このようなエラーが起こると、このメッ
セージが出されます。
ユーザー応答: このエラーはアーキテクチャー報告書
には影響しません。組み立てを試みる前に、上記のエラ
ーに関して、指定のアーキテクチャー・メンバーを検査
します。アーキテクチャー・メンバー を修正して、エ
ラーを訂正します。
FLM62108

会計情報の検索エラー。
コード: aaa グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

解説: 会計情報がないか、あるいは、メンバー
dddddddd に関して検索できません。
ユーザー応答: 報告書が実行されていた場合には、単
にアプリケーションの高水準アーキテクチャーを参照し
ます。応答は不要です。 そうでない場合には、受け取
られた戻りコードに対して推奨される処置を取ります。
8

メンバー dddddddd の会計レコードがありませ
ん。 SCLM 編集プログラム、移行ユーティリ
ティー、または SAVE サービスを使用して、
メンバーを登録します。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合

12

SCLM は、メンバーの会計情報が入っている
VSAM レコードを読み取ることができません
でした。 アクセス方式サービスの解説書を参
照して、VSAM エラーを判別します。

16

指定されたグループ bbbbbbbb が、プロジェク
ト定義内に見付かりませんでした。 代替プロ
ジェクト定義が使用されている場合に、このエ
ラーが起こります。 プロジェクト定義に変更
が加えられることによって、このエラーが起こ
ることもあります。 プロジェクト定義を訂正
して、再アセンブルします。

20

会計レコードの読み取り中に入出力エラーが起
こりました。これは、VSAM 会計データ・セ

SCLM メッセージ
ットのオープン・エラーを表すこともありま
す。 アクセス方式サービスの解説書を参照し
て、VSAM エラーを判別します。
FLM62200

変数の数が、許可されている変数の最大数
を超えています。報告書は継続します。

解説: SCLM は、ユーザーが報告書用に要求した
SCLM 変数をすべて表示することはできません。
ユーザー応答: 指定された変数を検査して不要なもの
を除去するか、あるいは、報告書を小さい単位に分けま
す。
FLM62900

アーキテクチャー報告書の処理プログラム
が完了しました。

解説: アーキテクチャー報告書の処理プログラムが、
実行を終了しました。
ユーザー応答: 処理の完了に関連する、すべてのメッ
セージのメッセージ・データ・セットを参照してくださ
い。
FLM69005
解説:

これは、単なる通知メッセージです。

FLM69015
解説:

メッセージは aaa(26) 内に現れます。

これは、単なる通知メッセージです。

FLM69025
解説:

報告書は aaa(26) に現れます。

これは、単なる通知メッセージです。

FLM69020
解説:

データベース内容ユーティリティーの呼び
出し。

ユーザー応答: 可能であれば、アーキテクチャー定義
内の PARM または PARMx のキーワードを介して渡さ
れるパラメーター・ストリングのサイズを小さくしま
す。 それができなければ、プロジェクト管理者に連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: 指定の変換プログラムに
関して、FLMTRNSL マクロの OPTION パラメータ
ー・ストリングのサイズを小さくします。
FLM70003

置換リストが変換プログラム aaaaaaaa に
許されている最大サイズを超えました。

解説: 変換プログラム aaaaaaaa の ddname 置換リス
トが、許可されている最大数 512 よりも大きい。 変換
プログラムの FLMALLOC マクロはすべて、ddname 置
換リストに入れられる 8 文字の DD 名を作り出しま
す。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 指定の変換プログラムに
関して、FLMALLOC マクロ呼び出しの数を減らすか、
あるいは、FLMTRNSL マクロの PORDER パラメータ
ーを 0 または 1 に変更すると、SCLM は ddname 置
換リストの引き渡しを試行しません。

調製出力は aaa(26) に現れます。

これは、単なる通知メッセージです。

FLM69030

パラメーター・ストリングが変換プログラ
ム aaaaaaaa に許されている最大サイズを
超えました。

解説: 変換プログラム aaaaaaaa のパラメーター・ス
トリングが、認められている最大数 512 文字より大き
い。パラメーター・ストリングは、PARM 指定の
FLMTRNSL マクロでの OPTIONS パラメーターの値
と、PARMx アーキテクチャー・メンバー・キーワード
の値を連結して形成されます。 その結果できあがった
ストリング内の SCLM 変数はすべて、可変値に置き換
えられます。 パラメーター・ストリングの作成に使用
できるソースはすべて、パラメーター・ストリング・サ
イズの超過の原因となり得ます。

これは、単なる通知メッセージです。

FLM69010
解説:

アーキテクチャー報告書の処理プログラム
の呼び出し。

FLM70002

データベース内容ユーティリティーの戻り
コードは aaa です。

解説: データベース内容ユーティリティーが、戻りコ
ード aaa を出して終了しました。 これは、単なる通知
メッセージです。

FLM70101
解説:

複写ライブラリー名: aaa(44) が無効で
す。

複写ライブラリー名が長過ぎます。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 許可されている最大サイ
ズは 44 文字です。 SCLM 変数が使用されている場合
には、複写ライブラリーのサイズを 44 文字以下にし
て、SCLM 変数置換を使用できるようにします。
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FLM70102

サポートされない入出力タイプ、データ・
セット言語 aaaaaaaa の割り振り不可。変
換プログラム: bbbbbbbb データ・セット:
ccc IOTYPE: dddddddd

24

入力パラメーターが無効。

28

RECFM 値が U のデータ・セットを、リス
ト・データ・セットに複写することはできませ
ん。

解説: FLMALLOC マクロに指定された IOTYPE は、
関連した変換プログラムではサポートされません。

ユーザー応答:
うにします。

ユーザー応答:
い。

12

変換プログラムが実際にファイルを作成し、そ
れを削除しなかったか検査します。 変換プロ
グラムを SCLM 外で実行してみて、そのファ
イルが作成されるかを調べます。

16

より大きいリスト・データ・セットを割り振り
ます。

20

リスト・データ・セットへのアクセス権限を持
っているかを調べます。 変換プログラムが実
際にファイルを作成し、それを削除しなかった
か検査します。 変換プログラムを SCLM 外で
実行してみて、そのファイルが作成されるかを
調べます。

24

このメッセージ (メッセージ ID およびすべて
のテキスト・フィールドを含む) を、弊社サポ
ート部門に報告してください。

28

レコード形式を訂正するか、目標データ・セッ
トを変更します。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 指定された言語の言語定
義内の FLMALLOC ステートメントを訂正します。 詳
細については、ISPF ソフトウェア構成およびライブラ
リー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM70212

言語: aaaaaaaa の複写ルーチン (複数の
場合あり) の呼び出し

解説: 言語 aaaaaaaa の複写変換プログラムが呼び出
されました。 この変換プログラムは、言語定義内に定
義されました。 これは、単なる通知メッセージです。
FLM70214

言語: aaaaaaaa の除去ルーチン (複数の
場合あり) の呼び出し

解説: 言語 aaaaaaaa のパージ・ルーチンが呼び出さ
れました。 このプログラムは、言語定義内に定義され
ました。 これは、単なる通知メッセージです。

FLM70502
FLM70216

言語:aaaaaaaa の変換プログラムの呼び出
し

解説: 言語 aaaaaaaa の変換プログラムが呼び出され
ました。 これは、単なる通知メッセージです。
FLM70501

変換プログラム bbb の割り振りデータ・
セット aaa をリスト・データ・セット、
コード: ccc へ複写するときにエラー

解説: 次のうちの 1 つが起こった可能性があります。
v リスト・データ・セットが割り振られませんでした。
v リスト・データ・セットに、十分な割り振りスペース
がありませんでした。
可能な戻りコードは次のとおりです。
12

リスト・データ・セットへ複写されるデータが
ないか、データは変換プログラムによってすで
に削除されています。

16

出力データ・セットがいっぱいです。

20

下記の原因によりデータ・アクセスが失敗しま
した。
v データ・セット・セキュリティー保護
v 入力メンバーが見付からなかった。
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戻りコードが以下の場合には、次のよ

ブランクのリスト DD 名が指定されたた
め、リストは複写されませんでした。

解説: ユーザーがブランクの DD 名を指定したため、
SCLM はリストをリスト・データ・セットに複写しませ
んでした。 したがって、変換プログラムが生成したリ
ストを参照することはできません。
ユーザー応答: 所定の機能用にリスト DD 名を指定し
て、機能を再実行します。
FLM70600

日時検査エラー。グループ: aaaaaaaa タ
イプ: bbbbbbbb メンバー: cccccccc

解説: VERIFY 変換プログラムが組み立てまたはプロ
モート検査の一部として呼び出され、メンバー cccccccc
が古いことを示す、日時を戻しました。
ユーザー応答: 日付が有効か検査してから、ジョブを
もう一度実行依頼します。
FLM70601

言語: aaaaaaaa に関する検査変換プログ
ラムが失敗。

解説: 言語 aaaaaaaa の検査変換プログラムからの戻
りコードが、認められる最大の有効戻りコード値を超え
ました。

SCLM メッセージ
ユーザー応答: 検査変換プログラムからの無効な戻り
コードの理由を判別してから、適切な処置を取ります。
FLM70801

言語: cccccccc 変換プログラム: bbb (16)
コード: ddd のデータ・セット番号: aaa
に関する割り振り解除エラー

解説: 変換プログラム bbb (16) のデータ・セットを割
り振り解除する間に、エラーが発生しました。 デー
タ・セット番号 aaa は、その変換プログラムに割り振
られているデータ・セットを識別します。
注: プログラムを使用して呼び出される FREE および
END サービスの場合、最初の行だけが表示されま
す。 このメッセージは、cccccccc 言語に定義され
たいずれかの変換プログラムのデータ・セットが、
割り振り解除できなかったことを示します。 終結
処置中に起こる条件のため、これは通常警告として
扱われます。 言語に対して指定されているデー
タ・セットを、プログラムが割り振り解除していな
いか検査します。
可能な戻りコードは次のとおりです。
8

SVC 99 エラー。

12

SCLM 内部エラー。 このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールド
を含む) を、弊社サポート部門に報告してくだ
さい。

16

データ・セット名の欠落または誤り。

20

指定されたファイル属性が無効です。

24

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

28

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

32

要求メンバーは利用不能です。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数):
528

5896

FLM71002

変換プログラム: aaa(16) の呼び出しエラ
ー

解説: SCLM は変換プログラム aaa(16) を呼び出すこ
とができませんでした。変換プログラムが入っているロ
ード・モジュールが、別のジョブ専用として割り振られ
ているか、変換プログラムを定義する言語定義内にエラ
ーがあります。
ユーザー応答: 変換プログラムが以前には正常に使用
されており、変更が加えられていない場合 (たとえば、
新しいコンパイラー・リリースなど) には、処理プログ
ラムを再度呼び出してみます。 変換プログラムが新し
いか、あるいは問題が再発するようであれば、このメッ
セージ (メッセージ ID およびすべてのテキスト・フィ
ールドを含む) を、弊社サポート部門に報告してくださ
い。
FLM71004

変換プログラム戻りコード ===> aaa(16)
===> bbbb

解説: 呼び出された変換プログラムからの戻りコード
が、変換プログラム用に指定された GOODRC パラメー
ターに一致しません。 コンパイラー・リストなどの変
換プログラム出力は、処理プログラム用のリスト・デー
タ・セットが言語定義で要求されている場合には、リス
ト・データ・セット内に保管されます。
ユーザー応答: リスト・データ・セットを使用して、
変換プログラムが識別するすべてのエラーを見付けだ
し、訂正します。 指定の戻りコードが変換プログラム
用に有効なものであれば、プロジェクト管理者に連絡し
てください。
プロジェクト管理者の応答: 指定される戻りコードの
定義を行う、プロジェクト定義内の FLMTRNSL マクロ
の GOODRC パラメーターを変更します。
FLM71006

データ・セットの割り振りエラー: DD 名
: aaaaaaaa コード: bbb

要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。

解説: データ・セットの割り振りを試みている間に、
エラーが発生しました。 可能な戻りコードは次のとお
りです。
8

SVC 99 エラー。

データ・セットがありません。

12

内部エラー。 このメッセージ (メッセージ ID
およびすべてのテキスト・フィールドを含む)
を、弊社サポート部門に報告してください。

16

データ・セット名が無効です。

20

指定されたファイル属性が無効です。

24

PDS のメンバーが要求されましたが、デー
タ・セットが区分編成ではありません。

ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。エ
ラーが再発するようであれば、このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールドを含む)
を、弊社サポート部門に報告してください。

第3章 SCLM メッセージ

605

SCLM メッセージ
28

要求メンバーを見付けることができませんでし
た。

32

要求メンバーは利用不能です。

>64

SVC 99 エラー、理由コード (10 進数):
528

5896

要求データ・セットが利用不能です。
データ・セットは別のジョブに割り振
られており、その USAGE 属性がこの
要求に対立します。
データ・セットがありません。

FLM71012

エラー: FLMTCOND マクロのキーワード
WHEN の構文が無効です。 FLMTCOND
は COMPILE=aaaaaaaa の指定の
FLMTRNSL の後に続きます。

解説: aaaaaaaa は、FLMTCOND マクロに関連した
FLMTRNSL の COMPILE キーワードの値です。 キー
ワード WHEN の値に無効な構文が含まれています。
ユーザー応答: プロジェクト定義の訂正については、
プロジェクト管理者に問い合わせてください。

ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。エ
ラーが再発するようであれば、このメッセージ (メッセ
ージ ID およびすべてのテキスト・フィールドを含む)
を、弊社サポート部門に報告してください。

ユーザー応答: 言語定義を編集し、COMPILE=aaaaaaaa
の指定の FLMTRNSL の後に続く FLMTCOND の
WHEN キーワードを訂正します。 言語定義を使用する
プロジェクト定義を再アセンブルして連係します。

プロジェクト管理者の応答: 弊社サポート部門に連絡
して、支援を求めてください。

FLM72001

FLM71010

エラー: FLMTCOND マクロのキーワード
GROUP と NOTGROUP がともに指定さ
れました。 FLMTCOND は
COMPILE=aaaaaaaa の指定の
FLMTRNSL の後に続きます。

パラメーター: aaaaaaaa の値が無効か欠
落しています。

解説: パラメーター aaaaaaaa の値が無効か、欠落し
ています。 このメッセージは FLMTXFER 変換プログ
ラムによって出されます。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

解説: aaaaaaaa はこの FLMTCOND マクロに関連した
FLMTRNSL の、COMPILE キーワード値です。 このエ
ラーは FLMTCOND マクロによってトラップされるべ
きで、実行時に発生してはなりません。

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER 変換プログラ
ムへの呼び出しを更新して、必須パラメーターがすべて
渡され、かつ、パラメーターのすべてが有効な値を持つ
ようにします。

ユーザー応答: プロジェクト定義の訂正については、
プロジェクト管理者に問い合わせてください。

FLM72002

ユーザー応答: FLMTCOND マクロの GROUP または
NOTGROUP を除去します。 FLMTCOND マクロは、
言語定義内で COMPILE=aaaaaaaa 付きの FLMTRNSL
マクロの後に続きます。 言語定義を使用するプロジェ
クト定義を再アセンブルして連係します。
FLM71011

エラー: 直前の変換プログラムのラベルが
見付かりません。変換プログラム・ラベル
=aaaaaaaa

解説: aaaaaaaa は、言語定義内の組み立て変換プログ
ラムに関して、直前の FLMTRNSL マクロのいずれにも
みつからない FLMTCOND WHEN キーワード値のラベ
ルです。
ユーザー応答: プロジェクト定義の訂正については、
プロジェクト管理者に問い合わせてください。
ユーザー応答: 言語定義を編集し、FLMTRNSL ラベル
または WHEN キーワードによって参照されるラベル
(あるいはその両方) を調整します。 言語定義を使用す
るプロジェクト定義を再アセンブルして連係します。
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DD 名: aaaaaaaa のデータ・セットが未
割り振り。

解説: DD 名 aaaaaaaa が割り振られていませんが、こ
れは FLMTXFER 変換プログラムに必須です。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER 変換プログラ
ムへの呼び出しを更新して、必須の DD 名がすべて割
り振られるようにします。DD 名は変換プログラム
FLMTXFER が直接に使用する DD 名か、または FILES
DD 名に渡された入力データに指定された DD 名とす
ることができます。
FLM72003

転送タイプ: a が無効です。行番号:
bbbbb

解説: 転送タイプ a は、有効な転送タイプではありま
せん。有効な転送タイプは A (ASCII) と B (BINARY)
です。無効な転送タイプが、変換プログラムへの FILES
DD 入力の bbbbb 行に指定されました。

SCLM メッセージ
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER 変換プログラ
ムへの FILES DD 名に渡される転送タイプが、有効な
ものであるようにします。
FLM72004

行番号: aaaaa に転送ソースの指定があり
ません。

解説: 転送用に、データ・セット、DD 名、またはファ
イルが指定されませんでした。 変換プログラムへの
FILES DD の行 aaaaa に、ソースが欠落しています。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 転送のソースが、
FLMTXFER 変換プログラムへの FILES DD 入力の各行
ごとに指定されるように確認します。
FLM72005

ソース・データ・セット名: aaa(56) が無
効です。行番号: bbbbb

解説: 転送用のソース・データ・セット名が無効で
す。 無効なデータ・セット名として考えられる理由は
次のとおりです。
v データ・セット名が 56 文字より長くなっています。
v データ・セット名に終了引用符がない
v 開始引用符と終了引用符の間に文字がない
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER 変換プログラ
ムへの FILES DD 入力に、有効なデータ・セット名だ
けが指定されるようにします。

FLM72007

解説: 行 bbbbb に無効なタイプ名またはメンバー名が
含まれています。以下が、このエラーの原因として考え
られます。
v メンバー名が長過ぎる。
v タイプ名が長過ぎる。
v 名前を引用符で囲まずに、データ・セット名が指定さ
れた。
ユーザー応答:
い。

SCLM メンバー: aaaaaaaa に直接入れ
ることはできません。行番号: bbbbb

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER への呼び出し
を更新して、ワークステーションへ転送されるメンバー
が、転送前にホスト上にあるようにします。
FLM72008

DD 名またはメンバー名: aaaaaaaa が無
効です。行番号: bbbbb

解説: 行 bbbbb に、無効な DD 名またはメンバー名が
指定されています。 考えられる原因は次のとおりで
す。
v メンバー名が長過ぎる。
v DD 名が長過ぎる。
v DD 名が指定されずに、メンバー名の前にコロンが指
定された。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER への呼び出し
を更新して、有効なステートメントが FILES DD 名入
力に指定されているようにします。
FLM72009

FLM72006

メンバー名またはタイプ名: aaaaaaaa が
無効です。行番号: bbbbb

ソース名前: aaa(56) 内の構文が無効で
す。行番号: bbbbb

解説: 変換プログラム FLMTXFER は、ワークステー
ション・ファイルを SCLM メンバーに直接に格納する
ことをサポートしていません。 その代わりに、ファイ
ルは IOTYPE=O または IOTYPE=P の指定の DD 名に
格納される必要があります。

解説: 行 bbbbb に、無効な転送ソースが指定されてい
ます。 考えられる原因は次のとおりです。
v データ・セット名を引用符で囲まずに指定してある
v 必須コロンを使用せずに DD 名を指定してある
v 必須ピリオドを使用せずに SCLM メンバーを指定し
てある

ユーザー応答:
い。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER への呼び出し
を更新して、データがメンバー内に直接格納されないよ
うにします。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMTXFER への呼び出し
を更新して、有効なステートメントが FILES DD 名入
力に指定されているようにします。
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FLM72010
解説:

転送宛先が未指定。行番号: aaaaa

FLM75001

行 aaaaa に、転送用の目標指定がありません。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FILES DD 名の各ステー
トメントに有効な転送宛先が含まれているようにしま
す。
FLM72011

転送メンバーが組み立て有効範囲内にな
い。メンバー: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb

解説: タイプ bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa が組み
立て有効範囲内にないので、転送されません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: SCLM メンバー名を指定
する FILES DD 名入力の各ステートメントが、組み立
て有効範囲内のメンバーだけを使用するようにします。
変換プログラム FLMTBMAP を使用して、特定の組み
立ての入出力リストを取得できます。

解説: 言語定義内に入力パラメーター aaaaaaaa が欠
落しているか、無効です。
ユーザー応答:
い。

DD 名: aaaaaaaa のデータ・セットの獲
得不可。

解説: FLMTXFER 変換プログラムは、DD 名
aaaaaaaa のデータ・セットを獲得できませんでした。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: DD 名がカタログ式デー
タ・セットに割り振られるようにします。
FLM72013

ファイル転送の失敗。戻りコード:
aaaa、元ファイル: bbbbbbbb、先ファイ
ル: cccccccc

解説: ファイル bbbbbbbb から ファイル cccccccc へ
の転送において、ISPF FILEXFER サービスが戻りコー
ド aaaa を出して失敗に終わりました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 戻りコード aaaa および
補足応答の説明は、ISPF FILEXFER サービスの資料を
参照してください。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 言語定義に入力パラメー
ターがすべて含まれているか、かつ、パラメーターが適
切な値を持っているかを検査します。
FLM75002

エラー: aaaaaaaa タグがプロキシー・フ
ァイル内に見付かりません。

解説: aaaaaaaa タグが、プロキシー・ファイル内に見
付かりませんでした。
ユーザー応答: CSP/370AD プロクシーに
BUILD/EBUILD タグ・セクションが含まれているか検
査します。 任選択で、EZE および GROUP タグを持っ
ている場合には、これらのタグは対応する EEZE また
は EGROUP タグを持っていなければなりません。
FLM75003

FLM72012

入力パラメーター aaaaaaaa のデータが無
効か欠落しています。

エラー: aaaaaaaa がプロキシー・ファイ
ルに未指定。

解説: aaaaaaaa エレメントが、プロキシー・ファイル
内に見付かりませんでした。
ユーザー応答: CSP/370AD プロクシー に、
CSP/370AD* GENERATE コマンドのパラメーター
MEMBER(name) が含まれているか検査します。
FLM75004
解説:

エラー: DD 名 = aaaaaaaa のオープン不
可、PASCAL 実行時エラー = bbb

DD 名 aaaaaaaa をオープンできませんでした。

ユーザー応答: DD 名 aaaaaaaa がシステム内にあるか
検査します。 PASCAL 実行時エラーのコード bbb は、
VS Pascal Application Programming Guide に記載されて
います。共通エラー・コードには次のコードがありま
す。
v 048 - ファイル: member_library 内のメンバーの欠落
FLM75006

警告: CSP/370AD GENERATE コマンド
には以下のパラメーターを使用します。
SYSTEM(TARGET_SYSTEM)、
MAPS(NONE)、TABLES(NONE)、および
BATCH(N)。代理ファイル内の対応するパ
ラメーターは無視されます。

解説: SCLM は、特定値を使用するパラメーターのリ
ストを持つ CSP/370AD GENERATE コマンドを追加し
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ます。 ユーザーがこれらのパラメーターのどれか 1 つ
を指定しても、それは無視され、代わりに SCLM が指
定したものが使用されます。 SYSTEM(target_system) の
’target_system’ の値は、FLMTRNSL マクロの OPTIONS
パラメーターの SYSTEM= 値から取得されます。 これ
は、CSP/370AD プロクシー メンバーに関連した言語定
義の、CSP/370AD Lista/Generate 変換プログラムの
FLMTRNSL マクロです。
ユーザー応答: メッセージに記述されるパラメーター
をすべて、代理ファイルから削除します。
FLM75007

タグ aaaaaaaa を検出する前に、代理ファ
イルの終わりに到達しました。

解説: CSP/370AD プロクシー ファイル内のタグは、
対になっている必要があります。たとえば、:BUILD タ
グは :EBUILD タグと一緒でなければなりません。 こ
のメッセージは、対応する終了タグが欠落していること
を示します。
ユーザー応答: :BUILD と :EBUILD のように、タグが
対になっているようにします。
FLM75008

タグが無効か、あるいはネストされたタグ
が代理ファイル内に見付かりました。

解説: タグが有効なタグでなかった (ミススペルによる
ものと思われる) か、または、ネストされたタグ (これ
は認められない) のどちらかです。
ユーザー応答: タグが有効で、ネストされたタグがな
いことを確認します。
FLM75009

エラー: FLMLANGL の BUFSIZE パラ
メーターは aaaa です。 最小でも bbbb
にしてください。

解説: 組み立てられる CSP/370AD プロクシー メンバ
ーに関連した言語定義の FLMLANGL マクロ内の
BUFSIZE パラメーターが小さすぎます。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: BUFSIZE の値は最小でも
bbbb にします。 プロジェクト定義を再アセンブルしま
す。
FLM75010

aaaaaaaa の割り振り失敗、DD 名 =
bbbbbbbb, DSNAME = cccccccc

解説: aaaaaaaa の割り振り中に、DD 名 = bbbbbbbb
を cccccccc DSNAME に割り振ることができなかった
か、DD 名が別の DSNAME に割り振られていました。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: DD 名と DSNAME がと
もに有効であるか検査します。 また、DSNAME が別の
DSNAME に割り振られていないかも調べます。
FLM75011

GROUP aaaaaaaa が SCLM 階層テーブ
ル内にありません。

解説: GROUP = aaaaaaaa は SCLM 階層テーブル内
にありません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
す。
FLM75012

GROUP が有効かを調べま

警告: MSL 制御ファイル内のすべての
MSL が使用されるわけではありません。

解説: SCLM は、SCLM に定義されている階層に従っ
て、MSL 制御ファイル (project.PROJDEFS.MSLCTRL)
に記述されている CSP/370AD MSL を連結します。 ラ
イブラリー MSL は MSL のこの連結の末尾に追加され
ます。 CSP/370AD が受け入れるのは最初の 5 個の読
み取り専用 MSL だけであるため、読み取り専用 MSL
の合計数が 5 を上回ると、この警告メッセージが出ま
す (ただし SCLM は MSL 連結を切り捨てません)。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: MSL の最長連結が 6 を
超えていないか検査します。
FLM75013

MSL 制御ファイル内の CSP/370AD 作
業ファイルが多過ぎます。

解説: MSL 制御ファイル
(project.PROJDEFS.MSLCTRL) 内にある作業ファイルが
6 個よりも多い。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: MSL 制御ファイル内の多
い作業ファイルが 6 個より多くないかを調べます。
FLM75014

MSL 制御ファイル内の MSL レコードの
数が、プロジェクト定義内のグループの数
よりも少ない。

解説: MSL 制御ファイル
(project.PROJDEFS.MSLCTRL) 内では、SCLM 階層内の
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グループ数は、CSP/370AD 内の MSL 数と同じでなけ
ればなりません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: SCLM 内のグループが、
MSL 制御ファイル (project.PROJDEFS.MSLCTRL) に指
定されている MSL と一致するかを調べます。
FLM75015

READ/WRITE MSL が未指定。

解説: 有効な読み取り / 書き込み MSL が、MSL 制御
ファイル (project.PROJDEFS.MSLCTRL) 内の現行
SCLM グループに指定されませんでした。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
を指定します。
FLM75016
解説:

読み取り / 書き込み MSL

CSP/370AD コマンド: aaaaaaaa が失敗
しました。

CSP コマンド aaaaaaaa が失敗しました。

ユーザー応答: CSP/370AD ログおよび出力を検査し
て、問題の原因を判別します。次に、問題を修正するた
めに必要な処置を取ります。
FLM80001

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
'END' レコードが見付かりませんでし
た。

解説: 会計 $list_info 配列がバッファー・サイズを超え
ました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: FLMLANGL マクロで言語
用に定義されている会計 $list_info 配列のサイズを大き
くします。 FLMLANGL マクロおよび会計 $list_info 配
列のサイズの指定方法については、ISPF ソフトウェア
構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 を参
照してください。
FLM80002

解説:

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
無効なレコード・タイプがあります。レコ
ード・タイプ: aaaaaaaa

未知のレコード・タイプです。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効なレ

610

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

コード・タイプが含まれていました。 配列を作成する
ために構文解析プログラムが使用された場合には、渡さ
れた値が正しいかを調べます。 詳細については、ISPF
ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
プロジェクト管理者の手引き を参照してください。
FLM80003

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
無効な COMPOOL 名があります。レコ
ード種類: aaaa COMPOOL 名: bbbbbbbb

解説: 会計 $list_info 配列に、無効またはブランクの
COMPOOL 名に関連付けられた COMPOOL 項目が含ま
れています。
ユーザー応答: 構文解析プログラムが使用された場合
には、問題のメンバーをもう一度解析します。 同じエ
ラーが起こったり、あるいは構文解析プログラムが使用
されなかった場合には、プロジェクト管理者に連絡して
ください。
プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効ある
いはブランクの COMPOOL 名が含まれていました。
配列を作成するために構文解析プログラムが使用された
場合には、渡された値が正しいかを調べます。 詳細に
ついては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー
管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参照
してください。
FLM80004

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
無効な組み込み名が見付かりました。レコ
ード種類: aaaa 組み込み名: bbbbbbbb

解説: 会計 $list_info 配列に、無効もしくはブランクの
関連組み込み名が付いた組み込みの項目が含まれていま
した。
ユーザー応答: 構文解析プログラムが使用された場合
には、問題のメンバーをもう一度解析します。 同じエ
ラーが起こったり、あるいは構文解析プログラムが使用
されなかった場合には、プロジェクト管理者に連絡して
ください。
プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効ある
いはブランクの組み込み名が含まれていました。 配列
を作成するために構文解析プログラムが使用された場合
には、渡された値が正しいかを調べます。 詳細につい
ては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理
機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参照して
ください。

SCLM メッセージ
FLM80005

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
無効な CU データがあります。
レコードの種類: aaaa
CU 名: bbb(55) ccc(55)
CU タイプ: d 総称フラグ: e
依存要素名: fff(55) ggg(55)
依存要素 CU タイプ: h
依存要素タイプ: i

解説: 会計 $list_info 配列に、コンパイル単位 (CU) 用
の無効なデータが含まれています。
ユーザー応答: 構文解析プログラムを使用した場合に
は、問題のメンバーをもう一度解析します。 同じエラ
ーが起こったり、あるいは構文解析プログラムを使用し
なかった場合には、プロジェクト管理者に連絡してくだ
さい。
プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効な
CU データが含まれていました。配列を作成するために
構文解析プログラムが使用された場合には、渡された値
が正しいかを調べます。 詳細については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジ
ェクト管理者の手引き を参照してください。
FLM80006

外部依存要素の名前がブランクです。

解説: 外部プログラムは SCLM LIST_INFO 機能を使
用して、依存要素情報を戻します。 LIST_INFO レコー
ドにブランクの名前が含まれています。
ユーザー応答: 外部プログラム名を判別し、有効な依
存要素名を定義します。
FLM80007

″ACCOUNTING LIST INFO ARRAY″ に
無効な組み込みセット名があります。
レコード種類: aaaa 組み込みセット
組み込みセット名:bbbbbbbb

解説: 会計 $list_info 配列に、組み込みセット
bbbbbbbb を参照する組み込みレコードが含まれていま
す。 この組み込みセットは、保管されるメンバーの言
語定義に定義されていません。
ユーザー応答:
す。

プロジェクト管理者に問題を通知しま

プロジェクト管理者の応答: 言語定義を更新して、組
み込みセット用に FLMINCLS マクロを組み込むか、あ
るいは、構文解析プログラムを更新して、組み込みセッ
ト bbbbbbbb を組み込みレコード内で使用しないように
します。

FLM80008

次の組み立てマップで参照される、グルー
プ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb 名前:
c(43) の外部依存要素の日時が矛盾してい
ます。

解説: 複数の変換プログラムが、この外部依存要素の
日時を戻しました。 複数の変換プログラムが戻した日
時がそれぞれ異なります。
ユーザー応答: 外部依存要素が、変換プログラムを検
査するための呼び出し間で更新されなかったか検査しま
す。 外部依存要素が変更された場合には、これを再構
築します。 外部依存要素が変更されていない場合に
は、プロジェクト管理者に連絡して、変換プログラムが
異なる日時を戻す理由を判別します。
プロジェクト管理者の応答: 別々の変換プログラム
が、同一の外部依存要素に関する情報を戻す場合には、
各変換プログラムが同じ日時を戻すか検査します。 こ
の外部依存要素の日時を戻す検査変換プログラムの言語
のリストについては、このメッセージとともに出され
る、メッセージ FLM80009 を参照してください。
FLM80009

グループ: cccccccc で aaaaaaaa
bbbbbbbb 言語: dddddddd

解説: このメッセージは、メッセージ FLM80008 内の
外部依存要素を参照する組み立てマップをリストしま
す。 組み立てマップのメンバー名はタイプ bbbbbbbb
の aaaaaaa です。
ユーザー応答:
さい。

メッセージ FLM80008 を参照してくだ

プロジェクト管理者の応答:
参照してください。
FLM80010

メッセージ FLM80008 を

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" 内
の同じ CU に関して、対立する総称フラ
グがあります。
レコードの種類: aaaa
CU 名: bbb(55) ccc(55)
CU タイプ: d

解説: 同一 CU の依存要素が、異なった総称フラグを
持っています。 総称フラグは、CU 内のすべての依存
要素について同じでなければなりません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効な
CU データが含まれていました。配列を作成するために
構文解析プログラムが使用された場合には、渡された値
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が正しいかを調べます。 詳細については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジ
ェクト管理者の手引き を参照してください。

は別のユーザーまたはジョブに排他的に割り当てられて
いる可能性があります。

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
対立する依存要素タイプ・フラグがありま
す。

v 必須データ・セットを割り振り、変更コード検査ルー
チンをその中に移す。

レコードの種類: aaaa
CU 名: bbb(55) ccc(55)
CU タイプ: d 総称フラグ: e
依存要素名: fff(55) ggg(55)
依存要素 CU タイプ: h

FLM80021

FLM80011

解説: 会計 $list_info 配列内の同一 CU に関して、異
なったタイプのフラグがあります。 たとえば、同じ
CU が 1 つのインスタンスでは SPEC として指定され
ており、別のインスタンスでは BODY として指定され
ています。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効な
CU データが含まれていました。配列を作成するために
構文解析プログラムが使用された場合には、渡された値
が正しいかを調べます。 詳細については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジ
ェクト管理者の手引き を参照してください。
FLM80012

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" 内
に存在できるのは 1 つの CU レコードだ
けです。

解説: 会計 $list_info 配列にタイプが X の CU レコー
ドがある場合には、これが配列内の唯一の CU レコー
ドでなければなりません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 構文解析プログラム作成
またはユーザー定義の会計 $list_info 配列に、無効な
CU データが含まれています。 配列を作成するために
構文解析プログラムが使用された場合には、渡された値
が正しいかを調べます。 詳細については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジ
ェクト管理者の手引き を参照してください。
FLM80020

変更コード検査ルーチンの割り振りエラー
データ・セット DSNAME: aaa(44)

解説: データ・セット aaa(44) を割り振ることができ
ませんでした。データ・セットが存在しないか、あるい
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ユーザー応答: 必要に応じて、以下のいずれかを実行
してください。

v データ・セットを解放することにより、それを SHR
モードで割り振ることができるようにする。
変更コード検査ルーチンの呼び出しエラー
名前: aaaaaaaa

DSNAME: bbb(44)

解説: 変更コード検査ルーチン aaaaaaaa を呼び出す
ことができませんでした。
ユーザー応答: そのルーチンがデータ・セット bbb(44)
内に存在するか検査します。ルーチンがない場合には、
それを適切なデータ・セット内に移します。 ルーチン
が存在している場合には、このメッセージ (メッセージ
ID およびすべてのテキスト・フィールドを含む) を、
弊社サポート部門に報告してください。
FLM80022

無効な変更コード: aaaaaaaa 変更コード
検査ルーチンの戻りコード: bbb

解説: 変更コード検査ルーチンが戻りコード > 0 を返
して完了しました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 戻りコードの説明に関し
て、変更コード検査ルーチンを検査します。変更コード
検査ルーチンの仕様の詳細については、ISPF ソフトウ
ェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェ
クト管理者の手引き を参照してください。
FLM80030

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" の
最大サイズを超過しています。

解説: 会計 $list_info 配列のスペースが不足しているた
め、指定したデータを入れることができません。依存要
素情報、ユーザー・データ・レコード、および変更コー
ドが、配列内に収まらなければなりません。
ユーザー応答: 可能であれば、SCLM ライブラリー・
ユーティリティーを使用して、不要なユーザー・データ
または変更コード情報を会計レコードから除去します。
すべての情報が必要な場合には、プロジェクト管理者に
連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: FLMLANGL マクロで言語
用に定義されている会計 $list_info 配列のサイズを大き
くします。 FLMLANGL マクロおよび会計 $list_info 配

SCLM メッセージ
列のサイズの指定方法については、ISPF ソフトウェア
構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 を参
照してください。
FLM80031

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
は変更コード・レコードだけを入れます。
レコード・タイプ: aaaa

解説: 会計 $list_info 配列内に、無効なレコードが見付
かりました。 FLMLNK インターフェースを使用して
SAVE サービスが呼び出されるときに、このメッセージ
が表示されます。 SAVE サービスが受け入れるのは、
$list_info 配列内の変更コード・レコードだけです。しか
し、タイプ aaaa のレコードが入力として渡されまし
た。
ユーザー応答: 追加される変更コードがない場合に
は、$list_info パラメーターを 16 進ゼロに設定します。
変更コードが追加される場合には、最後の変更コードの
後に END レコードを表示して、リストを終了する必要
があります。 詳細は、SAVE サービスを参照してくだ
さい。 FLMLNK を使用して SAVE サービスを呼び出
さなかったにもかかわらず、このメッセージを受信した
場合には、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: このメッセージ (メッセー
ジ ID およびすべてのテキスト・フィールドを含む)
を、弊社サポート部門に報告してください。
FLM80035

ブランクでない変更コードが必要です。

ウトされており、ホストでの編集が必要でした。
ユーザー応答: 別のユーザーまたはワークステーショ
ン・プラットフォームがメンバーをチェックアウトした
場合には、それがチェックインされるまで待機します。
それ以外の場合には、正しいアクセス・キーをメンバー
に指定します。 SCLM ライブラリー・ユーティリティ
ー・オプション (オプション 3.1) を用いて会計レコー
ドを表示することにより、アクセス・キーの値をチェッ
クすることができます。 メンバー ddddddd を削除した
い場合には、DELETE サービスを使用して、適切なアク
セス・キーを指定します。
FLM81001

無効なアプリケーション ID: aaaaaaaa

解説: 無効なアプリケーション ID (aaaaaaaa ) の指定
で、INIT または END 操作が試行されました。
ユーザー応答: START 機能から戻されたアプリケーシ
ョン ID が INIT および END 機能で使用されているこ
とを確認します。
FLM81201

無効なプロジェクト識別名: aaaaaaaa

解説: 無効なプロジェクト識別名 (aaaaaaaa ) が
SCLM サービスに渡されました。要求された SCLM サ
ービスには、有効なプロジェクト識別名が必要です。
ユーザー応答: SCLM サービス・パラメーター・リス
トに、有効なプロジェクト識別名を提供します。
FLM81202

無効なプロジェクト定義名: aaaaaaaa

解説: プロジェクトの定義では、変更コードの検査を
行うことになっていますが、変更コードが指定されてい
ませんでした。

解説: 無効なプロジェクト定義名 (aaaaaaaa ) が、
SCLM サービスに渡されました。要求された SCLM サ
ービスには、有効なプロジェクト定義名が必要です。

ユーザー応答:
す。

ユーザー応答: SCLM サービス・パラメーター・リス
トに、有効なプロジェクト定義名を提供します。

ブランクでない変更コードを提供しま

プロジェクト管理者の応答: 変更コード検査ルーチン
がプロジェクトに必要であるか確認します。 必要であ
れば、変更コードの入力が必須であることをすべてのユ
ーザーに知らせます。 さらに、有効な値のリストをユ
ーザーに提供します。
FLM80500

誤ったアクセス・キー。
アクセス・キー: aaa(16)
グループ: bbbbbbbb
タイプ: cccccccc メンバー: dddddddd

解説: アクセス・キー aaa(16) が無効でした。メンバ
ー dddddddd はアクセス・キーでロックされています。
正しいアクセス・キーが指定された場合にのみ、メンバ
ーを SCLM 階層に保管できます。 すなわち、メンバー
はワークステーション・プラットフォームへチェックア

FLM81203

最大 SCLM ID 制限を超えています。

解説: この時点では、これ以上の SCLM ID を使用す
ることはできません。
ユーザー応答: 以前に割り振られた SCLM ID をいく
つか解放します。 こうするためには、FREE サービス
を使用して SCLM ID を解放し、END サービスで所定
のアプリケーションに関連した SCLM ID をオープンし
ます。 また、活動状態のすべての SCLM ダイアログか
ら戻ることによって、SCLM ID を解放することもでき
ます。
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FLM81204
解説:

プロジェクト定義の初期設定エラー、コー
ド: aaa

プロジェクト定義を初期設定できません。

ユーザー応答:
4

8

可能な戻りコードは次のとおりです。

指定されたプロジェクト定義ロード・モジュー
ルが RMODE(24) ではありません。 プロジェ
クト定義のロード・モジュールを再生成してか
ら、RMODE(24) パラメーターをリンク・エデ
ィット・プログラムに指定します。
指定されたプロジェクト定義または代替プロジ
ェクト定義の獲得を試みている間にエラーが発
生しました。 プロジェクトまたは代替プロジ
ェクト定義を調べます。

12

プロジェクト定義が古い。 新しい SCLM マク
ロを用いて、プロジェクト定義を再アセンブル
します。 ジョブをもう一度実行依頼します。

16

指定されたプロジェクト名が、プロジェクト定
義内のプロジェクト名と一致しません。
(FLMABEG マクロで) 指定されたプロジェク
ト名とプロジェクト定義内のプロジェクト名が
同じかを調べます。
別の問題としては、SCLM が代替プロジェクト
定義名を用いて呼び出され、この代替プロジェ
クト定義は、使用される別の代替プロジェクト
定義名と同じ名前を持つが、内容が異なってい
ることがあります。 このようなことが起こる
のは、2 つの異なったプロジェクト名が使用さ
れる場合と、(分割画面などの) 2 つの異なった
セッションから SCLM が呼び出される場合だ
けです。 問題を解決するには、1 つのセッシ
ョンを取り消し、代替プロジェクト定義を名前
変更します。

20

24
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プロジェクト定義のオープンまたはクローズの
試みが失敗しました。 プロジェクト定義デー
タ・セット (’project_id.PROJEDEFS.LOAD’) を
表示します。 使用している代替と名前が一致
するメンバーを選択するか、あるいは、代替が
ブランクの場合には、プロジェクト ID と一致
するものを選択します。 メンバーが表示され
たら表示パネルをクローズして、ジョブをもう
一度実行依頼します。
プロジェクト定義データ・セットを割り振るこ
とができませんでした。 プロジェクト定義デ
ータ・セットが存在し、かつ、別のユーザーに
よって独占的に割り振られていないかを調べま
す。 PROJDEFS データ・セットの割り振りに
関する詳細については、ISPF SCLM プロジェ
クト管理者の手引き を参照してください。
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無効なデータ・セット名パターンが検出さ
れました。グループ: aaaaaaaa、コード:
bbb

解説: グループ aaaaaaaa に関して、無効なデータ・セ
ット名パターンが検出されました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答:
とおりです。
8

可能な戻りコードは次の

無効なデータ・セット名が生成されました。
この失敗に考えられる理由は次のとおりです。
v データ・セット名の長さが 44 文字を超えて
います。
v 指定されたグループが使用している
DSNAME パラメーターに、SCLM 編集
@@FLMTYP が存在しません。 変数
@@FLMTYP は、各 DSNAME パラメータ
ーごとに使用しなければなりません。 グル
ープが使用する FLMALTC または
FLMCNTRL マクロを判別し、DSNAME パ
ラメーターによって指定されるパターンに
@@FLMTYP を追加します。

FLM81302

会計情報タイプ: INITIAL のメンバーの処
理エラー。

解説: 活動の終結処置中に、SCLM が INITIAL 状態の
メンバーを LOCKOUT 状態に変更しました。 初期会計
レコードがデータベース内に見付からない場合、あるい
は、会計レコードの更新時にエラーが起こった場合に
は、SCLM はこのメッセージを出します。 このエラー
は、データベース内のメンバーへの並行アクセスによっ
て引き起こされます (たとえば、分割画面を使用してメ
ンバーの作業を行う場合)。
ユーザー応答: SCLM オプション 3.1 を使用して会計
レコードを表示し、メンバーの状態を調べます。 メン
バーの会計レコードがなく、この結果が予期しないもの
であった場合には、ジョブをもう一度実行依頼して、問
題を訂正します。 会計レコードがあるが、その会計タ
イプが INITIAL の場合には、レコードを削除してから
ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM82002

メンバーを編集することができません。グ
ループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メン
バー: cccccccc

解説: 指定されたメンバーは SCLM 出力なので、編集
することはできません。 このような方法で、このメン
バーを更新することはできません。
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ユーザー応答: SCLM は、編集不可能なメンバーの編
集は認めません。 編集不可能なメンバーを編集する必
要がある場合には、新しいメンバーを作成して、編集不
可能なメンバーのデータを新しいメンバーに複写しま
す。 新しいメンバー内で修正されたデータを、SCLM
内にある元の編集不可能なメンバーに複写して戻すこと
はできません。
FLM82003

メンバーがロックされていません。グルー
プ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メンバー:
cccccccc

トに有効なパラメーターを提供します。
FLM82006

入力パラメーター "VERIFY_CC" は 'Y'
または 'N' にしてください。
VERIFY_CC: a

解説: 無効なパラメーターが SCLM サービスに渡され
ました。
ユーザー応答: SCLM サービス・パラメーター・リス
トに有効なパラメーターを提供します。
入力パラメーター
"SUB_DRAWDOWN_MODE" は 'C' ま
たは 'U' にしてください。
SUB_DRAWDOWN_MODE: a

解説: UNLOCK サービスが呼び出されましたが、メン
バー cccccccc はロックされていませんでした。 STORE
サービスを使用中にこのエラーが起こると、会計情報を
使用することはできません。 編集プログラムの使用中
にこのエラーが起こると、編集セッションの始めに作成
された会計情報が失われます。

FLM82008

ユーザー応答: STORE サービスの場合には、STORE
サービスを呼び出す前に、LOCK サービスが正常に終了
したかを調べます。 UNLOCK サービスの場合には、こ
のメッセージは警告なので無視しても構いません。 編
集セッションであれば、データは保管されました。 た
だし、会計情報は失われます。 この編集セッションを
取り消してから、メンバーをもう一度編集します。 次
に SAVE コマンドをすぐに出して、正確な会計情報を
確立します。

ユーザー応答: SCLM サービス・パラメーター・リス
トに有効なパラメーターを提供します。

FLM82004

言語: aaaaaaaa は編集可能メンバーには
使用できません。

解説: PARSE ルーチンに指定された言語 aaaaaaaa
は、有効な言語ではありません。プロジェクト定義内の
有効な言語のリストをチェックしてください。

解説: 無効なパラメーターが SCLM サービスに渡され
ました。

FLM82203

グループ: aaaaaaaa
メンバー: cccccccc

FLM82005

入力パラメーター
"ERROR_LISTINGS_ONLY" は 'Y' また
は 'N' にしてください。
ERROR_LISTINGS_ONLY: a

解説: 無効なパラメーターが SCLM サービスに渡され
ました。
ユーザー応答:

SCLM サービス・パラメーター・リス

タイプ: bbbbbbbb

解説: 指定された許可コードが、メンバーに割り当て
済みの許可コードと一致しません。
ユーザー応答: SCLM ライブラリー・ユーティリティ
ーを使用して、許可コードを変更します。
FLM82301

ユーザー応答: プロジェクト定義内にある言語を使用
します。 必要な言語がプロジェクト定義内にない場合
には、プロジェクト管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 必要な言語を言語定義の
形式で& libdef に追加してから、再アセンブルします。
言語定義の詳細については、ISPF ソフトウェア構成お
よびライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者
の手引き を参照してください。

メンバーは、編集可能な許可コードを更新
できないタイプの会計情報を持っていま
す。

編集可能なメンバーのアクセス・キーがブ
ランクです。
グループ: aaaaaaaa
メンバー: cccccccc

タイプ: bbbbbbbb

解説: 編集可能な会計レコードを持つメンバーをロッ
ク解除しようとしました。アクセス・キーはすでにブラ
ンクでした。
ユーザー応答: 単にアクセス・キーをリセットするの
ではなく、メンバーをロック解除する場合には、
DELETE サービスを使用してメンバーの会計レコードを
削除します。
FLM82401

構文解析用システム・ライブラリーの処理
エラー。
コード: aaa 言語: bbbbbbbb
エラー DSNAME: ccc(44)
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解説: SCLM は、言語 bbbbbbbb の言語定義に定義さ
れたシステム・ライブラリーを割り振ることができませ
んでした。

FLM82501

CU 名: aaa(55) bbb(55)
cccc
CU 修飾子: dddddddd
グループ: eeeeeeee
エラー・グループ: ffffffff
許可コード: gggggggg

ユーザー応答: 言語定義に指定されたシステム・ライ
ブラリーが存在し、それが排他的に割り振られていない
かを調べます。 1 つあるいは複数のシステム・ライブ
ラリーが存在しない場合には、プロジェクト管理者に連
絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 言語定義から無効なシス
テム・ライブラリーを除去してから、プロジェクト定義
を再生成します。
FLM82402

編集不可能なメンバーだけに定義される言
語です。
言語: bbbbbbbb

解説: 編集不可能な言語を、編集可能なタイプのメン
バーに割り当てました。
ユーザー応答: プロジェクト・コーディネーターに連
絡して、このメンバーに正しい言語を割り当ててもらい
ます。
FLM82403

構文解析用マクロ・ライブラリーの割り振
り不可、コード: aaa 言語 bbbbbbbb

解説: SCLM は、言語 bbbbbbbb の構文解析プログラ
ムに関連したマクロ・ライブラリーを割り振ることがで
きませんでした。
ユーザー応答: 言語定義に指定されたマクロ・ライブ
ラリーへのアクセスを、ユーザーが持っているかを調べ
ます。
12

システム・マクロのディレクトリーの読み取り
不可。

20

マクロ・ライブラリーのうちの 1 つのオープ
ンが不可。

プロジェクト管理者の応答: 言語に定義されたマク
ロ・ライブラリーへのアクセスを、ユーザーが持ってい
るかを調べます。
可能な戻りコードは次のとおりです。
12

20

システム・マクロのディレクトリーの読み取り
不可。
マクロ・ライブラリーのうちの 1 つのオープ
ンが不可。

既存 CU の許可コードがグループに未定
義、

解説: 許可コード aaa(55) bbb(55) がグループに未定義
です。これは、エラー・グループ内のメンバーのバージ
ョンの置換を CU が行うことができないことを暗黙的
に示しています。
ユーザー応答: 異なった許可コードの指定により、機
能の続行は可能です。このグループに有効な許可コード
のリストについては、&dbc に問い合わせてください。
作業グループに定義されている許可コードがない場合に
は、別のグループで同じ機能を試行してみます。支援が
必要であれば、プロジェクト管理者に連絡してくださ
い。
プロジェクト管理者の応答: グループ に定義されてい
る有効な許可コードのリストは、FLMGROUP マクロの
& libdef 内にあります。 ISPF ソフトウェア構成および
ライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手
引き で説明されている、 SCLM 操作を制御するための
許可コードの使用に関するリスクについてよく理解して
いない場合には、許可コードをプロジェクト定義に追加
することは避けてください。
FLM82502

入力パラメーター "$STATS_INFO" は
NIL であってはいけません。

解説: $STATS_INFO がデータで初期設定されていませ
ん。 要求された SCLM サービスは、このレコード内に
データを持っていなければなりません。
ユーザー応答: $STATS_INFO を初期設定してから、再
度このサービスを呼び出します。
FLM82503

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
重複する変更コード・レコードがありま
す。
レコードの種類: aaaa
変更コード: bbbbbbbb

解説: 変更コード bbbbbbbb が、同じ会計 $list_info 配
列内で複数回指定されました。ユーザー指定の構文解析
プログラムを使用するサービス呼び出しに、変更コード
の重複項目がありました。
ユーザー応答:
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ト内の &cc の重複項目を除去してから、サービスをも
う一度呼び出します。
プロジェクト管理者の応答: 組み込まれる構文解析プ
ログラムを再作成して、重複項目を除去する論理を追加
します。ユーザー定義構文解析プログラムの呼び出しに
関する詳細については、 ISPF ソフトウェア構成および
ライブラリー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手
引き を参照してください。
FLM82504

プロジェクト管理者の応答: 組み込まれる構文解析プ
ログラムを再作成して、重複項目を除去する論理を追加
します。 STORE サービスの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM82506

レコードの種類: aaaa
CU 名: bbb(55) ccc(55)
CU タイプ: d
総称フラグ: e
依存要素名: fff(55) ggg(55)
依存要素 CU タイプ: h

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
重複する COMPOOL レコードがありま
す。
レコードの種類: aaaa
COMPOOL 名: bbbbbbbb

解説: COMPOOL bbbbbbbb が、同じ会計 $list_info 配
列内で複数回指定されました。ユーザー指定の構文解析
プログラムへのサービス呼び出しが、COMPOOL の重
複項目を生成しました。
ユーザー応答: STORE サービスが呼び出された場合に
は、 SCLM サービス・パラメーター内の COMPOOL
の重複項目を除去してから、もう一度そのサービスを呼
び出します。 SAVE サービスが呼び出された場合、あ
るいは、データが PARSE サービスの結果として
STORE サービスに渡された場合には、プロジェクト管
理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 組み込まれる構文解析プ
ログラムを再作成して、重複項目を除去する論理を追加
します。 STORE サービスの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM82505

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY"
に、重複した組み込みレコードがありま
す。
レコードの種類: aaaa
組み込み名: bbbbbbbb

"ACCOUNTING LIST INFO ARRAY" に
重複する CU レコードがあります。

解説: CU bbb(55) ccc(55) が、同じ会計 $list_info 配列
内で複数回指定されました。ユーザー指定の構文解析プ
ログラムへのサービス呼び出しが、CU の重複項目を生
成しました。
ユーザー応答: STORE サービスが呼び出された場合に
は、 SCLM サービス・パラメーター内の CU の重複項
目を除去してから、もう一度そのサービスを呼び出しま
す。 SAVE サービスが呼び出された場合、あるいは、
データが PARSE サービスの結果として STORE サービ
スに渡された場合には、プロジェクト管理者に連絡して
ください。
プロジェクト管理者の応答: 組み込まれる構文解析プ
ログラムを再作成して、重複項目を除去する論理を追加
します。 STORE サービスの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM82507

指定メンバーの割り振りエラー
グループ: aaaaaaaa
メンバー: cccccccc

タイプ: bbbbbbbb

解説: メンバー cccccccc が、グループ aaaaaaaa およ
びタイプ bbbbbbbb 内にありません。

解説: 組み込み bbbbbbbb が、同じ会計 $list_info 配列
内で複数回指定されました。ユーザー指定の構文解析プ
ログラムへのサービス呼び出しが、組み込みの重複項目
を生成しました。

ユーザー応答: メンバーを階層内に入れるか、あるい
は、メンバー・ソース・コードまたはメンバー・リスト
への参照を除去します。

ユーザー応答: STORE サービスが呼び出された場合に
は、 SCLM サービス・パラメーター内の組み込みの重
複項目を除去してから、もう一度そのサービスを呼び出
します。 SAVE サービスが呼び出された場合、あるい
は、データが PARSE サービスの結果として STORE サ
ービスに渡された場合には、プロジェクト管理者に連絡
してください。

FLM82508

CU が別の場所でロックされました。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd
エラー・グループ: eeeeeeee
タイプ: ffffffff メンバー: gggggggg
エラー許可コード: hhhhhhhh
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解説: CU aaa(55) bbb(55) は別の階層図内ですでに更
新されているか、あるいは、CU が現行のビュー内にあ
りますが、タイプが別です。変更内容は、このメッセー
ジに示されたグループに入ります。 このグループはユ
ーザーの階層図内にはありません。最新バージョンのメ
ンバーを用いて作業していないので、メンバーを更新す
ることができません。
ユーザー応答: ユーザーの階層内にあるグループの中
(すなわち、ユーザーの SCLM 編集 - 入力パネルに表
示されるグループ) にメンバーをプロモートします。 メ
ンバーをプロモートできない場合には、 SCLM ライブ
ラリー・ユーティリティーまたは DELETE サービスを
使用して、メンバーおよびその会計情報をエラー・グル
ープから削除する必要があります。
FLM82509

解説: 無効なパラメーターが SCLM サービスに渡され
ました。
ユーザー応答: SCLM サービス・パラメーター・リス
トに有効なパラメーターを提供します。
FLM82602

"LANGUAGE" は省略時値にできませ
ん。編集可能会計レコードはメンバー用に
存在しません。
グループ: aaaaaaaa
メンバー: cccccccc

ccc(55)

次のエラーうちの 1 つが起こりました。

v 会計データベースから XREF レコードを検索中に入
出力エラーが発生。
ユーザー応答: グループが無効な場合には、これを訂
正します。 グループが正しい場合には、プロジェクト
管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 会計データベース内の相
互参照レコードが正しいか検査します。
CU が別のメンバーからドローダウンされ
ました。
CU 名: aaa(55) bbb(55)
CU タイプ: cccc
CU 修飾子: dddddddd
以下からドローダウンされました。
グループ: eeeeeeee
タイプ: ffffffff メンバー: gggggggg
解説: SCLM は現在、別個のメンバー内のコンパイル
単位 aaa(55) bbb(55) の 2 つのセッションを追跡してい
ます。これは、単なる通知メッセージです。

タイプ: bbbbbbbb

解説: メンバー cccccccc に、有効な言語が割り当てら
れていません。言語は SCLM 会計情報から獲得されま
す。
ユーザー応答: サービス呼び出しまたはコマンドに、
有効な言語を追加します。
FLM82603

v グループ ffffffff は無効な SCLM グループです。

FLM82511

入力パラメーター "PARSE_MODE" は
'C' または 'U' にしてください。
PARSE_MODE: a

引き下げ検査エラー。
コード: aaa CU 名: bbb(55)
CU タイプ: dddd
CU 修飾子: eeeeeeee
グループ: ffffffff
許可コード: gggggggg

解説:

FLM82601

警告: 構文解析プログラム・エラーが起こ
りましたが、無条件の解析が要求されまし
た。

解説: メンバーの解析中にエラーが起こりましたが、
ユーザーが無条件の解析を要求しました。 SAVE サー
ビスは続行し、メンバーについて構文解析プログラムが
戻した統計と依存要素の情報を保管します。
ユーザー応答: 可能であれば、構文解析プログラム・
エラーの訂正を試みてください。メンバーに関する間違
った依存要素情報が保管されると、構文解析プログラ
ム・エラーが起こります。この時点で構文解析プログラ
ムエラーを訂正できない場合には、後で SAVE サービ
スをこのメンバーに対して呼び出して、構文解析プログ
ラムエラーを訂正します。
FLM83100

要求された aaaa 個のグループが割り振り
不可。 bbb. 個のグループが、cccccccc か
ら始まる階層図内に割り振られます。

解説: DSALLOC サービスに渡された total_groups パ
ラメーターがゼロよりも小さいか、あるいは、グループ
cccccccc から始まる階層図内のグループの合計数よりも
多い。 DSALLOC サービスは、階層図内のすべてのグ
ループを割り振ります。 このメッセージは、警告条件
となります。
ユーザー応答: すべてのグループを階層図内に割り振
ることが可能であれば、処置は不要です。 この結果が
予期しないものであった場合には、first_group パラメー
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ター cccccccc が意図した値であったかを検査します。
代替プロジェクト定義が使用された場合には、意図した
値が渡されたかを調べます。 すべてのパラメーターが
正しいようであれば、SCLM ブラウズを使用して、
SCLM が階層ビューの一部と見なすグループを識別しま
す。 SCLM メイン・パネルに cccccccc を指定し、オプ
ション 1 を選択して、これを行うことができます。
bbb が 4 よりも多い場合には、ブラウズのパネル連結
の終わりに表示されるグループ名を使用して SCLM ブ
ラウズを続けて呼び出します。

FLM84200

解説: メンバー cccccccc に割り当てられた許可コード
が、新しい許可コードと同じです。
ユーザー応答: 新しい許可コードが正しく指定された
かを確認します。
FLM84204

FLM84101

入力パラメーター "DELETE_FLAG" は
'BMAP'、'ACCT' または 'TEXT' にして
ください。
DELETE_FLAG: aaaa

解説: 無効なパラメーターが DELETE サービスに渡さ
れました。
ユーザー応答: SCLM サービス・パラメーター・リス
トに有効なパラメーターを提供します。詳細について
は、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機
能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引き を参照してく
ださい。
FLM84110
解説:

削除する組み立てマップが存在しません。

FLM84111
解説:

警告 - 組み立てマップが存在しないの
で、これは削除されません。

警告 - 会計レコードが存在しないので、
これは削除されません

削除する会計レコードが存在しません。

FLM84112

メンバー: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb グ
ループ: cccccccc が要求者または別のユー
ザーによって使用されています。

解説: メンバー aaaaaaaa の削除の試みが失敗しまし
た。メンバーは本人か、別のユーザーによって使用され
ている (たとえば、メンバーが編集中である) からで
す。
ユーザー応答: メンバーの削除を試みる前に、そのメ
ンバー aaaaaaaa を誰も使用していないことを確かめま
す。

新しい許可コードと古い許可コードが同じ
です。 グループ: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb メンバー: cccccccc に関する変
更は不要です。

警告、メンバー aaaaaaaa は、許可コード
: dddddddd のグループ: bbbbbbbb タイプ:
cccccccc のメンバーによって置き換える
ことができます。

解説: 更新中のメンバー (aaaaaaaa ) が低位グループ
に見付かりました。低位グループのメンバーはプロモー
ト可能であるため、更新中のメンバーを置き換える可能
性があります。 更新は要求どおりに実行されます。
ユーザー応答:
します。

この状況をプロジェクト管理者に報告

プロジェクト管理者の応答: 低位グループのメンバー
の許可コードを更新して、高位グループのメンバーと一
致するようにし、高位グループ内で実行された更新をオ
ーバーレーしないようにします。
FLM84300

INPUT PARAMETER ″PRESERVE″
MUST BE ’Y’ OR ’N’ PRESERVE: aaa

解説: 編集サービスの保存パラメーターは、可変長レ
コードのレコード長を保存する場合は、Y に、末尾ブラ
ンクを除く場合には N にする必要があります。 aaa は
有効な値ではありません。
ユーザー応答:
い。
FLM84305

保存パラメーターを訂正してくださ

INPUT PARAMETER ″CONFIRM″
MUST BE ’Y’ OR ’N’ CONFIRM: aaa

解説: 編集サービスの確認パラメーターは、編集内で
削除、移動、および置換操作を確認する場合は Y に、
確認しないで処理を行う場合には N にする必要があり
ます。 aaa は有効な値ではありません。
ユーザー応答:
い。
FLM84310

確認パラメーターを訂正してくださ

INPUT PARAMETER ″MIX″ MUST BE
’Y’ OR ’N’ MIX: aaa

解説: 混合モードの場合は、編集サービスの混合パラ
メーターを Y に、混合モードを使用せずに編集する場
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合には N にする必要があります。 aaa は有効な値では
ありません。
ユーザー応答:
い。
FLM84315

混合パラメーターを訂正してくださ

INPUT PARAMETER ″WS″ MUST BE
’Y’ OR ’N’ WS: aaa

解説: 接続ワークステーションで編集する場合には、
編集サービスの ws パラメーターを Y に、ホスト・シ
ステムで編集する場合には N にする必要があります。
aaa は有効な値ではありません。
ユーザー応答:
FLM84320

INPUT PARAMETER ″ALL_HIER″
MUST BE ’N’ WHEN GROUP 2,
GROUP 3, OR GROUP 4 IS
SPECIFIED ALL_HIER: aaa

ユーザー応答: all_hier パラメーターを変更するか、グ
ループ 2、グループ 3、グループ 4 をブランクに設定
します。
INPUT PARAMETER ″ALL_HIER″
MUST BE ’Y’ OR ’N’ ALL_HIER: aaa

解説: 編集サービスの all_hier パラメーターは、階層
全体を割り振るには ’Y’ にする必要があり、指定され
たグループのみを割り振るには ’N’ にする必要があり
ます。 aaa は有効な値ではありません。
ユーザー応答:
い。
FLM84330

all_hier パラメーターを訂正してくださ

GROUP 1 MUST BE A
DEVELOPMENT GROUP GROUP1: aaa

解説: aaa は開発グループではありません。編集サー
ビスのグループ 1 パラメーターは、開発グループにす
る必要があります。
ユーザー応答:
ださい。

グループ 1 パラメーターを訂正してく

USER DEFINED DDNAME: aaa FOR
EDIT MESSAGES NOT ALLOCATED

解説: 編集サービスを実行する前に編集サービスのメ
ッセージ DD 名を割り振る必要があります。 DD 名を
省略時出力装置 (端末など) に割り振るには、DD 名を
ブランクにします。
ユーザー応答: 編集サービスを呼び出す前にデータ・
セットを割り振るか、DD 名パラメーターをブランクに
設定してください。
FLM84340

ws パラメーターを訂正してください。

解説: 階層全体を割り振るには、all_hier パラメーター
を ’Y’ に設定してください。特定のグループのみを割
り振るには、グループ 1、グループ 2、グループ 3、お
よびグループ 4 のパラメーターに好きなグループ名を
指定して、all_hier パラメーターを ’N’ に設定します。
aaa は有効な値ではありません。

FLM84325

FLM84335

SCLM EDIT CANNOT BE INVOKED
WITHIN AN ACTIVE EDIT SESSION.
USE SPLIT SCREEN OR END THE
CURRENT SCLM EDIT SESSION.

解説: SCLM 編集サービスを SCLM 編集セッション
内から呼び出すことはできません。
ユーザー応答: 現行編集セッションをクローズするか
画面を分割して、もう一度試してください。
FLM84345

VOLUME IS NOT MOUNTED OR IS
NOT AUTHORIZED FOR YOUR USE.
VOLSER: aaa

解説: パーサー・ボリュームが取り付けられていない
か、それを使用する権限がありません。
ユーザー応答: ボリュームが正しいこと、およびその
アクセス権限があることを確認してください。
FLM84350

AUTHCODE IS INVALID FOR GROUP.
AUTHCODE: aaaaaaaa GROUP:
bbbbbbbb

解説: 要求された許可コード aaaaaaaa はグループ
bbbbbbbb に使用することができません。
ユーザー応答: グループに有効な許可コードを指定す
るか、省略時値にするために許可コードをブランクにし
ます。
FLM84355

VOLUME IS NOT MOUNTED OR IS
NOT AUTHORIZED FOR YOUR USE.
VOLSER: aaaaaa

解説: 要求されたパーサー・ボリュームにアクセスす
ることができませんでした。
ユーザー応答:
ださい。

ボリュームが正しいことを確認してく

プロジェクト管理者の応答: ボリュームが使用可能で
あり、オンラインであることを確認してください。
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| FLM84500
|
|
|
|
|
|
|
|

解説: FROM_AUTHCODE とメンバーの許可コードが
一致する場合、または FROM_AUTHCODE がブランク
の場合は、AUTHCODE サービスはメンバーの許可コー
ドだけを更新します。

| FLM84510
|
|
|
|
|
|

FROM_AUTHCODE DOES NOT
MATCH CURRENT AUTHCODE.
FROM_AUTHCODE: aaaaaaaa
CURRENT AUTHCODE: bbbbbbbb FOR
MEMBER: cccccccc TYPE: dddddddd

USER DEFINED DDNAME: aaa FOR
AUTHCODE MESSAGES NOT
ALLOCATED

解説: AUTHCODE サービスを実行する前に
AUTHCODE サービスのメッセージ DD 名を割り振る
必要があります。 DD 名を省略時出力装置 (端末など)
に割り振るには、DD 名をブランクにします。

| ユーザー応答: AUTHCODE サービスを呼び出す前に
| データ・セットを割り振るか、DD 名パラメーターをブ
| ランクに設定してください。
| FLM84515
|
|
|
|
|
|

USER DEFINED DDNAME: aaa FOR
AUTHCODE REPORT NOT
ALLOCATED

解説: AUTHCODE サービスを実行する前に
AUTHCODE サービスのレポート DD 名を割り振る必
要があります。 DD 名を省略時出力装置 (端末など) に
割り振るには、DD 名をブランクにします。

| ユーザー応答: AUTHCODE サービスを呼び出す前に
| データ・セットを割り振るか、DD 名パラメーターをブ
| ランクに設定してください。
| FLM84520
|

INPUT PARAMETER ″MODE″ MUST
BE ″C″ OR ″U″. MODE:a

|
|
|

い。現行の authcode を入手するには、
FROM_AUTHCODE と TO_AUTHCODE の両方をブラ
ンクのままにしてください。

| FLM84530
|

FROM_AUTHCODE IS EQUAL TO
TO_AUTHCODE IS BLANK.

| 解説: FROM_AUTHCODE と TO_AUTHCODE は同じ
| であってはいけません。
| ユーザー応答: FROM_AUTHCODE または
| TO_AUTHCODE のいずれかを更新してください。
| FLM84535
|
|

TO_AUTHCODE IS ALREADY SET TO
:aaaaaaaa FOR MEMBER: bbbbbbbb
TYPE: cccccccc

| 解説: AUTHCODE はすでに要求値に設定されていま
| す。
| FLM84540
|

THE MEMBER IS NOT EDITABLE.
MEMBER: aaaaaaaa TYPE: bbbbbbbb

| 解説: 編集可能メンバーのみに authcode があります。
| FLM84545
|
|

TYPE OR MEMBER NAME PATTERN
IS INVALID. TYPE: aaaaaaaa MEMBER:
bbbbbbbb

| 解説: タイプまたはメンバー・パラメーターが有効な
| 名前またはパターンではありません。
| ユーザー応答: パラメーターを訂正してください。
| FLM84550
|
|

NO MEMBERS MATCH MEMBER OR
TYPE PATTERN. TYPE: aaaaaaaa
MEMBER: bbbbbbbb

| 解説: タイプおよびメンバー・パターンに一致するメ
| ンバーがプロジェクトおよびグループにありません。

| 解説: モードは、条件付きの場合 C、無条件の場合
| U、またはブランク (デフォルトで条件付き) でなけれ
| ばなりません。

| FLM84555

| ユーザー応答: モードを ″C″ または ″U″ に変更して
| ください。

| ユーザー応答: グループ名を訂正してください。

| 解説: このグループはプロジェクトにありません。

FLM85000

| FLM84525
|

FROM_AUTHCODE MUST BE BLANK
IF TO_AUTHCODE IS BLANK.

INVALID GROUP NAME.

解説:

aaaaaa ユーティリティー開始 - cccccccc
の bbbbbbbb

これは、単なる通知メッセージです。

| 解説: FROM_AUTHCODE が指定されていると、
| TO_AUTHCODE は必須です。
| ユーザー応答: 要求メンバーすべてを指定の
| FROM_AUTHCODE で変更するには、TO_AUTHCODE
| パラメーターに変更したい authcode を指定してくださ
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FLM85001

エクスポート会計データ・セットに予期し
ない情報が入っています。

題が再発するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: IDCAMS をエクスポー
ト・データ・セットに対して実行して、問題を判別しま
す。

解説: ユーザーが指定した N は、エクスポート・デー
タ・セットがすでに空なので、このパージが不要である
ことを意味します。 しかし、エクスポート・データベ
ースに定義された会計エクスポート・データ・セット内
にデータが見付かりました。

FLM85005

ユーザー応答: Y を指定して、エクスポートをもう一
度実行依頼します。

解説: 既存の中間レコードのリストの検索を試みてい
る間に、入出力エラーが発生しました。

FLM85002

エクスポート・データ・セットのパージ・
エラー。

解説: エクスポート・データベースからレコードの削
除を試みている間に、VSAM エラーが起こりました。
ユーザー応答: このデータ・セットへの最後のエクス
ポートに、会計データ・セットおよび相互参照データ・
セットの両方に依存する情報が入っていましたが、エク
スポート・データベースの現行定義には相互参照デー
タ・セットが含まれていないことが考えられます。 エ
クスポート会計データ・セット、相互参照データ・セッ
ト、あるいはその両方を削除して、再割り振りします。
ジョブをもう一度実行依頼します。
プロジェクト管理者の応答: IDCAMS をエクスポー
ト・データ・セットに対して実行して、問題を判別しま
す。
FLM85003

会計レコードのリストの検索での入出力エ
ラー。
グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb

解説: 既存の SCLM 会計レコードのリストの検索を試
みている間に、入出力エラーが発生しました。
ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。問
題が再発するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: IDCAMS をエクスポー
ト・データ・セットに対して実行して、問題を判別しま
す。
FLM85004

組み立てマップ・レコードの検索での入出
力エラー。 グループ: aaaaaaaa タイプ:
bbbbbbbb

中間レコードの検索での入出力エラー。

ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。問
題が再発するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: IDCAMS をエクスポー
ト・データ・セットに対して実行して、問題を判別しま
す。
FLM85007

インポート / エクスポート メッセージに
関する。ユーザー定義の DD 名:
aaaaaaaa が未割り振り。

解説: DD 名 aaaaaaaa に関連したデータ・セットが未
割り振りです。
ユーザー応答: データ・セットを割り振ってからジョ
ブをもう一度実行依頼するか、あるいは、メッセージが
書き込まれる先のファイルの DD 名を指定せずにジョ
ブをもう一度実行依頼します。メッセージ・データ・セ
ットの DD 名を省略すると、メッセージは端末に書き
込まれます。
FLM85008

インポート / エクスポート報告書に関す
る、ユーザー定義の名: aaaaaaaa が未割
り振り。

解説: DD 名 aaaaaaaa に関連したデータ・セットが未
割り振りです。
ユーザー応答: データ・セットを割り振ってからジョ
ブをもう一度実行依頼するか、あるいは、報告書が書き
込まれる先のデータ・セットの DD 名を指定せずにジ
ョブをもう一度実行依頼します。報告書データ・セット
の DD 名を省略すると、報告書は端末に書き込まれま
す。
FLM85009

入力パラメーター: aaaaaaaa が無効で
す。 有効な値は ″Y″ または ″N″ です。

解説: 既存の組み立てマップの会計レコードのリスト
の検索を試みている間に、入出力エラーが発生しまし
た。

解説: エクスポート・データ・セットをエクスポート
前にパージするかどうかを指示するために入力した値が
無効です。

ユーザー応答:

ユーザー応答:
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SCLM メッセージ
へ書き込んでいる間に、入出力エラーが発生し
ました。 ジョブをもう一度実行依頼します。
エラーが再発するようであれば、プロジェクト
管理者に連絡してください。

入力して、エクスポート・ジョブをもう一度実行依頼し
ます。
FLM85010

メンバー aaaaaaaa にブランクでない許可
コード変更フィールドが含まれています。
メンバーはエクスポートされません。

解説: メンバー aaaaaaaa は、その複写が試みられた
時に、許可コードの変更処理中でした。
ユーザー応答:
依頼します。
FLM85011

エクスポート・ジョブをもう一度実行

SCLM データベースに中間レコードが含
まれています。相互参照データ・セットが
エクスポート用に定義されていません。

24

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

FLM85012

SCLM 会計レコードに相互参照レコード
が含まれています。 相互参照データ・セ
ットがエクスポート用に定義されていませ
ん。

解説: 通常の SCLM VSAM 会計データベースには相
互参照レコードへの連係が入っているが、エクスポート
VSAM データベースには中間情報と相互参照情報用の
定義済みデータ・セットがありません。
ユーザー応答: エクスポート相互参照データベースを
定義してから、エクスポート・ジョブをもう一度実行依
頼します。
FLM85013

中間レコードのエクスポート・データベー
スへのエクスポート・エラー: CU 名:
a(110) CU タイプ: bbbbbbbb CU 修飾子:
cccccccc コード: ddd タイプ: eeeeeeee メ
ンバー: ffffffff

解説: a(110) の中間レコードをエクスポート・データ
ベースへ書き込んでいる間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

12

メンバーの中間会計情報データのレコード形式
が SCLM の現行リリースに対して無効です。
プロジェクト管理者に連絡してください。

20

中間レコードをエクスポート・データ・セット

戻りコードが以下の場合

12

相互参照データ・セットが SCLM の現行リリ
ースと互換性があるか検査します。

20

IDCAMS をエクスポート相互参照データ・セ
ットに対して実行して、問題を判別します。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロにエク
スポート相互参照データ・セットを定義しま
す。 FLMCNTRL マクロの詳細については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

解説: 通常の SCLM VSAM データベースには指定さ
れたグループの中間レコードと相互参照レコードが入っ
ていたが、エクスポート VSAM データベースには中間
情報と相互参照情報用の定義済みデータ・セットがあり
ません。
ユーザー応答: エクスポート相互参照データベースを
定義してから、エクスポート・ジョブをもう一度実行依
頼します。

相互参照データ・セットが、エクスポート・デ
ータベース用に定義されていません。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

FLM85014

中間レコードの SCLM 会計データベース
からの検索エラー: CU 名: a(110) CU タ
イプ: bbbbbbbb CU 修飾子: cccccccc コ
ード: ddd グループ: eeeeeeee メンバー:
ffffffff

解説: a(110) の中間レコードに関する会計情報の検索
を試みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

コンパイル単位の中間レコードに関する会計情
報が、グループ eeeeeeee 内に見付かりません
でした。 これは、コンパイルされた中間レコ
ードが欠落しているか、古いことを意味しま
す。 コンパイル単位を含むメンバーを再構築
します。

12

SCLM 内部エラー。 プロジェクト管理者に連
絡してください。

20

コンパイル単位の中間形式に関する会計情報の
検索中に、入出力エラーが発生しました。 ジ
ョブをもう一度実行依頼します。エラーが再発
するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。

24

相互参照データ・セットが、プロジェクト定義
に定義されませんでした。 プロジェクト管理
者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

戻りコードが以下の場合
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12

SCLM プログラム・サポートまで連絡してくだ
さい。

20

VSAM エラーが発生しました。

24

プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに相互
参照データ・セットを定義します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

FLM85015

会計または相互参照情報の検索エラー。
SCLM 会計データベースからのコード:
aaa エラー・グループ: bbbbbbbb タイプ:
cccccccc メンバー: dddddddd

解説: メンバーの会計または依存要素情報の検索を試
みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
8

12

試みると、エラーが起こります。 ジョブをも
う一度実行依頼します。エラーが再発するよう
であれば、プロジェクト管理者に連絡してくだ
さい。
12

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を会計および相
互参照データ・セットに対して実行して、問題を判別し
ます。
FLM85017

可能な戻りコードは次のとおりです。

メンバーの会計情報が見付かりません。 SCLM
編集プログラム、移行ユーティリティー、ある
いは SAVE サービスを使用して、メンバーを
SCLM に導入します。 処理プログラムをもう
一度実行します。
メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの性質を判別するため
には、SCLM ライブラリー・ユーティリティー
を使用して、メンバーの会計および依存情報を
ブラウズします。 問題を訂正するには、メン
バーを編集してから保管します。

コンパイル単位の依存情報の書き込み時に、入
出力エラーが発生しました。 SCLM がこのメ
ンバーの参照を試みると、エラーが起こりま
す。 ジョブをもう一度実行依頼します。エラ
ーが再発するようであれば、プロジェクト管理
者に連絡してください。

組み立てマップ情報の SCLM 会計データ
ベースからの検索エラー、コード: aaa グ
ループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メン
バー: cccccccc

解説: メンバー cccccccc に関して、組み立てマップ・
レコードを検索できませんでした。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

指定した組み立てマップのレコードが存在しま
せん。 適切なアーキテクチャー・メンバーを
作成します。 処理プログラムを再度呼び出し
ます。

12

検索されたデータの形式が誤っていました。
組み立てマップを削除してからもう一度組み立
てて、これを再生成します。

16

SCLM が、プロジェクト定義内に無効なグルー
プを見付けました。 プロジェクト管理者に連
絡してください。

16

プロジェクト定義に無効なグループが見付かり
ました。 プロジェクト管理者に連絡してくだ
さい。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を会計データ・
セットに対して実行して、問題を判別します。
FLM85016

ユーザー応答:
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可能な戻りコードは次のとおりです。

メンバーの会計情報の書き込み時に入出力エラ
ーが発生し、依存情報の書き込みは試行されま
せんでした。 SCLM がこのメンバーの参照を
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戻りコードが以下の場合

16

プロジェクト定義を再アセンブルします。エラ
ーが起こらなかったことを確認します。 プロ
ジェクト定義を再連係します。詳細について
は、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリ
ー管理機能 (SCLM) プロジェクト管理者の手引
き を参照してください。

20

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を会
計データ・セットに対して実行して、問題を判
別します。

会計または相互参照データ・セット情報の
エクスポート・エラー。コード: aaa エラ
ー・グループ: bbbbbbbb タイプ: cccccccc
メンバー: dddddddd をエクスポート・デ
ータベースへ。

解説: メンバーの会計および依存要素情報の書き込み
を試みている間に、エラーが発生しました。

8

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。
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FLM85018

組み立てマップ情報のデータベースへのエ
クスポート・エラー、コード: aaaa グル
ープ: bbbbbbbb タイプ: cccccccc メンバ
ー: dddddddd。

解説: 会計データ・セットへ組み立てマップ情報の挿
入または更新を試みている間に、エラーが発生しまし
た。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

4

2 次会計データ・セットへメンバーの会計情報
を書き込んでいる間に、入出力エラーが発生し
ました。 1 次会計データ・セットは正しく更
新されたので、SCLM はすべての参照用に正し
い情報を使用します。 ただし、2 つの会計デ
ータ・セットが同一でなくなっています。 プ
ロジェクト管理者に連絡してください。

8

組み立てマップの長さが、会計データ・セット
に可能な最大サイズを超過しています。

12

SCLM プログラム・サポートまで連絡してくだ
さい。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を会計データ・
セットに対して実行して、問題を判別します。 戻りコ
ードが 8 の場合には、SCLM プログラム・サポートに
連絡してください。
FLM85020

エクスポート相互参照データ・セットから
の中間情報のパージ・エラー。

解説: エクスポート相互参照 VSAM データ・セットか
ら中間形式の会計レコードのパージを試みている間に、
エラーが発生しました。
ユーザー応答: 考えられる理由は次のとおりです。
1. パージ中に入出力エラーが発生しました。 ジョブを
もう一度実行依頼します。エラーが再発するようで
あれば、プロジェクト管理者に連絡してください。
2. 目標データ・セットが待機状態。 別のジョブによ
る、そのデータ・セットの独占的使用が終了した段
階で、ジョブを実行依頼します。
3. エクスポート相互参照データ・セットが、プロジェ
クト定義に定義されていません。 プロジェクト管理
者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義を検査
します。 エクスポート相互参照データ・セットが未定
義であれば、プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに
それを定義します。 FLMCNTRL マクロの詳細情報につ
いては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。データ・

セットがプロジェクト定義に定義されている場合には、
IDCAMS をエクスポート相互参照データ・セットに対
して実行して、問題を判別します。
FLM85021

エクスポート相互参照データ・セットから
の相互参照情報のパージ・エラー。

解説: エクスポート相互参照 VSAM データ・セットか
ら相互参照レコードのパージを試みている間に、エラー
が発生しました。
ユーザー応答: 考えられる理由は次のとおりです。
1. エクスポート相互参照データ・セットのパージを試
みている間に、入出力エラーが発生。 ジョブをもう
一度実行依頼します。エラーが再発するようであれ
ば、プロジェクト管理者に連絡してください。
2. ターゲット・データ・セットが待機状態です。 別の
ジョブによる、そのデータ・セットの独占的使用が
終了した段階で、ジョブをもう一度実行依頼しま
す。
3. エクスポート相互参照データ・セットが、プロジェ
クト定義に定義されていません。 プロジェクト管理
者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: プロジェクト定義を検査
します。 エクスポート相互参照データ・セットが未定
義であれば、プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロに
それを定義します。 FLMCNTRL マクロの詳細情報につ
いては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。データ・
セットがプロジェクト定義に定義されている場合には、
IDCAMS をエクスポート相互参照データ・セットに対
して実行して、問題を判別します。
FLM85022

エクスポート相互参照データ・セットに予
期しない情報が入っています。

解説: ユーザーが指定した N は、エクスポート・デー
タ・セットがすでに空なので、このパージが不要である
ことを意味します。 しかし、エクスポート・データベ
ースに定義された相互参照データ・セット内にデータが
見付かりました。
ユーザー応答: パージ・フィールドに Y を指定して、
ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM85023
解説:

エクスポート - パージ・フェーズ開始。

これは、単なる通知メッセージです。
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FLM85024
解説:

エクスポート - エクスポート・フェーズ
開始。

FLM85103

これは、単なる通知メッセージです。

FLM85025

解説: 削除グループ報告書用に指定した DD 名が割り
振られませんでした。 削除グループ機能が DELGROUP
サービスを使用して呼び出される場合には、削除グルー
プ報告書の DD 名は任意選択です。 DD 名を省略する
と、削除グループ報告書は端末に書き込まれます。 DD
名を指定する場合には、これをまず最初に割り振る必要
があります。

警告 - エクスポート・データベースにレ
コードが入っていません。

解説: エクスポート・データベース内にレコードがあ
りません。 エクスポートの場合には、指定されたグル
ープからエクスポートされるレコードがありませんでし
た。 インポートの場合には、インポートされるレコー
ドがエクスポート・データベース内にありませんでし
た。

ユーザー応答: 削除グループ報告書用にユーザー指定
の DD 名が割り振られているか検査します。 ジョブを
もう一度実行依頼します。

ユーザー応答: エクスポートに関しては、正しいグル
ープが指定されたか、および、会計情報が含まれていた
かを確認します。 インポートに関しては、正しいエク
スポート・データベースがプロジェクト定義に定義され
ていたかを確認します。 &dba に連絡して、支援を求め
てください。

FLM85104

入力パラメーター ″DELETE_FLAG″ は
’BMAP’, ’ACCT’, ’TEXT’ または
’OUTPUT’ にしてください。

解説: DELGROUP 入力パラメーターで入力した
DELETE_FLAG 値が無効です。 有効な値は
BMAP、ACCT、TEXT および OUTPUT です。
ユーザー応答: DELETE_FLAG に正しい入力値を指定
して、削除グループ・ジョブを実行依頼します。
FLM85102

ユーザー定義の DD 名: aaaaaaaa が
DELETE GROUP LISTING に未割り振
り。

解説: 削除グループ・リスト用に指定した DD 名が割
り振られませんでした。 削除グループ機能が
DELGROUP サービスを使用して呼び出される場合に
は、削除グループ・リストの DD 名は任意選択です。
DD 名を省略すると、削除グループ・リストは端末に書
き込まれます。 DD 名を指定する場合には、これをま
ず最初に割り振る必要があります。
ユーザー応答: 削除グループ・リスト用にユーザー指
定の DD 名が割り振られているか検査します。 ジョブ
をもう一度実行依頼します。
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ユーザー定義の DD 名: aaaaaaaa が
DELETE GROUP MESSAGES に未割り
振り。

解説: 削除グループ・メッセージ用に指定した DD 名
が割り振られませんでした。 削除グループ機能が
DELGROUP サービスを使用して呼び出される場合に
は、削除グループ・メッセージの DD 名は任意選択で
す。 DD 名を省略すると、削除グループ・メッセージ
は端末に書き込まれます。 DD 名を指定する場合に
は、これをまず最初に割り振る必要があります。

プロジェクト管理者の応答: インポートに関しては、
プロジェクト定義に正しいエクスポート・データベース
が入っており、かつ、レコードが存在するかの判別にお
いて、ユーザーを支援します。
FLM85101

ユーザー定義の DD 名: aaaaaaaa が
DELETE GROUP REPORT に未割り振
り。

ユーザー応答: 削除グループ・メッセージ用にユーザ
ー指定の DD 名が割り振られているかを調べます。 ジ
ョブをもう一度実行依頼します。

|
|
|

FLM85105

|
|
|
|
|
|

解説: 削除グループ・ユーザー出口用に指定した DD
名が割り振られていませんでした。 DELGROUP サービ
スを使用して削除グループ機能を呼び出す場合は、削除
グループ・ユーザー出口の DD 名はオプションとなり
ます。 DD 名を指定する場合には、これをまず最初に
割り振る必要があります。

|
|
|

ユーザー応答: 削除グループ・ユーザー出口用にユー
ザー指定の DD 名が割り振られているかを調べます。
ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM85107
解説:

USER DEFINED DDNAME: aaaaaaaa
FOR DELETE GROUP USER EXITNOT
ALLOCATED.

aaaaa 会計レコードが削除されました。

aaaaa 会計レコードは正常に削除されました。

SCLM メッセージ
FLM85108
解説:

DELGROUP REPORT 完了 -- レコード
は削除されませんでした。

FLM85212

これは、単なる通知メッセージです。

FLM85109

aaaaa 組み立てマップ・レコードが削除さ
れました。

解説: aaaaa 組み立てマップ・レコードは正常に削除
されました。
FLM85110

解説: タイプが INITIAL の会計レコードが、エクスポ
ート・データベース内に見付かりました。
ユーザー応答: 初期レコードがエクスポートされた理
由を判別します。これが冗長会計レコードでない場合に
は、レコードを保管して、エクスポート・ジョブをもう
一度実行依頼してから、インポート操作に移ります。

aaaaa 中間レコードが削除されました。
FLM85213

解説:

aaaaa 中間レコードは正常に削除されました。

FLM85111

入力パラメーター ″DELETE_MODE″ は
’REPORT’ または ’EXECUTE’ にしてく
ださい。

解説: 削除グループが実際にデータを削除するか、あ
るいは報告書を作成するだけかを指示するために入力し
た値が無効である。
ユーザー応答: delete_mode パラメーターに REPORT
または EXECUTE のいずれかを入力して、削除グルー
プ・ジョブをもう一度実行依頼します。
FLM85202

IMPORT MODE パラメーター: aaaa が
無効です。

FLM85208

エクスポート・データベースに複数のグル
ープが入っています。

解説: インポート・ユーティリティーが、エクスポー
ト・データベースから SCLM 会計情報を取り出そうと
しているが、エクスポート・データベースには複数のグ
ループの情報があります。
ユーザー応答: 希望するグループに対してエクスポー
ト・ユーティリティーをもう一度実行し、REPLACE
EXPORT DATA オプションに YES を指定します。 こ
れはエクスポート・データベースをパージして、インポ
ート・ユーティリティーに使用するために必要な情報を
書き込みます。

エクスポート・データベースからの会計レ
コード・リストの検索エラー、コード:
aaa

解説: エクスポート・データベースから会計レコード
のリストの検索を行っている間に、エラーが発生しまし
た。
ユーザー応答:
20

可能な戻りコードは次のとおりです。

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を会計データ・
セットに対して実行して、問題を判別します。
FLM85214

解説: FLMCMD サービスで IMPORT MODE に指定
したパラメーターが無効です。
ユーザー応答: IMPORT MODE パラメーターを、有効
値 (C、U または R) のうちの 1 つに変更します。 正
しい数のパラメーターが指定され、かつ、それが適切な
順序になっているかを調べます。

’INITIAL’ 会計レコードが見付かりまし
た。 タイプ: aaaaaaaa メンバー:
bbbbbbbb

正規化エラー、タイプ: aaaaaaaa、メンバ
ー: bbbbbbbb、会計日付: cccccc、時刻:
dddddd、PDS ディレクトリー日付:
eeeeee、時刻: ffffff

解説: メンバーに関して PDS ディレクトリー情報から
検索された日時が、会計レコードの日付変更および時刻
変更フィールドと一致しません。
ユーザー応答: エクスポート・ジョブが実行されてか
らメンバーが編集されました。
FLM85215

エクスポート・データベースからの組み立
てマップ・レコードの検索エラー、コード
: aaa

解説: エクスポート・データベースから組み立てマッ
プ・レコードの検索を行っている間に、エラーが発生し
ました。
ユーザー応答:
20

可能な戻りコードは次のとおりです。

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を会計データ・
セットに対して実行して、問題を判別します。
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FLM85216

メンバー: aaaaaaaa が、データ・セット
名: ddd(44) のグループ: bbbbbbbb、タイ
プ: cccccccc の PDS ディレクトリー内に
ありません。

解説: メンバーが、指定目標データ・セットであるデ
ータ・セット ddd(44) 内にありません。
ユーザー応答: メンバーのソースをデータ・セット
ddd(44) に複写してから、ジョブをもう一度実行依頼し
ます。
FLM85218

無効な会計情報、タイプ: aaaaaaaa, メン
バー: bbbbbbbb、許可変更コード:
cccccccc

FLM85222

解説: 従属コンパイル単位に関する相互参照レコード
の検索中に、重大な入出力エラーが起こりました。
ユーザー応答: ジョブをもう一度実行依頼します。問
題が再発するようであれば、プロジェクト管理者に連絡
してください。
プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を相互参照デー
タ・セットに対して実行して、問題を判別します。
FLM85224

解説: Authorization_Change_Code フィールドにブ
ランクでない値を持つエクスポート・データベース内
に、会計レコードが見付かりました。
ユーザー応答: 許可コードの妥当性を検査するために
このフィールドはブランクでなければならず、インポー
トされたレコード内でユーザーがその値を変更できるよ
うにします。
FLM85219

許可コード: aaaa はグループ: bbbbbbbb
に未定義。

解説: 許可コード aaaa は、グループ bbbbbbbb の有
効な許可コードとして、SCLM に定義されていません。
ユーザー応答: 指定のグループに定義されている許可
コードを使用します。有効な許可コードのリストについ
ては、プロジェクト管理者に問い合わせてください。
指定された許可コードが有効な場合には、プロジェクト
管理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: 指定のグループを定義す
るプロジェクト定義を検査します。 グループに有効な
許可コードは、ここに定義されています。 許可コード
が使用されている場合には、プロジェクト定義内の
FLMAGRP マクロを同様に参照します。許可コードが有
効な場合には、これをプロジェクト定義に追加します。
FLM85220

CU 修飾子の不一致、タイプ: aaaaaaaa、
メンバー: bbbbbbbb、CU 修飾子:
cccccccc

相互参照レコードの検索エラー。 CU 名:
aaa(55) bbb(55) CU タイプ: cccccccc CU
修飾子: dddddddd グループ: eeeeeeee

相互参照レコードは目標グループ内にすで
に存在しています。 CU 名: aaa(55)
bbb(55) CU タイプ: cccccccc CU 修飾子:
dddddddd グループ: eeeeeeee タイプ:
dddddddd メンバー: eeeeeeee

解説: インポート操作が、目標グループ内にすでに存
在している相互参照レコードを導入しようとしました。
ユーザー応答: レコードを削除してから、ジョブをも
う一度実行依頼します。
FLM85226

CU のドローダウン検査が失敗しました。
タイプ: aaaaaaaa メンバー: bbbbbbbb

解説: 会計レコードのドローダウン検査は、その従属
コンパイル単位が原因で失敗に終わりました。
ユーザー応答: メンバーを、ユーザーの階層内にある
グループにプロモートします。 メンバーをプロモート
できない場合には、インポート・ジョブをもう一度実行
依頼する前に、メンバーとその会計情報を削除しなけれ
ばなりません。
FLM85228

組み立てマップ情報のエクスポート・デー
タベースからの検索エラー・コード: aaa
タイプ: bbbbbbbb メンバー: cccccccc

解説: エクスポート・データベースから組み立てマッ
プ・レコードの検索を試みている間に、エラーが発生し
ました。
ユーザー応答:

可能な戻りコードは次のとおりです。

8

VSAM レコードの復号の失敗。

解説: エクスポート会計レコード内に見付かった CU
修飾子が、対応する言語属性に定義されていません。

20

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS を会計データ・
セットに対して実行して、問題を判別します。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: 言語定義を更新すること
により、CU 修飾子を一致させます。
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FLM85230

組み立てマップ・レコードはタイプ:
bbbbbbbb、メンバー: cccccccc の目標グル
ープ: aaaaaaaa 内にすでに存在していま
す。

解説: グループ aaaaaaaa に対して、インポート操作
がレコードの導入を試みましたが、メンバー cccccccc
の組み立てマップ・レコードはすでに含まれています。
ユーザー応答: 組み立てマップ・レコードが、指定さ
れた目標グループ内に存在していてはなりません。 レ
コードがどうして存在しているのか、その理由を判別し
ます。 レコードを削除してから、インポート・ジョブ
をもう一度実行依頼します。
FLM85232

会計レコードはタイプ: bbbbbbbb、メンバ
ー: cccccccc の目標グループ: aaaaaaaa
内にすでに存在しています。

解説: グループ aaaaaaaa に対して、インポート操作
がレコードの導入を試みましたが、メンバー cccccccc
の会計レコードはすでに含まれています。
ユーザー応答: 会計レコードが、指定された目標グル
ープ内に存在していてはなりません。 レコードがどう
して存在しているのか、その理由を判別します。 レコ
ードを削除してから、インポート・ジョブをもう一度実
行依頼します。
FLM85235

エクスポート・データベースからの中間レ
コードの検索でエラーが発生。コード:
aaa

解説: エクスポート・データベースから中間レコード
のリストの検索を行っている間に、エラーが発生しまし
た。
ユーザー応答:
20

可能な戻りコードは次のとおりです。

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

プロジェクト管理者の応答: エクスポート・データ・
セットが存在し、かつ、正しく割り振られているかを調
べます。
FLM85238

エクスポート・データベースからの中間レ
コードの検索エラー。コード: aaa CU 名
: aaa(55) bbb(55) CU タイプ: cccccccc
CU 修飾子: dddddddd グループ: eeeeeeee

解説: エクスポート・データベースから中間レコード
の検索を試みている間に、エラーが発生しました。
ユーザー応答:
20

可能な戻りコードは次のとおりです。

エクスポート・データベースから中間レコード

を検索している間に、入出力エラーが発生しま
した。 ジョブをもう一度実行依頼します。エ
ラーが再発するようであれば、プロジェクト管
理者に連絡してください。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート・データ・
セットが存在し、かつ、正しく割り振られているかを調
べます。
FLM85240

中間レコードは目標グループ GROUP:
aaaaaaaa 内にすでに存在しています。
CU 名: bbb(55) ccc(55) CU タイプ:
dddddddd CU 修飾子: eeeeeeee グループ:
ffffffff

解説: インポート操作が、目標グループ内にすでに存
在している中間レコードを導入しようとしました。
ユーザー応答: これがエラー条件であれば、レコード
を削除してからジョブをもう一度実行依頼します。
FLM85246

タイプ: bbbbbbbb メンバー: cccccccc の
編集不可能な言語: aaaaaaaa を持つ編集
可能な会計レコード

解説: インポート操作は、エクスポート・データベー
ス内に編集不可能な言語を持つ編集可能な会計レコード
を見付けました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: メンバーの言語が、その
エクスポート先の言語に一致するか検査します。
FLM85254

相互参照 DB がプロジェクト定義に未定
義。

解説: エクスポート・データベース内に 1 つまたは複
数の中間レコードが見付かりましたが、相互参照データ
ベースがプロジェクト定義に定義されていません。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: プロジェクトに対して相
互参照データ・セットを定義してから、プロジェクト定
義を再生成します。
FLM85260

タイプ: bbbbbbbb メンバー: cccccccc に
関する、エクスポート・データベースから
の会計レコードの検索エラー。コード aaa

解説: 会計レコードがないか、あるいはメンバー
cccccccc のエクスポート・データベースから検索できま
せんでした。
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ユーザー応答:
8

12

要求されたグループ内で、会計レコードが見付
かりません。 SCLM 編集プログラム、移行ユ
ーティリティー、あるいは SAVE サービスを
使用して、メンバーを SCLM に導入します。
処理プログラムをもう一度実行します。

重大な入出力エラーが発生しました。 プロジ
ェクト管理者に連絡してください。

24

相互参照データ・セットがプロジェクト定義内
に見付かりません。 プロジェクト管理者に連
絡してください。

プロジェクト管理者の応答:
には、次のようにします。

24

FLM85270

メンバーの会計および依存情報が正常に検索さ
れましたが、いくつかの依存情報の検査が失敗
しました。 検査エラーの性質を判別するため
には、SCLM ライブラリー・ユーティリティー
を使用して、メンバーの会計および依存情報を
ブラウズします。 問題を訂正するには、メン
バーを編集してから保管します。

20

20

プロジェクト管理者の応答: タイプをインポートする
必要があれば、プロジェクト定義を再定義します。 次
にエクスポートおよびインポート・ジョブをもう一度実
行依頼します。

可能な戻りコードは次のとおりです。

会計情報の不一致が見付かりました。 タ
イプ: aaaaaaaa, メンバー: bbbbbbbb

解説: エクスポート・データベースには編集可能な会
計レコードが入っており、SCLM プロジェクトには階層
図に同じメンバー名を持つ編集不能な会計レコードが入
っています。その反対もあります。
ユーザー応答: 不一致の原因となっているメンバーを
削除して、インポート・ジョブをもう一度実行依頼しま
す。
FLM85299
解説:

aaaaaaaa ユーティリティー完了 bbbbbbbb の aaaaaaaa

これは、単なる通知メッセージです。

戻りコードが以下の場合

VSAM エラーが発生しました。IDCAMS を会
計データベースに対して実行して、問題を判別
します。
プロジェクト定義の FLMCNTRL マクロ上の相
互参照データ・セットを識別します。
FLMCNTRL マクロの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。

|
|

FLM85300

|
|
|
|

解説: VERRECOV サービスと VERDEL サービスには
日付が必要です。 2 桁の年の日付の場合は、日付パラ
メーターを使用してください。 4 桁の年の日付の場合
は、longdate パラメーターを使用してください。

DATE PARAMETER OR LONGDATE
PARAMETER REQUIRED.

| ユーザー応答: 日付パラメーターを使用して 2 桁の年
| で日付を指定するか、longdate パラメーターを使用して
| 4 桁の年で日付指定してください。

インポート操作の処理中に、タイプ:
aaaaaaaa メンバー: bbbbbbbb が編集され
ました。

|
|
|

FLM85305

解説: インポート操作がメンバーの検査を完了した後
で、他の誰かがそのメンバーを編集した場合に、この条
件が起こります。 このような場合には、インポート・
レコードの変更日時はエクスポート・レコードの変更日
時と異なります。

|
|
|

解説: 日付パラメーターと longdate パラメーターの両
方が入力された場合、日付パラメーターが使用されま
す。

FLM85266

ユーザー応答: 会計レコードを削除してから、元のメ
ンバーを複写して、インポート・ジョブをもう一度実行
依頼します。
FLM85267

タイプ: aaaaaaaa がメンバー: bbbbbbbb
のプロジェクト定義に未定義。

解説: 会計レコードが、プロジェクト定義に定義され
ていないタイプに属しています。
ユーザー応答:
い。

630

プロジェクト管理者に連絡してくださ

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

FLM87100

BOTH DATE PARAMETER AND
LONGDATE PARAMETER ENTERED.
DATE PARAMETER USED: aaaaaaaa

エラー、パラメーター・ストリングの長さ
は aaa 文字よりも短くします。

解説: 入力パラメーター・ストリングが最大長を超過
しています。
ユーザー応答: 入力パラメーター・ストリングを短く
して、有効な長さにします。

SCLM メッセージ
FLM87103

反復的 "FILE" コマンド呼び出しは行え
ない。

解説: FILE コマンドを別の FILE 内で呼び出すことは
できません。
ユーザー応答: FILE コマンドの反復的オカレンスを除
去します。 必要ならば、参照されたデータ・セットの
内容を元のデータ・セットに直接に複写できます。
FLM87105

コマンドはサポートされていません。

ユーザー応答: データ・セットでエラーを訂正する必
要があります。 SCLM サービスの詳細については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。

コマンド: aaa(60)

FLM87115

解説: コマンドは、このリリースの SCLM ではサポー
トされません。
ユーザー応答: SCLM サービスの有効なコマンドのリ
ストと説明については、ISPF ソフトウェア構成および
ライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照してくだ
さい。
FLM87107

dddddddd での、メンバー cccccccc の
aaaaaaaa bbb(24) 、コード: eee

解説: FLMCMD コマンド終了メッセージ aaaaaaaa は
実行されたサービスを表します。 bbb(24) はコマンドの
完了状況を表します。
ユーザー応答: 戻りコードの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM87109

dddddddd での、グループ cccccccc の
aaaaaaaa bbb(24) 、コード: eee

解説: このサービスは、メンバーではなく SCLM 制御
グループ上で操作されます。 FLMCMD コマンド終了メ
ッセージ aaaaaaaa は実行されたサービスを表します。
bbb(24) はコマンドの完了状況を表します。 cccccccc は
サービスによって処理されるグループです。 dddddddd
はサービス終了時のタイム・スタンプです。 eee は戻り
コードです。この戻りコードは、各サービスごとの説明
に記載されています。
ユーザー応答: 戻りコードの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM87110

FLM87110 が印刷された唯一のエラー・メッセージであ
る場合には、データ・セット bbbbbbbb の行番号 aaaa
にエラーが見付かりました。 FLMCMD FILE を使用し
ている場合には、行番号は表示されたプロンプトの番号
を参照します。 最後のプロンプトで出されたコマンド
で、エラーが発生しました。

bbbbbbbb データ・セットの行 aaaa にエ
ラーがあります。

解説: 別のエラー・メッセージが印刷されていないか
調べてみます。別のエラー・メッセージが印刷されてい
る場合には、他のエラー・メッセージが示しているエラ
ーをまず最初に訂正します。 エラー・メッセージ

bbbbbbbb の DBUTIL aaa(9) 。コード:
ccc

解説: DBUTIL の完了メッセージ。 これは、単なる通
知メッセージです。
ユーザー応答: 戻りコードの詳細情報については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM87120

エラー。列 bbb の aaa(24) パラメーター
が長過ぎます。

解説: パラメーター aaa(24) が、許可されている最大
長よりも長い。
ユーザー応答: パラメーターを短くします。 SCLM サ
ービスの詳細については、ISPF ソフトウェア構成およ
びライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照してく
ださい。
FLM87125
解説:

エラー。aaa(24) パラメーターを指定して
ください。

パラメーター aaa(24) が未指定です。

ユーザー応答: パラメーターを SCLM サービス呼び出
しに追加します。 SCLM サービスの詳細については、
ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能
(SCLM) 解説書 を参照してください。
FLM87130

INVALID VALUE IN COLUMN aaa FOR
bbb(24) PARAMETER

解説: bbb(24) パラメーターの値が無効です。 列番号
(aaa(24) ) は、コマンドの無効な値が始まる位置を示し
ます。
ユーザー応答: コマンド・データ・セット内のパラメ
ーター値を訂正します。 SCLM サービスの詳細につい
ては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管理
機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
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FLM87132

無効な USER_HIER_VIEW (A) が指定さ
れました。 値は ’A’、’P’ または ’ ’ に
してください。

解説: 割り振られる階層図のタイプを定義するパラメ
ーターに、無効な値を指定しました。 有効な値は、す
べてのグループの場合は A、1 次 (キー) グループのみ
の場合は P またはブランクです。

FLM87150

解説: コマンド呼び出しステートメントが、最大値の
512 文字を超えています。
ユーザー応答:
頼します。
FLM87155

ユーザー応答: A、P またはブランクを指定して、もう
一度実行依頼します。
FLM87133

サービス呼び出し内に無関係なパラメータ
ーが検出されました。

解説: SCLM サービスは、必要以上のパラメーターを
含むパラメーター・ストリングを渡されました。

FLM87134

DSALLOC サービスの
TOTALS_GROUPS パラメーター内に、
非数値の文字が検出されました。

コマンドを編集して、もう一度実行依

入力パラメーターの最初のオカレンスのみ
無効 - aaaaaaaa

解説: 無効なデータが入力としてこのフィールドに入
力されました。
ユーザー応答:
す。
FLM87160

ユーザー応答: SCLM サービス呼び出しから余分なパ
ラメーターを除去します。 SCLM サービスおよびその
パラメーターの詳細については、ISPF ソフトウェア構
成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照
してください。

コマンド呼び出しが長過ぎます。

無効な入力パラメーターを訂正しま

入力パラメーターのデータ・タイプが無効
- aaaaaaaa

解説: 無効なデータが入力としてこのフィールドに入
力されました。
ユーザー応答:
す。
FLM87165

無効な入力パラメーターを訂正しま

入力パラメーターのアーキテクチャー制御
が無効 - aaaaaaaa

解説: 0-9 以外の文字が、DSALLOC サービスの
totals_groups パラメーター内に見付かりました。

解説: 無効なデータが入力としてこのフィールドに入
力されました。

ユーザー応答: DSALLOC パラメーターから非数値の
文字を除去し、ジョブを再度実行依頼してください。

ユーザー応答:
す。

FLM87135

DD 名: aaaaaaaa はすでに使用されてい
ます。

FLM87167

無効な入力パラメーターを訂正しま

入力パラメーターのアーキテクチャー有効
範囲が無効 - aaaaaaaa

解説: DD 名 aaaaaaaa はコマンド・プロセッサーの使
用のために予約されています。

解説: 無効なデータが入力としてこのフィールドに入
力されました。

ユーザー応答: DD 名を変更して、コマンドをもう一度
実行依頼します。

ユーザー応答:
す。

FLM87140

DD 名: aaaaaaaa が未割り振り。

FLM87170

無効な入力パラメーターを訂正しま

入力パラメーターのページ見出しが無効 aaaaaaaa

解説: 指定された DD 名 aaaaaaaa はパラメーターと
して SCLM に渡されましたが、その DD 名が割り振ら
れていません。

解説: 無効なデータが入力としてこのフィールドに入
力されました。

ユーザー応答: DD 名を割り振ってから、もう一度コマ
ンドを実行依頼します。

ユーザー応答:
す。
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無効な入力パラメーターを訂正しま
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FLM87175

入力パラメーターの表示合計が無効 aaaaaaaa

解説: 無効なデータが入力としてこのフィールドに入
力されました。
ユーザー応答:
す。
FLM87180

無効な入力パラメーターを訂正しま

エラー - IN または OUT が指定された場
合には、アーキテクチャー・グループ、タ
イプ、およびメンバーを指定する必要があ
ります。

解説: データベース内容ユーティリティーに IN また
は OUT が指定された場合には、アーキテクチャー・グ
ループ、タイプ、およびメンバーの値を指定する必要が
あります。
ユーザー応答: アーキテクチャー・グループ、タイ
プ、およびメンバーの値を指定するか、あるいはアーキ
テクチャーに IN または OUT を指定する代わりに ″*″
(アスタリスク) を指定します。

FLM87193

解説: 変更コード、組み込み、ユーザー項目、あるい
はコンパイル単位を会計レコードからユーザー定義のテ
ーブルに格納している際に、VERINFO サービスがエラ
ーに遭遇しました。
ユーザー応答: VERINFO サービスからの値を保持する
ユーザー定義のテーブルを調べます。テーブルの定義が
適切でない可能性があります。
FLM87194

データ・セットまたはグループとタイプの
回復を指定してください。

解説: 回復バージョンを受け取るためにデータ・セッ
トに値を指定するか、あるいは、回復メンバーを受け取
るために SCLM プロジェクト内のグループおよびタイ
プに値を指定する必要があります。
ユーザー応答: 回復データ・セットに値を指定する
か、あるいは SCLM のグループおよびタイプに値を指
定して、回復バージョンを受け取ります。
FLM87191

データ・セットの回復は、目標グループま
たはタイプとともに指定できません。

解説: バージョンの回復用データ・セットとバージョ
ンの回復用グループまたはタイプ (あるいはその両方)
を、一緒に指定することはできません。
ユーザー応答: データ・セットまたはグループとタイ
プのどちらかを指定するか、あるいはどちらも指定しま
せん。
FLM87192

目標グループとタイプを両方指定してくだ
さい。

解説: メンバーのバージョンの回復に、目標グループ
とタイプ両方の値が指定されませんでした。

データ・セット名が無効 - メンバー名に
検索データ・セットは許されません。

解説: VERRECOV サービスでは、非 SCLM 制御の検
索データ・セットに対してメンバー名を指定できませ
ん。
ユーザー応答: 順次データ・セット名、またはメンバ
ー名を持たない区分データ・セット名のどちらかを入力
します。
FLM87201

FLM87190

要求テーブル: aaaaaaaa にデータを格納
できません。

SCLM ID: aaaaaaaa は使用できません。

解説: SCLM ID は、ロックされたが、UNLOCK また
は STORE サービスによって解放されていないメンバー
に対応します。 これらは初期状態からロックアウト状
態に変換されます。 これは単なる警告メッセージで
す。
FLM87202

SCLM ID: aaaaaaaa が無効。

解説: SCLM ID の構文が無効です。 SCLM ID は
FLMddddd の形式で生成されます。d は 0 から 9 の数
字を表します。
ユーザー応答: SCLM ID が正確に指定されたか検査す
るか、または、FREE サービスの使用を試行する前に、
INIT サービスを使用して SCLM ID を生成したか確認
します。
FLM89001

グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メ
ンバー: cccccccc の階層図内に会計情報が
見付かりませんでした。

解説: 指定されたグループで始まる階層図内の指定の
メンバーに関して、会計情報が見付かりませんでした。
ユーザー応答: 選択パラメーターが正しいか検査して
から、もう一度実行依頼します。

ユーザー応答: 目標グループとタイプの両方に値を指
定して、メンバーのバージョンを受け取ります。
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FLM89002

プロジェクト: aaaaaaaa のプロジェク
ト・データベースへのアクセス・エラー。

解説: 指定されたプロジェクトのプロジェクト・デー
タベースへのアクセスを試みている間に、エラーが発生
しました。
FLM89004

会計情報タイプに互換性がありません。
現行タイプ: a、指定されたタイプ: b

解説: 指定されたメンバーの状況 (編集可能、編集不能
など) が、更新会計情報で指定された状況と互換性があ
りません。
ユーザー応答:
依頼します。
FLM89005

ACCOUNT INFO TYPE: a の新しい会計
レコードの作成不可。

ユーザー応答: 有効なタイプを入力して、もう一度実
行依頼します。
プロジェクト: aaaaaaaa グループ:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc メンバー:
dddddddd の ISPF STATS の更新エラ
ー。

解説: メンバーの ISPF 統計更新中に、サービスが予
期しないエラーに遭遇しました。
ユーザー応答:
FLM89007

システム管理者に連絡してください。

プロジェクト: aaaaaaaa グループ:
bbbbbbbb タイプ: cccccccc メンバー:
dddddddd のプロジェクト・データベース
更新エラー。

解説: メンバーの情報が入っている SCLM プロジェク
ト・データベースの更新中に、サービスが予期しないエ
ラーに遭遇しました。
ユーザー応答:
い。

プロジェクト管理者に連絡してくださ

プロジェクト管理者の応答: IDCAMS をデータ・セッ
トに対して実行して、問題を判別します。
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グループ: aaaaaaaa タイプ: bbbbbbbb メ
ンバー: cccccccc の階層図内に組み立てマ
ップ情報が見付かりませんでした。

解説: 指定されたグループで始まる階層ビュー内の指
定のメンバーに関して、組み立てマップ情報が見付かり
ませんでした。
ユーザー応答: 選択パラメーターが正しいか検査して
から、もう一度実行依頼します。
FLM89009

互換タイプを入力して、もう一度実行

解説: 指定されたメンバーの会計情報がありません。
新しい会計レコードが持てる状況は INITIAL または
NON-EDITABLE だけです。 会計情報に指定された状
況が、INITIAL または NON-EDITABLE 以外のもので
した。

FLM89006

FLM89008

LIBRARY ID: aaaaaaaa は SCLM
GROUP: bbbbbbbb にはプロモートしませ
ん。

解説: ライブラリー ID が示しているライブラリー
は、指定した SCLM 開発グループへのプロモートを許
可されていません。
ユーザー応答: このライブラリーがプロモートを行え
る SCLM 開発グループに対して、コマンドをもう一度
出します。
FLM89010

言語: aaaaaaaa には外部変換プログラム
は含まれていません。

解説: 会計情報に指定された言語は外部変換プログラ
ムをサポートしないので、編集不可能な会計レコードを
更新する試みが失敗に終わりました。
ユーザー応答: 編集不可能なメンバーの会計情報に有
効な言語を入れて、もう一度実行依頼します。
FLM89011

言語: aaaaaaaa が SCLM に未定義。

解説: 会計情報に指定された言語が SCLM に定義され
ていないので、会計レコードを更新する試みが失敗に終
わりました。
ユーザー応答: 会計情報に有効な言語を入力して、も
う一度実行依頼します。
プロジェクト管理者の応答:
を定義します。
FLM89012

SCLM に指定される言語

会計情報キーワード: aaaa が無効。

解説: 会計レコードの動的部分に指定されたキーワー
ドが無効です。 有効なキーワードは INCL、CODE、お
よび USER です。
ユーザー応答: 会計レコードの動的部分の無効なキー
ワードを訂正して、もう一度実行依頼します。

SCLM メッセージ
FLM89013

組み立てマップ KEYREF: aaaa が無効。

解説: 組み立てマップ情報の動的部分に指定された
KEYREF が無効です。
ユーザー応答: 組み立てマップの動的部分の無効なキ
ーワードを訂正して、もう一度実行依頼します。

第3章 SCLM メッセージ
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第4章 マクロ・メッセージ (MNOTE)
マクロのメッセージがアルファベット順に配列されています。 各メッセージ欄外の
マクロという見出しのところには、エラーまたは警告メッセージに関与する、すべ
てのマクロがリストしてあります。 下記のいずれかの理由で、特定のマクロがリス
トされております。
v マクロがメッセージを出す。
v エラーまたは警告を除去するようにマクロを訂正し、メッセージが再び出されな
いようにする。
省略時 VERPDS 名が 44 文字より長い: ds_name.バー
ジョン。省略時値 VERPDS 名はブランクになります。

エラー - ACCT2 と EXPACCT の名前が FLMCNTRL
および FLMALTC: aaaaaaaa 内で同じ。

マクロ:

マクロ:

FLMALTC、FLMCNTRL

解説: DSNAME 値に 『.VERSION』 を加えたものか
ら構成される、省略時バージョン PDS 名が長過ぎま
す。 名前はブランクに設定されました。
プロジェクト管理者の応答: バージョン付けが活動状
態の場合には、VERPDS パラメーターおよび値を追加し
て省略時値が使用されないようにしてから、プロジェク
ト定義を再アセンブルします。 バージョン付けが活動
状態でない場合には、処置は不要です。

FLMAEND

解説: エクスポート会計データ・セットおよび 1 次会
計データ・セットが、FLMCNTRL マクロおよび
FLMALTC マクロ aaaaaaaa 内に同一名を持っていま
す。 これは許されません。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート会計デー
タ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義を
再生成します。

エラー - ACCT 名と ACCT2 名が同じ。

エラー - FLMAGRP マクロに名前を指定してくださ
い。

マクロ:

マクロ:

FLMALTC、FLMCNTRL

FLMAGRP

解説: ACCT2 パラメーターの名前は、ACCT パラメー
ターの名前と別にします。

解説: 許可コード・グループ名が FLMAGRP マクロに
指定されませんでした。

プロジェクト管理者の応答: ACCT2 パラメーターの名
前を変更してから、プロジェクト定義を再アセンブルし
ます。

プロジェクト管理者の応答: 定義される許可コード・
グループ名を FLMAGRP マクロの前の列 1 に入れ、プ
ロジェクト定義を再度アセンブルしてください。

エラー - ACCT と EXPACCT の名前が FLMCNTRL
および FLMALTC: aaaaaaaa 内で同じ。

エラー - BUFSIZE は 0 より大きくしてください。

マクロ:

FLMAEND

解説: エクスポート会計データ・セットおよび 1 次会
計データ・セットが、FLMCNTRL マクロおよび
FLMALTC マクロ aaaaaaaa 内に同一名を持っていま
す。 これは許されません。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート会計デー
タ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義を
再生成します。

© Copyright IBM Corp. 1980, 2000

マクロ:

FLMLANGL

解説: FLMLANGL マクロに指定された BUFSIZE パ
ラメーターが 0 でした。このパラメーターは 0 より大
きくなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: 言語定義の FLMLANGL
マクロに 0 よりも大きい BUFSIZE パラメーターを指
定して、プロジェクト定義を再生成します。
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エラー - ″COMPILE=SELECT″ を
″CALLMETH=ISPLNK″ に指定してください。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: ISPLNK callmeth では、SELECT がコンパイ
ル・パラメーターに指定されることが必須です。実行さ
れるプログラム、CLIST または REXX EXEC は、
ISPLINK PGM または CMD キーワードをしようして
OPTIONS パラメーターを指定されます。
システム・プログラマー応答: SELECT を COMPILE
パラメーターに、プログラム、CLIST または REXX
EXEC を OPTION パラメーターに指定します。
エラー - DDNAME を複数の ALLOC に指定すること
はできません。
マクロ:

FLMALLOC

解説: 同じ DDNAME 値が、変換プログラムの複数の
FLMALLOC マクロに指定されています。 DDNAME は
変換プログラムの各データ・セット割り振りごとに固有
でなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: 重複している DDNAME
値を変換プログラムに対して固有なものに変更して、プ
ロジェクト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - FLMTRNSL の PORDER が 0 または 1 の
場合には、DDNAME を指定してください。
マクロ:

FLMALLOC、FLMTRNSL

解説: FLMTRNSL マクロの PORDER 値が 0 または
1 の場合には、対応する FLMALLOC マクロの
DDNAME が必要です。
プロジェクト管理者の応答: DDNAME 値を提供する
か、PORDER 値を変更してから プロジェクト定義を再
度アセンブルしてください。
エラー - DFLTTYP キーワードの不一致: aaaaaaaa
bbbbbbbb
マクロ:

FLMAEND

解説:
プログラマー応答: 補足メッセージを調べて、
DFLTTYP キーワードの不一致がある場所を判別しま
す。 この不一致を訂正するには、言語定義を編集し
て、DFLTTYPE および FLMTCOND マクロ使用に合わ
せて FLMALLOC キーワード値を調整します。 言語定
義を変更すると、その言語定義を使用するプロジェクト
定義の再アセンブルおよび連係が必要になります。

エラー - DINIT=Y は IOTYPE には無効。
マクロ:

FLMALLOC

解説: DINIT に指定されたマクロは、FLMALLOC マ
クロの IOTYPE パラメーターと対立します。 DINIT=Y
は出力データ・セットの初期設定を要求し、IOTYPE 値
M、P、O または W でのみ有効です。
プロジェクト管理者の応答: DINIT パラメーターを除
去するか、IOTYPE 値を変更して プロジェクト定義を
再度アセンブルしてください。
エラー - DSNTYPE は IOTYPE=P に対してのみ有
効。
マクロ:

FLMALLOC

解説: DSNTYPE パラメーターは、一時区分データ・
セットを PDS として割り振るか、PDSE として割り振
るかを判別します。IOTYPE の値が P の場合にのみこ
のパラメーターは有効です。
プロジェクト管理者の応答: DSNTYPE パラメーター
を除去するか、IOTYPE 値を P に変更して、プロジェ
クト定義を再度アセンブルして連係してください。
エラー - DSNAME 値 > 44 文字、無視されます。
マクロ:

FLMCNTRL、FLMTRNSL

解説: FLMTRNSL マクロの DSNAME パラメーターに
指定された値が、SCLM 制御の変換プログラムを含むデ
ータ・セットの最大長 44 文字を超えています。
プロジェクト管理者の応答: データ・セット名を正し
い長さに再指定するか、あるいは、定義されている変換
プログラムが外部ライブラリーに対して指定されてお
り、かつ EXLIBID パラメーターが省略された場合に
は、EXLIBID パラメーターを FLNTRNSL マクロに追
加します。 プロジェクト定義を再アセンブルします。
エラー - 言語: ″xxxxxxxx″ に重複宣言があります。
マクロ:

FLMAEND、FLMLANGL

解説: 言語 xxxxxxxx が複数の FLMLANGL マクロに
宣言されています。
プロジェクト管理者の応答: 言語名のうちの 1 つを変
更して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。
エラー - グループ: xxxxxxxx の無限ループ。
マクロ:

FLMAEND、FLMGROUP

解説: グループのプロモーション経路がループを作成
しました。 グループは、最初から終わりまで直線的に
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マクロ・メッセージ
プロモートする必要があります。
プロジェクト管理者の応答: FLMGROUP マクロ上の様
々な PROMOTE キーワードを検査します。 xxxxxxxx グ
ループから開始して、プロモーション階層の上の方へと
移動していきます。 ループを引き起こしているものを
変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくだ
さい。
エラー - EXPXREF が指定されている時には
EXPACCT は必須です。
マクロ:

FLMALTC、FLMCNTRL

解説: EXPXREF パラメーターを使用するために、エク
スポート VSAM 会計データ・セットを EXPACCT パ
ラメーターに指定する必要があります。
プロジェクト管理者の応答: EXPXREF パラメーターを
除去するか、あるいは EXPACCT データ・セットを定
義して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。
エラー - EXPACCT 名と ACCT 名が同じ。
マクロ:

FLMCNTRL

解説: エクスポート会計データ・セットが、1 次会計
データ・セットと同じ名前を持っています。 これは許
されません。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート会計デー
タ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義を
再生成します。
エラー - EXPACCT 名と ACCT2 名が同じ。
マクロ:

FLMCNTRL

タ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義を
再生成します。
エラー - FLMALTC: aaaaaaaa 内の EXPACCT 名と
FLMALTC: bbbbbbbb 内の ACCT2 名が同じ。
マクロ:

FLMAEND

解説: FLMALTC マクロ aaaaaaaa 内のエクスポート
会計データ・セットが、FLMALTC マクロ bbbbbbbb 内
の 1 次会計データ・セットと同じ名前を持っていま
す。 これは許されません。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート会計デー
タ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義を
再生成します。
エラー - EXPXREF 名と XREF 名が同じ。
マクロ:

FLMCNTRL

解説: エクスポート相互参照データ・セットが、相互
参照データ・セットと同じ名前を持っています。 これ
は許されません。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート相互参照デ
ータ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義
を再生成します。
エラー - FLMALTC: aaaaaaaa 内の EXPXREF 名と
FLMALTC: bbbbbbbb 内の XREF 名が同じ。
マクロ:

FLMAEND

解説: FLMALTC マクロ aaaaaaaa 内のエクスポート
相互参照データ・セットが、FLMALTC マクロ
bbbbbbbb 内の相互参照データ・セットと同じ名前を持
っています。 これは許されません。

解説: エクスポート会計データ・セットが、1 次会計
データ・セットと同じ名前を持っています。 これは許
されません。

プロジェクト管理者の応答: エクスポート相互参照デ
ータ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義
を再生成します。

プロジェクト管理者の応答: エクスポート会計デー
タ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義を
再生成します。

エラー - XREF と EXPACCT が指定されている時には
EXPXREF が必要です。
マクロ:

エラー - FLMALTC: aaaaaaaa 内の EXPACCT 名と
FLMALTC: bbbbbbbb 内の ACCT 名が同じ。
マクロ:

FLMAEND

解説: FLMALTC マクロ aaaaaaaa 内のエクスポート
会計データ・セットが、FLMALTC マクロ bbbbbbbb 内
の 1 次会計データ・セットと同じ名前を持っていま
す。 これは許されません。
プロジェクト管理者の応答:

エクスポート会計デー

FLMALTC、FLMCNTRL

解説: XREF と EXPACCT の両方のパラメーターが指
定されている場合には、エクスポート相互参照 VSAM
データ・セットを EXPXREF パラメーターに指定する
必要があります。
プロジェクト管理者の応答: XREF または EXPACCT
パラメーター (あるいはその両方) を除去するか、
EXPXREF データ・セットを定義して、プロジェクト定
義を再アセンブルします。
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エラー - FLMALLOC KEYREF または DFLTTYP (あ
るいはその両方) が矛盾しています。
マクロ:

FLMAEND

解説: FLMTCOND マクロの使用に関連した、
FLMALLOC マクロの KEYREF または DFLTTYP キー
ワードの矛盾した使用が検出されました。 補足メッセ
ージが続きます。
プログラマー応答: 補足メッセージを調べて、矛盾を
判別します。 言語定義の編集および KEYREF と
DFLTTYPE の FLMALLOC キーワード値および
FLMTCOND マクロの使用の調整によって、矛盾を訂正
します。 言語定義を変更すると、その言語定義を使用
するプロジェクト定義の再アセンブルおよび連係が必要
になります。
エラー - FLMINCLS が FLMLANGL マクロの前にあ
ります。
マクロ:

FLMINCLS

解説: FLMINCLS マクロが FLMLANGL マクロの前に
見付かりました。

クト定義を再アセンブルして連係します。
エラー - FLMTYPE EXTEND PARM が未定義のタイ
プ: xxxxxxxx の参照に使用されました。
マクロ:

FLMAEND、FLMTYPE

解説: FLMTYPE マクロの EXTEND パラメーターと
して指定されたタイプ名 xxxxxxxx は、プロジェクト定
義 に定義されている有効なタイプではありません。
プロジェクト管理者の応答: すべての EXTEND タイ
プ名が、FLMTYPE マクロを使用して プロジェクト定
義 に定義されているか確認してから、プロジェクト定
義を再度アセンブルしてください。
エラー - FLMTYPE は EXTEND PARM を介して、そ
れ自身を参照することはできません。
マクロ:

FLMTYPE

解説: FLMTYPE マクロのタイプ名を、EXTEND キー
ワード・パラメーターのタイプ名として使用してはなり
ません。

プロジェクト管理者の応答: FLMINCLS マクロを言語
の FLMLANGL マクロの後に移します。

プロジェクト管理者の応答: EXTEND キーワード・パ
ラメーターに別のタイプ名を使用して、プロジェクト定
義を再度アセンブルしてください。

エラー - FLMTCOND が一致する FLMTRNSL を用い
ずに指定されました。

エラー - グループ名は FLMGRP マクロにも定義して
ください。

マクロ:

マクロ:

FLMTCOND

FLMAEND、FLMATVER、FLMGROUP

解説: FLMTCOND マクロが FLMTRNSL マクロの前
にあるか、あるいは、最大 FLMTCOND マクロを超え
る数が FLMTRNSL マクロに指定されました。

解説: FLMATVER マクロの GROUP パラメーターの
値が、プロジェクト定義 に定義されている有効なグル
ープではありません。

プログラマー応答: FLMTRNSL マクロの前にある、あ
るいは FLMTRNSL マクロの後に続く他の FLMTCOND
マクロとともに示される FLMTCOND マクロのプロジ
ェクト定義内の言語定義を調べます。 FLMTCOND マ
クロを正しく使用するように言語定義を編集します。
言語定義を使用するプロジェクト定義を再アセンブルし
て連係します。

プロジェクト管理者の応答: GROUP パラメーターの値
を有効なグループに変更するか、あるいはそのグループ
を FLMGROUP マクロに追加して、プロジェクト定義
を再度アセンブルしてください。
エラー - GROUP: xxxxxxxx はキー・グループ (開発グ
ループ) にしてください。
マクロ:

エラー - FLMTOPTS は FLMTRNSL マクロの後に続
けます。
マクロ:

FLMTOPTS

解説: FLMTOPTS マクロが FLMTRNSL マクロの前に
あります。
プログラマー応答: FLMTRNSL マクロの前にある
FLMTOPTS マクロのプロジェクト定義内の言語定義を
調べます。 FLMTOPTS マクロを正しく使用するように
言語定義を編集します。 言語定義を使用するプロジェ
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FLMAEND、FLMGROUP

解説: 開発グループ xxxxxxxx は、KEY パラメーター
に指定される Y の値を持っていません。 開発グループ
はキーでなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: KEY パラメーターの値を
Y に変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルして
ください。

マクロ・メッセージ
エラー - グループ: xxxxxxxx からの階層割り振りが、
123 の許容最大値を超過しています
マクロ:

FLMAEND、FLMGROUP

解説: グループ xxxxxxxx からの階層図に、123 より多
いグループがあります。 詳細については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書
を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: グループ xxxxxxxx からの
ビュー内のグループ数を減らして、プロジェクト定義を
再度アセンブルしてください。
エラー - IOTYPE=L の場合には、FLMTRNSL 内の
PORDER は 2 または 3 にしてください。
マクロ:

FLMALLOC、FLMTRNSL

解説: FLMALLOC の IOTYPE 値が L の場合には、
FLMTRNSL 内の PORDER の値は 2 または 3 にする
必要があります。
プロジェクト管理者の応答: IOTYPE またはエラーの
PORDER 値を変更して、プロジェクト定義を再度アセ
ンブルしてください。
エラー - 指定された機能パラメーターが無効か欠落して
います。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: FUNCTN パラメーターの指定値が無効かブラン
クです。 認められる値は PARSE、VERIFY、BUILD、
COPY または PURGE です。
プロジェクト管理者の応答: 値を認められている値に
変更するか、あるいは FUNCTN パラメーターを除去し
て PARSE の省略時を使用して、プロジェクト定義を再
度アセンブルしてください。
エラー - IOTYPE パラメーターが無効か未指定。
マクロ:

FLMALLOC

解説: IOTYPE パラメーターに指定された値が無効で
す。 IOTYPE パラメーター値は A、I、L、M、N、O、
P、S、U および W です。
プロジェクト管理者の応答: 値を訂正して、プロジェ
クト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - プロジェクト定義が無効 - FLMxxxxx が未指
定。
マクロ:
解説:

FLMAEND、FLMGROUP、FLMTYPE
有効な SCLM プロジェクト定義を設定するに

は、最低でも 1 つのグループとタイプを定義する必要
があります。
プロジェクト管理者の応答: FLMGROUP および
FLMTYPE マクロを使用して、1 つまたは複数のグルー
プとタイプを定義して、プロジェクト定義を再度アセン
ブルしてください。
エラー - 言語: bbbbbbbb の有効範囲: aaaaaaaa が無
効。
マクロ:

FLMLANGL

解説: SCOPE パラメーター (aaaaaaaa) に指定された
値が無効です。 SCOPE パラメーターの値は
LIMITED、NORMAL、SUBUNIT または EXTENDED
です。
プロジェクト管理者の応答: 値を訂正して、プロジェ
クト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - ″ACTION″ パラメーターの値が無効。
マクロ:

FLMTOPTS

解説: APPEND または REPLACE 以外の値が
ACTION キーワードに指定されました。
プログラマー応答: FLMTOPTS マクロの ACTION キ
ーワードの値を APPEND または REPLACE に変更しま
す。 FLMTOPTS マクロは、言語定義内で FLMTRNSL
マクロの後に続きます。 言語定義を使用するプロジェ
クト定義を再アセンブルして連係します。
エラー - フィールド ″ACTION″ の値が無効。
マクロ:

FLMTCOND

解説: RUN または SKIP 以外の値が ACTION キーワ
ードに指定されました。
プログラマー応答: FLMTCOND マクロの ACTION キ
ーワードの値を RUN または SKIP に変更します。
FLMTCOND マクロは、言語定義内で FLMTRNSL マク
ロの後に続きます。 言語定義を使用するプロジェクト
定義を再アセンブルして連係します。
エラー - フィールド ″INPLIST″ の値が無効、省略時解
釈されます。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: キーワード・パラメーター INPLIST に指定され
た値が無効です。 INPLIST パラメーター値は Y また
は N です。省略時値の N が使用されました。
プロジェクト管理者の応答: 値を訂正して、プロジェ
クト定義を再度アセンブルしてください。
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エラー - フィールド ″KEY″ の値が無効。
マクロ:

FLMGROUP

解説: キーワード・パラメーター KEY に指定された
値が無効です。 KEY パラメーター値は Y または N
でなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: 値を Y または N に訂正
して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。
エラー - フィールド ″WHEN″ に指定された値が無効。
マクロ:

FLMTCOND

解説: FLMTCOND マクロが、無効な値を持つ WHEN
キーワードと共に指定されました。
プログラマー応答: WHEN キーワードを使用する
FLMTCOND マクロのプロジェクト定義内の言語定義を
調べます。 言語定義を編集して、FLMTCOND マクロ
の WHEN キーワードを正しくします。 言語定義を使
用するプロジェクト定義を再アセンブルして連係しま
す。
エラー - グループ: xxxxxxxx の キー・グループ > 123
マクロ:

FLMAEND、FLMGROUP

解説: グループ xxxxxxxx からの階層図に、123 より多
いキー・グループがあります。詳細については、ISPF
ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
解説書 を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: グループ xxxxxxxx からの
ビュー内のキー・グループ数を減らして、プロジェクト
定義を再度アセンブルしてください。
エラー - KEYREF と DFLTTYP がありません。
aaaaaaaa bbbbbbbb
マクロ:

FLMAEND

解説: 言語定義には、FLMTCOND マクロと WHEN
文節を指定した複数の変換プログラムが含まれていま
す。 DFLTTYP 値を aaaaaaaa とした変換プログラムの
出力割り振りが、FLMTCOND と WHEN 文節を指定し
た言語定義内の最初の変換プログラムの出力割り振りの
いずれにも一致しません。 追加のメッセージが出さ
れ、一致しない割り振りステートメントを含む言語定義
と変換プログラムを示します。
プログラマー応答: すべてのメッセージを調べて、キ
ーワードの不一致を判別します。 言語定義を編集して
KEYREF および DFLTTYP キーワードの値を一貫性の
あるものにするか、あるいは FLMTCOND の使用を変
更します。 言語定義を使用するプロジェクト定義を再
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エラー - KEYREF キーワードが直前の FLMALLOC:
aaaaaaaa 内にありません。
マクロ:

FLMAEND

解説:
プログラマー応答: すべてのメッセージを調べて、キ
ーワードの不一致を判別します。 言語定義を編集して
KEYREF 値を一貫性のあるものにするか、あるいは整
合性に関して FLMTCOND の使用を変更します。 言語
定義を使用するプロジェクト定義を再アセンブルして連
係します。
エラー - KEYREF 値が IOTYPE 値に対して無効。
マクロ:

FLMALLOC

解説: IOTYPE パラメーターに値 S が指定されている
場合には、KEYREF パラメーターには SINC または
INCL を入れなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: IOTYPE または KEYREF
の値を変更して、プロジェクト定義を再アセンブルしま
す。
エラー - 言語は IOTYPE=O または P にのみ有効。
マクロ:

FLMALLOC

解説: 言語は、IOTYPE 値 O および P の LANG キ
ーワード・パラメーターでのみ指定することができま
す。別の言語は、組み立て出力でのみ割り当てることが
できます。
プロジェクト管理者の応答: IOTYPE を O または P
に変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてく
ださい。
エラー - 言語名が必要です。
マクロ:

FLMLANGL

解説: ユーザー指定の匿名言語名が LANG キーワー
ド・パラメーターに指定されませんでした。 詳細につ
いては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー管
理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: ユーザー指定の匿名言語
名を LANG キーワード・パラメーターに追加して、プ
ロジェクト定義を再アセンブルします。

マクロ・メッセージ
エラー - FLMxxxLB マクロに言語が未指定。
マクロ:

FLMCMPLB、FLMLANGL、FLMSYSLB

解説: 最初の FLMCMPLB マクロまたは FLMSYSLB
マクロには、言語が指定される必要があります。詳細に
ついては、ISPF ソフトウェア構成およびライブラリー
管理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: 正しい FLMLANGL 言語
に対応する言語をマクロに追加して、プロジェクト定義
を再度アセンブルしてください。
エラー - MALLOC=Y は IOTYPE 値に対して認められ
ません。
マクロ:

FLMALLOC

解説: MALLOC パラメーターに値 Y が指定されてい
る場合には、IOTYPE パラメーターには A または O
を入れなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: IOTYPE または MALLOC
の値を変更して、プロジェクト定義を再アセンブルしま
す。
エラー - MAXLINE は最小値 35 よりも大きくしま
す。
マクロ:

FLMCNTRL

解説: MAXLINE パラメーターに指定された値は、35
以上にしなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: 値を増やして、プロジェ
クト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - メンバーは IOTYPE=P に対してのみ有効。
マクロ:

FLMALLOC

解説: メンバー・パラメーターの値は、IOTYPE の値
が P の時のみ指定できます。メンバーは、IOTYPE 値
P を使用して割り振られた区分データ・セットにのみ書
き込むことができます。
プロジェクト管理者の応答: メンバー・パラメーター
を除去するか、あるいは IOTYPE 値を P に変更して、
プロジェクト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - 必須パラメーターの欠落: ACCT
マクロ:

| ERROR - NEW FORMAT PARAMETER USED WITH
| OLD FORMAT EXIT USER EXIT: aaaaaaaa
| マクロ: FLMCNTRL
|
|
|
|
|
|
|

解説: 旧フォーマット、aaaaaaaa を使用して、ユーザ
ー出口ルーチンが指定され、新規フォーマットを使用し
てユーザー出口に対するその他のパラメーターが指定さ
れました。たとえば、BLDEXT1 (旧フォーマット) を使
用してユーザー出口ルーチンが指定され、BLDNTFOP
(新規フォーマット) を使用してユーザー出口に対するオ
プションが指定されました。

| プログラマー応答: プロジェクト定義の FLMCNTRL
| マクロを更新して、すべて新規フォーマット・パラメー
| ターを使用するようにするか、またはすべてユーザー出
| 口に対して旧フォーマット・パラメーターを使用するよ
| うにし、それから再びプロジェクト定義をアセンブル
| し、リンクしてください。
エラー - NOTGROUP と GROUP をともに指定するこ
とはできません。
マクロ:

FLMTOPTS

解説: GROUP および NOTGROUP キーワードがとも
に、FLMTOPTS マクロに指定されました。
プログラマー応答: GROUP または NOTGROUP を
FLMTOPTS マクロから除去します。 FLMTOPTS マク
ロは、言語定義内で FLMTRNSL マクロの後に続きま
す。 言語定義を使用するプロジェクト定義を再アセン
ブルして連係します。
エラー - NOTGROUP が GROUP とともに指定されま
した。NOTGROUP は無視されます。
マクロ:

FLMTCOND

解説: NOTGROUP および GROUP キーワードがとも
に、FLMTCOND マクロに指定されました。
NOTGROUP キーワード値は無視され、マクロは
GROUP キーワード値だけが指定されているように使用
されます。
プログラマー応答: FLMTCOND マクロの GROUP ま
たは NOTGROUP を除去します。 FLMTCOND マクロ
は、言語定義内で FLMTRNSL マクロの後に続きます。
言語定義を使用するプロジェクト定義を再アセンブルし
て連係します。

FLMALTC

解説: VSAM 会計データ・セットは、ACCT パラメー
ターに指定しなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: パラメーターを追加し
て、プロジェクト定義を再度アセンブルしてください。
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| ERROR - OLD AND NEW FORMATS BOTH
| SPECIFIED FOR USER EXIT. USER EXIT aaaaaaaa
| USER EXIT bbbbbbbb
| マクロ: FLMCNTRL
|
|
|
|
|
|
|

解説: 旧と新規のフォーマットの両方を使用して、ユ
ーザー出口ルーチンが指定されました。ただし、
aaaaaaaa は旧フォーマットで、bbbbbbbb は新規フォー
マットです。たとえば、BLDNTF (新規フォーマット)
と BLDEXT1 (旧フォーマット) の両方がプロジェクト
定義の FLMCNTRL マクロのパラメーターとして表示さ
れます。

|
|
|
|
|

プログラマー応答: プロジェクト定義に使用したユー
ザー出口ルーチン仕様の 1 つを削除してください。新
規または旧フォーマットのどちらかだけを使用してくだ
さい。変更された後、プロジェクト定義を再びアセンブ
ルし、リンクします。

| ERROR - OLD FORMAT PARAMETER USED WITH
| NEW FORMAT EXIT. USER EXITaaaaaaaa
| マクロ: FLMCNTRL
| 解説: 新規フォーマット、aaaaaaaa を使用して、ユー
| ザー出口ルーチンが指定されましたが、旧フォーマット
| を使用してユーザー出口に対するその他のパラメーター
| が指定されました。たとえば BLDNTF (新規フォーマッ
| ト) を使用してユーザー出口ルーチンが指定され、
| BEXTIOP (旧フォーマット) を使用してユーザー出口の
| オプションが指定されました。
|
|
|
|
|

プログラマー応答: 新規フォーマット・パラメーター
すべてまたはユーザー出口に対しては旧フォーマット・
パラメーターを使用するために、プロジェクト定義の
FLMCNTRL マクロを更新し、それから再びプロジェク
ト定義をアセンブルし、リンクしてください。
エラー - OPTIONS パラメーターが必要です。
マクロ:
解説:
す。

FLMTOPTS
OPTIONS キーワードを指定する必要がありま

プログラマー応答: FLMTOPTS マクロの使用法に関し
て、プロジェクト定義内の言語定義を調べます。
OPTIONS キーワードを指定しない FLMTOPTS マクロ
に、OPTIONS キーワードを追加します。 言語定義を使
用するプロジェクト定義を再アセンブルして連係しま
す。

エラー - 出力言語が未定義。
マクロ:

FLMAEND、FLMALLOC、FLMLANGL

解説: FLMALLOC マクロの LANG パラメーターに指
定された言語が、定義されていません。 LANG パラメ
ーターの値として使用される言語はすべて、
FLMLANGL マクロを使用して定義される必要がありま
す。
プロジェクト管理者の応答: LANG に指定された言語
を変更するか、あるいは FLMLANGL を使用して指定
の言語を定義して、プロジェクト定義を再度アセンブル
してください。
エラー - PDSDATA の値は組み立て / 解析に関しては
″Y″ にします。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: PDSDATA パラメーターに指定された値が無効
です。 組み立ておよび解析の変換プログラム用に有効
な値は Y です。
プロジェクト管理者の応答: PDSDATA の値を Y に変
更して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。
エラー - GROUP: xxxxxxxx の基本グループ > 123
マクロ:

FLMAEND、FLMGROUP

解説: グループ xxxxxxxx からの階層図に、123 より多
いグループがあります。 詳細については、ISPF ソフト
ウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM) 解説書
を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: グループ xxxxxxxx からの
ビュー内のグループ数を減らして、プロジェクト定義を
再度アセンブルしてください。
エラー - FLMTRNSL 番号: nnnn 内に問題がありま
す。
マクロ:

FLMAEND

解説: WHEN キーワードを持つ FLMTCOND を使用
する言語定義内の BUILD 変換プログラムに関する、す
べての FLMTRNSL マクロが、FLMALLOC マクロに同
一の KEYREF および DFLTTYP キーワードを持ってい
ない場合に、このエラーが起こります。 FLMTRNSL 番
号は、言語定義内の FLMTRNSL マクロの順序です。
これは問題について記述する複数のメッセージのうちの
1 つです。
プログラマー応答: すべてのメッセージを調べて、キ
ーワードの不一致を判別します。 プロジェクト定義を
表示します。 言語定義内の FLMTRNSL 番号 nnnn
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に、問題が見付かりました。 言語定義を編集して、
KEYREF と DFLTTYP キーワードの値を一貫したもの
にします。 言語定義を使用するプロジェクト定義を再
アセンブルして連係します。
エラー - 言語定義番号: nnnn 内に問題があります。
マクロ:

FLMAEND

解説: WHEN キーワードを持つ FLMTCOND を使用
する言語定義内の BUILD 変換プログラムに関する、す
べての FLMTRNSL マクロが、FLMALLOC マクロに同
一の KEYREF および DFLTTYP キーワードを持ってい
ない場合に、このエラーが起こります。 言語定義番号
はプロジェクト定義内の言語定義順序を示します。これ
は問題について記述する複数のメッセージのうちの 1
つです。
プログラマー応答: すべてのメッセージを調べて、キ
ーワードの不一致を判別します。 プロジェクト定義を
表示します。 プロジェクト定義内の言語定義番号 nnnn
に、問題が見付かりました。 言語定義を編集して、
KEYREF と DFLTTYP キーワードの値を一貫したもの
にします。 言語定義を使用するプロジェクト定義を再
アセンブルして連係します。
エラー - 指定された AUTHCODE GROUP により、反
復的項目ができました。
マクロ:

FLMAGRP

解説: AC パラメーターに指定された許可コードは、同
じ FLMAGRP マクロ上の許可コード・グループ名でも
あります。
プロジェクト管理者の応答: 許可コードまたはグルー
プ名を変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルし
てください。
エラー - このマクロの指定が許可されている最大を超え
ています。
マクロ: FLMALLOC、FLMATVER、FLMCPYLB、
FLMEXLIB、FLMGROUP、FLMLANGL、FLMTRNSL、
FLMTYPE
解説: これらの各マクロは、プロジェクト定義 内の制
限数の回数だけ指定できます。それぞれに、最大数は
32 000 です。
プロジェクト管理者の応答: エラーを生成しているマ
クロのインスタンス数を減らして、プロジェクト定義を
再度アセンブルしてください。

エラー - 指定された ALTC はすでに定義済みです。
マクロ:

FLMALTC

解説: 指定された代替制御名は、FLMALTC マクロを
使用して、すでに定義されています。
プロジェクト管理者の応答: 重複する名前のうちの 1
つを変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルして
ください。
エラー - 指定された AUTHCODE はメンバーとしてす
でに処理済みです。
マクロ:

FLMAGRP

解説: 許可コード・グループの名前は、直前の
FLMAGRP マクロの AC パラメーターに指定された許
可コードの内 1 つとして、すでに使用されています。
プロジェクト管理者の応答: グループ名を変更する
か、直前の FLMAGRP マクロの AC パラメーターから
無効な許可コードを除去して、プロジェクト定義を再度
アセンブルしてください。
エラー - 指定された AUTHCODE GROUP に重複した
メンバーが含まれています。
マクロ:

FLMAGRP

解説: 指定された許可コード・グループ名は、直前の
FLMAGRP マクロでグループ名としてすでに使用されて
います。
プロジェクト管理者の応答: 許可コード・グループの
名前を変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルし
てください。
エラー - 指定された AUTHCODE GROUP にメンバー
が含まれていません。
マクロ:

FLMAGRP

解説: AC パラメーターに許可コードが指定されません
でした。 許可コード・グループには、許可コードが 1
つ以上入っていなければなりません。
プロジェクト管理者の応答: 1 つまたは複数の許可コ
ードを AC パラメーターに追加するか、または、
FLMAGRP マクロを除去して、プロジェクト定義を再度
アセンブルしてください。
エラー - 指定したグループはすでに定義済みです。
マクロ:

FLMGROUP

解説: 指定されたグループ名は、FLMGROUP マクロを
使用して、すでに定義されています。
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プロジェクト管理者の応答: 重複する名前のうちの 1
つを変更して、プロジェクト定義を再度アセンブルして
ください。
エラー - 指定した言語は以前に定義済みです。
マクロ:

FLMCMPLB、FLMSYSLB

解説: 指定された言語名は、直前の FLMCMPLB マク
ロまたは FLMSYSLB マクロで使用されました。
FLMCMPLB 連結または FLMSYSLB 連結ごとに、固有
な言語を 1 つ使用できます。 詳細については、ISPF
ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
解説書 を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: 言語名を変更して、プロ
ジェクト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - 指定されたマクロは組み立て変換プログラムに
対してのみ有効です。
マクロ:

FLMTCOND、FLMTOPTS

解説: BUILD 変換プログラムに制限されているマクロ
が、FUNCTION=BUILD を指定しない FLMTRNSL と
ともに使用されました。
プログラマー応答: FUNCTION=BUILD を指定しない
FLMTRNSL を持つ制限付きのマクロの使用法に関し
て、プロジェクト定義内の言語定義を調べます。制限付
きマクロを正しく使用するように、言語定義を編集しま
す。 言語定義を使用するプロジェクト定義を再アセン
ブルして連係します。
エラー - 指定された TYPE はすでに定義済みです。
マクロ:

FLMTYPE

解説: タイプ名は、直前の FLMTYPE マクロですでに
指定されています。
プロジェクト管理者の応答: タイプ名を変更して、プ
ロジェクト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - TASKLIB は組み立て変換プログラムに対して
のみ有効です。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: TASKLIB が指定できるのは、組み立て変換プロ
グラムに対してのみです。
プロジェクト管理者の応答: TASKLIB キーワードを使
用している時は、FLMTRNSL マクロに
FUNCTN=BUILD を指定します。

エラー - TASKLIB の値 > 8 文字、無視されます。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: TASKLIB キーワードに指定された DD 名が、8
文字より長い。
プロジェクト管理者の応答:
更します。

DD 名を 8 文字以下に変

エラー - TYPE 名を FLMTYPE マクロにも定義してく
ださい。
マクロ:

FLMAEND、FLMATVER、FLMTYPE

解説: FLMATVER マクロの TYPE パラメーターの値
が、プロジェクト定義 に定義されている有効なタイプ
ではありません。
プロジェクト管理者の応答: TYPE パラメーターの値
を有効なタイプに変更するか、あるいは、そのタイプを
FLMTYPE マクロに追加して、プロジェクト定義を再度
アセンブルしてください。
エラー - FLMALTC: xxxxxxxx を検出できません。
マクロ:

FLMAEND、FLMALTC、FLMGROUP

解説: FLMGROUP マクロの ALTC パラメーターに指
定された代替制御名が、定義されていません。
プロジェクト管理者の応答: FLMALTC を使用して代
替制御名を定義するか、あるいは、エラーのある ALTC
パラメーターを訂正して、プロジェクト定義を再度アセ
ンブルしてください。
エラー - PROMOTE GROUP: xxxxxxxx を検出できま
せん。
マクロ:

FLMAEND、FLMGROUP

解説: グループ名 xxxxxxxxx が、FLMGROUP マクロの
PROMOTE パラメーターに指定されました。 しかし、
そのグループ名は有効なグループではありません。
プロジェクト管理者の応答: PROMOTE パラメーター
のグループ名を変更するか、または、FLMGROUP マク
ロを使用してそのグループを追加して、プロジェクト定
義を再度アセンブルしてください。
エラー - ″PDSDATA″ の値が、言語内で同じタイプの
すべての変換プログラムに関して一致している必要があ
ります。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: 同じ言語に関する任意の機能タイプ
(PARSE、BUILD および COPY など) の複数の変換プ
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ログラムはすべて、同じ PDSDATA 値を指定しなけれ
ばなりません。

FLMCNTRL マクロに、VSAM 監査制御データ・セット
が指定されていません。

プロジェクト管理者の応答: 変換プログラムの
PDSDATA 値を変更して、プロジェクト定義を再度アセ
ンブルしてください。

プロジェクト管理者の応答: VERS パラメーターおよ
びデータ・セット名を、FLMCNTRL マクロに追加する
か、または、FLMATVER マクロを除去して、プロジェ
クト定義を再度アセンブルしてください。

エラー - xxxxxxxx が指定されている時には、VERS が
必要です。
マクロ:

FLMALTC、FLMCNTRL

解説: xxxxxxxx が VERS2 または VERPDS のときに
は、VERS パラメーターを指定する必要があります。
VERS は VSAM 監査制御データ・セット名を指定しま
す。これは、2 次 VSAM 監査制御データ・セット
(VERS2) またはバージョン・データ PDS (VERPDS) を
指定するときに示す必要があります。
プロジェクト管理者の応答: VERS パラメーターを追
加して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。

エラー - XREF と EXPXREF の名前が
FLMCNTRL、FLMALTC: aaaaaaaa 内で同じ。
マクロ:

FLMAEND

解説: エクスポート相互参照データ・セットと相互参
照データ・セットが、FLMCNTRL マクロおよび
FLMALTC マクロ aaaaaaaa 内に同じ名前を持っていま
す。 これは許されません。
プロジェクト管理者の応答: エクスポート相互参照デ
ータ・セットの名前を変更してから、プロジェクト定義
を再生成します。

エラー - VERS 名と VERS2 名が同じ。

エラー - EXPXREF が指定されている時には XREF は
必須です。

マクロ:

マクロ:

FLMALTC、FLMCNTRL

解説: VERS2 パラメーターの名前は、VERS パラメー
ターの名前と別にする必要があります。
プロジェクト管理者の応答: VERS2 パラメーターの名
前を変更して、プロジェクト定義を再アセンブルしま
す。

FLMALTC、FLMCNTRL

解説: EXPXREF パラメーターを使用するために、
VSAM 相互参照データ・セットを XREF パラメーター
に指定する必要があります。
プロジェクト管理者の応答: EXPXREF パラメーターを
除去するか、あるいは、XREF データ・セットを定義し
て、プロジェクト定義を再度アセンブルしてください。

エラー - バージョン / 監査に関する FLMALTC に
″VERS″ が必要です。 FLMALTC: xxxxxxxx

エラー - xxxxxxxx パラメーターが必須。

マクロ:

マクロ:

FLMAEND、FLMALTC、FLMATVER

解説: 監査またはバージョン (あるいはその両方) は
FLMATVER マクロを使用して有効にされましたが、監
査 / バージョン付けされるグループに関連した
FLMALTC マクロに、VSAM 監査制御データ・セット
が指定されていません。 エラーのある FLMALTC 代替
制御定義は xxxxxxxx という名前です。
プロジェクト管理者の応答: VERS パラメーターおよ
びデータ・セット名を、エラーのある FLMALTC マク
ロに追加するか、または、FLMATVER マクロを除去し
て、プロジェクト定義を再度アセンブルしてください。
エラー - バージョン / 監査に関する FLMCNTRL に
″VERS″ が必要です
マクロ:

FLMAEND、FLMATVER、FLMCNTRL

解説: 監査またはバージョン (あるいはその両方) は
FLMATVER マクロを使用して有効にされましたが、

FLMATVER

解説: 許容値を用いて、xxxxxxxx パラメーターを指定
する必要があります。特定のグループおよびタイプに対
して、バージョン付けができなければなりません。 詳
細については、ISPF ソフトウェア構成およびライブラ
リー管理機能 (SCLM) 解説書 を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: 欠落しているパラメータ
ーおよび該当する値を追加して、プロジェクト定義を再
度アセンブルしてください。
警告 - DASDUNIT 名 > 8 文字、切り捨てられます。
マクロ:

FLMCNTRL

解説: DASDUNIT パラメーターに指定された値が、最
大長の 8 文字を超えています。 指定された名前は、8
文字に切り捨てられます。
プロジェクト管理者の応答: 切り捨てられた値が受け
入れられない場合には、それを正しい長さに変更して、
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プロジェクト定義を再アセンブルします。
警告 - EXTENDED タイプ名 > 8 文字、切り捨てられ
ます。
マクロ:

FLMTYPE

解説: EXTEND キーワード・パラメーターに指定され
たタイプ名が長過ぎます。 タイプ名は最大で 8 文字で
す。 指定された名前は、8 文字に切り捨てられます。
プロジェクト管理者の応答: 切り捨てられたタイプが
受け入れられない場合には、それを正しい長さに変更し
て、プロジェクト定義を再度アセンブルしてください。
警告 - フィールド ″DISP″ は IOTYPES L、N および
U に関しては無視されます。
マクロ:

FLMALLOC

解説: IOTYPE=L、N または U の FLMALLOC マク
ロの DISP パラメーターに、ブランクでない値が指定さ
れました。上記の IOTYPE はデータ・セットの割り振
りを行うので、後処置は意味がありません。指定された
値は無視されます。
プロジェクト管理者の応答: マクロの IOTYPE を変更
してデータ・セットを割り振るか、あるいはマクロから
DISP パラメーターを除去します。 プロジェクト定義を
再アセンブルして連係します。
警告 - FLMALTC マクロ名: ″xxx(8) ″ FLMGROUP マ
クロによって参照されません。
マクロ:

FLMAEND、FLMALTC、FLMGROUP

解説: 代替制御名 xxxxxxxx は、どの FLMGROUP マ
クロの ALTC 値としても使用されませんでした。 その
代替制御は使用されません。
プロジェクト管理者の応答: FLMALTC マクロを訂正
するか、あるいは FLMGROUP マクロの ALTC パラメ
ーターを訂正して、プロジェクト定義を再度アセンブル
してください。

るライブラリーの数を減らして、プロジェクト定義を再
度アセンブルしてください。
警告 - フィールド ″xxxxxxxx″ の値が無効、省略時解釈
されます。
マクロ: FLMALLOC、FLMATVER、FLMCNTRL、
FLMLANGL、FLMTRNSL
解説: キーワード・パラメーター xxxxxxxx に指定され
た値が無効です。省略時値が使用されました。
プロジェクト管理者の応答: ISPF SCLM 解説書 のマ
クロ・キーワードの値を検査してください。その値を受
け入れ可能な値に変更し、プロジェクト定義を再度アセ
ンブルしてください。
警告 - フィールド ″CALLMETH″ の値が無効。
マクロ:

FLMCNTRL、FLMTRNSL

解説: CALLMETH パラメーターに指定された値が無効
です。 有効値は ATTACH、LINK、TSOLNK および
ISPLNK です。
プロジェクト管理者の応答: 値を訂正して、プロジェ
クト定義を再度アセンブルしてください。
警告 - フィールド ″KEYREF″ の値が無効、無視されま
す。
マクロ:

FLMALLOC

解説: キーワード・パラメーター KEYREF に指定され
た値が無効です。 これは有効な組み立てマップまたは
アーキテクチャー定義キーワードでなければなりませ
ん。 キーワードおよび指定された値が無視されまし
た。
プロジェクト管理者の応答: ISPF SCLM 開発者の手引
き の値を検査してください。その値を受け入れ可能な
値に変更し、プロジェクト定義を再度アセンブルしてく
ださい。
警告 - 変換プログラム機能の IOTYPE が無効。

警告 - 言語: xxxxxxxx の FLMxxxLB ライブラリーが最
大: 123 を超えました。 残りのライブラリーは無視さ
れます。
マクロ:

FLMAEND、FLMCMPLB、FLMSYSLB

解説: FLMCMPLB または FLMSYSLB を使用して、
言語 xxxxxxxx に対して連結されたライブラリーの数が
多過ぎます。 最初の 123 個のライブラリーだけが連結
されます。
プロジェクト管理者の応答: 残りのライブラリーを無
視した結果が受け入れられない結果であれば、連結され
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マクロ:

FLMALLOC

解説: IOTYPE パラメーターに指定された値は、
FLMTRNSL マクロに指定された FUNCTN パラメータ
ーに対して無効です。
プロジェクト管理者の応答: 指定された IOTYPE を、
変換プログラム機能に対して有効なものに変更して、プ
ロジェクト定義を再アセンブルします。

マクロ・メッセージ
警告 - 言語名が 8 文字より長い、切り捨てられます。
マクロ:

FLMLANGL

解説: LANG キーワード・パラメーター上のユーザー
指定の匿名言語名が長過ぎます。 言語名は最大で 8 文
字までです。 指定された名前は、8 文字に切り捨てら
れます。

警告 - AUTHCODE xxxxxxxx にコンマを使用すること
はできません AUTHCODE は無視されます。
マクロ:

FLMAGRP、FLMGROUP

解説: 許可コード xxxxxxxx にコンマが含まれていま
す。 コンマは許可コード内には使用できません。 許可
コードは無視されます。

プロジェクト管理者の応答: 切り捨てられた言語名が
受け入れられない場合には、それを正しい長さに変更し
て、プロジェクト定義を再アセンブルします。

プロジェクト管理者の応答: 無効な許可コードを除去
して、プロジェクト定義を再アセンブルして再連係しま
す。

警告 - 言語: xxxxxxxx が未定義。 FLMxxxLB ライブラ
リーは無視されます。

警告 - 外部グループ: xxxxxxxx にサポートされないパラ
メーター。

マクロ:
FLMAEND、FLMLANGL、FLMCMPLB、FLMSYSLB

マクロ:

解説: FLMCMPLB または FLMSYSLB ライブラリー
連結に指定された言語 xxxxxxxx が、FLMLANGL マク
ロで定義されていません。 言語 xxxxxxxx に関連したラ
イブラリー連結は無視されました。
プロジェクト管理者の応答: FLMLANGL を使用して言
語を定義するか、あるいは、FLMCMPLB または
FLMSYSLB マクロの言語を訂正して、プロジェクト定
義を再度アセンブルしてください。
警告 - MAXVIO は 2147483648 より小さくしてくだ
さい、5000 に省略時解釈されました。
マクロ:

FLMCNTRL

解説: MAXVIO パラメーターに指定された値が大きす
ぎです。 最大値は 2 147 483 647 です。 省略時値 5000
が使用されました。
プロジェクト管理者の応答: 省略時値が受け入れられ
ない場合には、指定の MAXVIO 値を小さくして、プロ
ジェクト定義を再度アセンブルしてください。
警告 - 複数のブランチが、非キー・グループ: xxxxxxxx
用に検出されました。
マクロ:

FLMAEND、FLMGROUP

解説: 非キー・グループ xxxxxxxxx には、その中にプ
ロモートする複数のグループがあります。その中にプロ
モートする、複数の低位グループを持つグループはすべ
て、キーでなければなりません。詳細については、ISPF
ソフトウェア構成およびライブラリー管理機能 (SCLM)
プロジェクト管理者の手引き を参照してください。
プロジェクト管理者の応答: これが受け入れられない
場合には、グループ構造を変更して条件を除去します。
次に プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。

FLMGROUP

解説: 示されたパラメーターは、EXLIBID パラメータ
ーに関してサポートされません。 パラメーターは無視
されます。
プロジェクト管理者の応答: EXLIBID パラメーターに
よって参照される外部ライブラリーを除去するか、また
は、指定された余分なパラメーターを FLMGROUP マ
クロ・ステートメントから除去して、プロジェクト定義
を再度アセンブルしてください。
警告 - 指定されたグループに AUTHCODES がありま
せん。
マクロ:

FLMGROUP

解説: AC パラメーターに、許可コードまたはグループ
が指定されませんでした。 AC パラメーターを省略す
ることができますが、そうすると、グループ内でのメン
バーの編集が妨げられます。 その上、編集可能なメン
バーをグループ内またはグループ外へプロモートするこ
ともできません。
プロジェクト管理者の応答: 許可コードまたはグルー
プの省略があまりに制約的である場合には、AC パラメ
ーターに値をいくつか追加して、プロジェクト定義を再
度アセンブルしてください。
警告 - CALLMETH が ATTACH でなければ TASKLIB
は無視されます。
マクロ:

FLMTRNSL

解説: TASKLIB は CALLMETH が ATTACH の場合
にのみ有効です。 CALLMETH が LINK または
TSOLNK の場合には、TASKLIB キーワードは無視され
ます。
プロジェクト管理者の応答:
ATTACH を指定します。

CALLMETH キーワードに
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警告 - VIOUNIT 名 > 8 文字、切り捨てられます。
マクロ:

FLMCNTRL

解説: VIOUNIT パラメーターに指定された値が、最大
長の 8 文字を超えています。 指定された名前は、8 文
字に切り捨てられます。
プロジェクト管理者の応答: 切り捨てられた値が受け
入れられない場合には、それを正しい長さに変更して、
プロジェクト定義を再アセンブルします。
警告 - xxxxxxxx 名が 8 文字よりも長い、切り捨てられ
ます。
マクロ: FLMALTC、FLMGROUP、FLMLANGL、
FLMTSEXT、FLMTYPE
解説: 指定されたグループ、タイプ、代替制御 (ALTC)
またはバージョン名 xxxxxxxx が長過ぎます。 グルー
プ、タイプ、代替制御またはバージョン名は、1 文字か
ら 8 文字にします。 指定された名前は、8 文字に切り
捨てられます。
プロジェクト管理者の応答: 切り捨てられた名前が受
け入れられない場合には、その名前を正しい長さに変更
して、プロジェクト定義を再度アセンブルしてくださ
い。
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第5章 ライブラリー管理機能 (LMF) メッセージ
本章には、ライブラリー管理機能 (LMF) に関連する全エラー・メッセージが掲載さ
れています。エラー・メッセージは、できるだけ役立ち、しかも読めばすぐ分かる
ように書かれています。したがって、メッセージに関する説明は付けてありませ
ん。
ISRLA000

活動記録ログのエラー - システム・プロ
グラマーに連絡します。 (詳細は LMF ア
ドレス・スペースにある)

ISRLA101

非活動化 ID が無効です - 非活動化 ID
が矛盾します。 非活動化して再度試みて
ください。

ISRLA001

活動記録ログの割り振り - エラーのため
データ・セットの割り振りができません。

ISRLA102

既に活動化されている - 階層 ’aaaaaaaa’
は既に活動化されています。

ISRLA002

活動ログ使用不可 - データ・セット
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ がオープ
ンできませんでした。使用中の可能性があ
ります。

ISRLA103

既に非活動化済みです - 階層 ’aaaaaaaa’
は既に非活動化されています。

ISRLA104

活動ログの書き込みエラー - データ・セ
ット ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ で書
き込みエラーがありました。

プロジェクト非活動化 - プロジェクトは
SCLM に制御されていますが、非活動化
に成功しました。

ISRLA105

Act. log close out error - Data set
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ had a
write close out error.

プロジェクト活動化 - プロジェクトは
SCLM に制御されていますが、活動化に
成功しました。

ISRLA110

活動化が完了しました - 階層 ’aaaaaaaa’
の活動化が完了しました。

活動ログの解放エラー - データ・セット
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ が解放で
きませんでした。

ISRLA111

活動化が完了しました - プロジェクト
’aaaaaaaa’ のすべての階層の活動化が完
了しました。

活動ログの読み取りエラー - データ・セ
ット ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ で読
み取りエラーがありました。

ISRLA112

非活動化が完了しました - 階層
’aaaaaaaa’ の非活動化が完了しました。

ISRLA003

ISRLA004

ISRLA005

ISRLA006

ISRLA007

活動ログ書き込みエラー ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ を一時フ
ァイルに書き込み中にエラー。

ISRLA113

非活動化が完了しました - プロジェクト
’aaaaaaaa’ のすべての階層の非活動化が
完了しました。

ISRLA100

非活動化 ID が不一致 - ユーザー ID
’aaaaaaaa’ が、非活動化 ID ’bbbbbbbb’
と一致しません。

ISRLA114

定義されたタイプ - aaaaaaaa の構造日付
: bbbbbbbb 時刻: cccccccc

ISRLA115

位置: - 1、2、... 50 は階層内の位置を示
しています。
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ISRLA116

*** 定義済みタイプなし *** - B はボト
ム・グループを示しています。

ISRLA117

以下のグループは活動中ではありません。

ISRLA118

最上位グループ 非活動化 ID

ISRLA119

以下のグループは活動中です。

ISRLA120

装置記述がありません - 出力リスト・デ
ータ・セットの装置記述を指定してくださ
い。

ISRLA121

ISRLA122

ISRLA123

ISRLA203

削除の失敗 ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ の中の項
目はすべてが削除されたわけではありませ
ん。

ISRLA204

活動記録ログが空 - 活動記録ログ
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ 内の全項
目は除去されています。

ISRLA205

aaaaaaaa タイプの処理 - aaaaaaaa のタ
イプは処理されました。

ISRLA206

ログに記録されるタイプなし aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG 中に項目が
まったくありません。

ISRLA208

ログの割り振りがない aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG は別のユー
ザーに使用されている可能性があります。

ISRLA209

レコード長が無効 aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG 活動記録ロ
グのレコード長は無効です。

ISRLA210

レコード形式が無効 aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG のレコード
形式が固定または固定ブロックになってい
ません。

ISRLA211

ログが順次でない aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG が順次デー
タ・セットではありません。

ISRLA213

ADMIN が許可されない - メンバー活動
記録ログに ADMIN というグループ名を
指定することはできません。

ISRLA214

選択コードが無効 - 選択すべきタイプの
前に s をキーインしてください。

ブロック・サイズがない - 出力リスト・
データ・セットのブロック・サイズを指定
してください。
論理レコード長がない - 出力リスト・デ
ータ・セットの論理レコード長を指定して
ください。
ページ当り行数がない - 出力リスト・デ
ータ・セットのページ当り行数を指定して
ください。

ISRLA124

1 次 / 2 次の指定がない - 出力リスト・
データ・セットの 1 次 / 2 次割り振りス
ペースの量を指定する。

ISRLA125

1 次割り振りの指定がない - 出力リス
ト・データ・セットの 1 次割り振りスペ
ースの量を指定する。

ISRLA200

グループ名の入力 - このオプションには
グループ名が必要です。

ISRLA201

タイプ aaaaaaaa の削除 - タイプ
aaaaaaaa に関する全項目が削除されてい
ます。

解説:
ISRLA202
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タイプが見付からない - メンバー活動記
録ログ内にタイプ aaaaaaaa に関する項目
がありません。
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タイプ名が無効 - タイプ名または ″*″ を
入れる、またはフィールドをブランクにし
ておきます。
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ISRLA216

グループ名が必要 - 活動記録ログのグル
ープ名を入れてください。

ISRLA217

プロジェクト名が必要 - 活動記録ログの
プロジェクト名を入れてください。

ISRLA218

ISRLA219

ISRLA220

ISRLC012

メンバー項目作成不能 - メンバー項目
aaaaaaaa が作成できませんでした。 プロ
ジェクトが存在しません。

ISRLC013

項目の作成不能 - aaaaaaaa が作成できま
せんでした。 すでに存在します。

タイプ aaaaaaaa の表示 - タイプ
aaaaaaaa のログ済みの活動記録が表示さ
れました。

ISRLC014

プロモート失敗 - 受け入れ先データ・セ
ットが別名で割り当てられています。 別
名は使えません。

活動記録ログの表示 - ログ
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ の活動記
録が表示されました。

ISRLC015

ATTACH のエラー - モジュール
aaaaaaaa で ATTACH がエラーに終わり
ました。

表示が失敗 aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG の表示中に
エラーが起きました。

ISRLC016

″aaaaaaaa″ 始動してません - LMF 開始
タスク ″aaaaaaaa″ が見付かりません。

ISRLA221

パラメーターが必要 - LOCATE コマンド
に、パラメーターとして有効なタイプ名が
必要です。

ISRLC017

LOCAL LOCK のエラー - SVC で、
LOCAL LOCK がエラーに終わりまし
た。

ISRLA222

aaaaaaaa が見付からない - タイプ名
aaaaaaaa は表示リストの終わりの後にあ
るはずです。

ISRLC018

SVC GETMAIN のエラー - ライブラリー
管理機能 SVC で GETMAIN が失敗しま
した。

ISRLA223

コマンドが無効 - このパネルに有効なコ
マンドは LOCATE だけです。

ISRLC019

SVC FREEMAIN のエラー - ライブラリ
ー管理機能 SVC で FREEMAIN が失敗
しました。

ISRLA224

パラメーターが無効 - LOCATE コマンド
にパラメーターとして有効なタイプ名が必
要です。

ISRLC020

SRB GETMAIN のエラー - GETMAIN
が SRB で失敗しました。

ISRLC022

SRB が消去されました - SRB が消去さ
れました。

ISRLA225

ロギングの失敗 - 活動記録ログが別名デ
ータ・セット名を指定して定義されていま
す。

ISRLC023
ISRLC010

メンバー項目作成不能 - メンバー項目
aaaaaaaa が作成できませんでした。 タイ
プがありません。

GETMAIN が失敗 - 動的 TLD に対する
GETMAIN が失敗しました。

ISRLC024

メンバー項目作成不能 - メンバー項目
aaaaaaaa が作成できませんでした。 グル
ープがありません。

メンバーは使用中 - メンバーは、
aaaaaaaa によって使われているため編集
できません。

ISRLC025

許可されていません - メンバー aaaaaaaa
は使用されており、編集できません。

ISRLC011
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ISRLC026

TIOT に DD 名がない - TIOT に DD 名
が見付かりません。

ISRLC040

編集ロックのエラー - このメンバーは活
動化していない被制御ライブラリー内にあ
ります。

ISRLC027

ライブラリーが未削除 - ライブラリー制
御が削除されませんでした。このライブラ
リーのメンバー制御が存在します。

ISRLC041

編集ロックのエラー - 要求者は、アクセ
スを許可されていません。

ISRLC042

編集ロックのエラー - メンバー aaaaaaaa
はステータスを持っているか bbbbbbbb の
所有です。.

ISRLC043

メンバー項目がない - メンバー項目
aaaaaaaa が制御ファイルにありません。

ISRLC044

プロモートのエラー - 取り出し元と受け
入れ先のライブラリーのレコード形式が整
合しません。

ISRLC045

データのプロモート不能 - データはユー
ザーの TTR を含んでいますが、ロード・
モジュールではありません。

ISRLC046
プロモートのエラー - 被制御でない LIB
からは、基本レベルの LIB にのみプロモ
ートできます。

プロモートのエラー - 論理レコード長が
整合しません。

ISRLC047

プロモートのエラー - 取り出し元ライブ
ラリーが割り振られていません。

プロモートのエラー - 目標グループ
aaaaaaaa が見付かりません。

ISRLC048

SVC が導入されていない - ライブラリー
管理機能の SVC が導入されていませ
ん。

ISRLC049

プロモートのエラー - PROMOTE FREE
は無効です。 メンバーがありません。

ISRLC050

編集ロックのエラー - グループ aaaaaaaa
に無効な条件があるので、編集ロックでき
ません。

ISRLC051

プロモートのエラー - このメンバーは更
新用としては使用できません。

ISRLC052

プロモートのエラー - 要求されたグルー
プをプロモートできるのは aaaaaaaa で
す。

ISRLC028

更新のエラー - グループ階層が活動状態
です。 更新は行われませんでした。

ISRLC029

プロジェクトが使用中 - プロジェクト
は、現在 aaaaaaaa により更新中です。

ISRLC030

ISRLC031

ISRLC033

ISRLC034

ISRLC035

ISRLC036

ISRLC037

ISRLC038

ISRLC039
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″aaaaaaaa″ は未活動 - LMF アドレス空
間 ″aaaaaaaa″ はどんな要求も受け付けま
せん。
LMF は始動中です - LMF アドレス空間
初期設定は完了していません。
プロモートのエラー - グループ aaaaaaaa
が非活動状態です。

プロモートのエラー - このメンバーを現
在更新しているのは、aaaaaaaa です。
ABEND aaaaaaaa が起きました - ライブ
ラリー管理要求の処理中に aaaaaaaa
ABEND が発生しました。
プロモートのエラー - 基本レベル・グル
ープ aaaaaaaa が見付かりません。
活動ログが無効です - aaaaaaaa の活動ロ
グは、順次データ・セットにしてくださ
い。

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

LMF メッセージ
ISRLC053

分配テーブルの削除完了 - 分配テーブル
aaaaaaaa が制御ファイルから削除されま
した。

ISRLC065

プロモートのエラー - 取り出し元 DS の
編成が無効であるためにプロモートのエラ
ーが起きました。

ISRLC054

ユーザー・セットを削除 - ユーザー・セ
ット aaaaaaaa が制御ファイルから削除さ
れました。

ISRLC066

プロモートのエラー - システム・エラー
のあとのプロモートは、前の状態と同じに
してください。

ISRLC055

タイプが削除されました - タイプ
aaaaaaaa の制御情報が制御ファイルから
削除されました。

ISRLC067

メンバー項目は未削除 - メンバー項目
aaaaaaaa は事前定義メンバーではありま
せん。

ISRLC056

グループを削除 - グループ aaaaaaaa の
制御情報が制御ファイルから削除されまし
た。

解説:

ISRLC057

ISRLC058

ISRLC059

ISRLC068

GET のクローズ・エラー - 取り出し元ラ
イブラリーで GET のクローズ・エラー
が起きました。

ISRLC069

読み取りエラーが起きた - 取り出し元ラ
イブラリーで読み取りエラーが起こりまし
た。

ENQUEUE のエラー - メンバー
aaaaaaaa が使用できません。

ISRLC070

メンバーが見付からない - 取り出し元ラ
イブラリーのメンバーが見付かりません。

プロモートのエラー - メンバーは編集ロ
ックされませんでした。

ISRLC071

PROMOTE FREE が失敗 - このメンバ
ーは編集ロックされていないか、またはあ
りません。

ISRLC072

PROJECT に GROUP なし - プロジェ
クト aaaaaaaa にプロモートの階層が定義
されていません。

ISRLC073

無効な階層があります - グループ
aaaaaaaa が無効な階層に入っています。
さきに訂正してください。

プロジェクトを削除 - プロジェクト
aaaaaaaa の制御情報が制御ファイルから
削除されました。

ISRLC060

要求のエラー - プロジェクトのロックま
たは解放ができません。

ISRLC061

プロモートのエラー - メンバー aaaaaaaa
はユーザーにより編集ロックされていませ
ん。

ISRLC062

プロモートのエラー - 要求したメンバー
の現行のユーザーは aaaaaaaa です。

ISRLC063

プロモートのエラー - あらかじめ定義さ
れたメンバーだけがこの階層でプロモート
できます。

ISRLC074

活動ログが無効 - メンバー・ログ
aaaaaaaa に対する論理レコード長が無効
です。

ISRLC064

プロモートのエラー - aaaaaaaa だけが、
定義されていないメンバーで権限を持った
プロモーターです。

ISRLC075

プロモートのエラー - aaaaaaaa は権限を
持ったプロモーター、または定義されてい
るユーザー・セットです。

解説:
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ISRLC076

分配テーブルが複数ある - 最上位
aaaaaaaa をもつ階層に複数個の分配テー
ブルが定義されています。

ISRLC088

階層はすでに非活動状態 - 階層 aaaaaaaa
はすでに非活動状態です。 再度非活動化
されることはありません。

ISRLC077

タイプが同じでない - 最上位 aaaaaaaa
を持つ階層が異なるタイプを含んでいま
す。

ISRLC089

非活動化 ID が無効 - 非活動化 ID、最上
位 aaaaaaaa が矛盾します。 非活動化し
て再度試みてください。

ISRLC078

分配テーブルのエラー - 分配テーブル
aaaaaaaa が作成されていません。

ISRLC090

ACTIVATE を実行できない - 階層
aaaaaaaa を活動化できません。この階層
はユーザーに帰属していません。

ISRLC079

グループが見付からない - 分配テーブル
aaaaaaaa にあるグループは存在しませ
ん。

ISRLC091

グループは活動状態 - 階層 aaaaaaaa は
すでに活動状態です。

ISRLC080

割り振りのエラー - 宛先ライブラリー
aaaaaaaa は割り振ることができません。

ISRLC092

制御ブロックが無効 - 制御ブロックが無
効です。要求を処理できません。

ISRLC081

分配テーブルのエラー - 分配テーブル
aaaaaaaa にグループが定義されていませ
ん。

ISRLC093

無効な階層がある - 無効な階層がありま
す。有効な階層は定義されていません。

ISRLC094

活動化のエラー - ACTIVATE コマンド後
に、最上位グループ aaaaaaaa が階層から
削除されました。

ISRLC082

分配テーブルのエラー - グループ
aaaaaaaa が正しくない分配テーブルを参
照しています。

ISRLC083

分配テーブルのエラー - 分配テーブル
aaaaaaaa 内のグループが、他のグループ
と異なるタイプをもっています。

ISRLC084

ユーザー ID が無効 - SVC で要求してい
るユーザー ID が無効です。

ISRLC085

TYPE QUEUE BUILD が失敗 - モジュ
ール aaaaaaaa で TYPE QUEUE BUILD
にエラーが起きました。

ISRLC086

ISRLC087
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TYPE QUEUE FREE が失敗 - モジュー
ル aaaaaaaa で TYPE QUEUE FREE に
エラーが起きました。
階層はすでに非活動状態 - 階層はすでに
非活動状態です。非活動化 ID は
aaaaaaaa です。
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解説:
ISRLC095

変更は認められない - このユーザー ID
は、別のプロジェクト管理者でなければ削
除できません。

ISRLC096

プロモートに失敗 - PLANNED
OVERLAY ロード・モジュールのプロモ
ートはできません。

ISRLC097

被制御 LIB ではない - 受け入れ先グルー
プ aaaaaaaa が被制御ライブラリーではあ
りません。

ISRLC098

STOW のエラー - モジュール aaaaaaaa
で、STOW のエラーが起きました。

ISRLC099

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa が見付かりません。 制御ファイ
ル / 制御ライブラリーが矛盾します。
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ISRLC100

プロモートのエラー - 要求されたバージ
ョン・コードが分配テーブル aaaaaaaa に
ありません。

ISRLC112

出口タイプが必要 - 活動ログ満杯出口
が、出口タイプを指定せずに要求されまし
た。

ISRLC101

ライブラリー未削除 - グループ aaaaaaaa
はこのライブラリーを目標ライブラリーと
して参照しています。

ISRLC113

出口名が必要 - データ・セット満杯出口
が、出口名を指定せずに要求されました。

ISRLC114
ISRLC102

最上位グループがない - 最上位グループ
aaaaaaaa が、指定されたライブラリーに
見付かりません。

出口タイプが必要 - データ・セット満杯
出口が、出口タイプを指定せずに要求され
ました。

ISRLC115
ISRLC103

タイプが見付からない - タイプ項目
aaaaaaaa が指定のライブラリーに見付か
りません。

制御ファイルが無効 - 制御ファイルはど
の開始済みタスクにも関係しません。

ISRLC116

制御ファイルが無効 - 制御ファイルは旧
ISPF/PDF の制御を持っています。

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa が指定されたライブラリーに見
付かりません。

ISRLC117

出口名が必要 - 活動ログ満杯出口が、出
口名を指定せずに要求されました。

ISRLC105

プロモーション完了 - aaaaaaaa は最後に
処理されたメンバーです。

ISRLC118

レコード形式が非固定長 - 活動ログは固
定長レコード形式でなければなりません。

ISRLC106

プロモートのエラー - 取り出し元と受け
入れ先のグループのレコード形式に互換性
がありません。

ISRLC119

無効な制御ファイル - 古い制御ファイル
が無効なメンバーを含んでいます。

ISRLC120
ISRLC107

活動記録ログが割り振られていない - 活
動記録ログ ’aaaaaaaa’ の割り振りができ
ませんでした。活動記録ログがカタログさ
れていない可能性があります。

削除の失敗 - 被制御ライブラリーが別名
であるためメンバーが削除されませんでし
た。

ISRLC121

レコード形式が無効 - LMF 制御ファイル
のレコード形式は可変長ブロックです。
DD ISRCFIL

ISRLC122

2 次エクステントの存在 - 制御ファイル
には 2 次エクステントを割り振ってはな
りません。

ISRLC123

コマンドが無効 - コマンドが有効ではあ
りません。 有効なコマンドは END だけ
です。

ISRLC124

GET CLOSEOUT の失敗 - モジュール
aaaaaaaa での制御ファイルのクローズア
ウトは失敗しました。

ISRLC104

ISRLC108

ISRLC109

ISRLC111

プロモートのエラー - 宛先データ・セッ
ト aaaaaaaa を区分データ・セットとして
割り振ってください。
分配テーブルのエラー - グループ
aaaaaaaa は分配テーブルを参照しませ
ん。
プロモートの失敗 - 取り出元レコード長
がレコード形式 ″U″ の受け入先ブロッ
ク・サイズより大きい。
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ISRLC125

許可されていない - プロジェクト
aaaaaaaa に関するログの変更を許可され
ていません。

ISRLC137

管理担当者ログがいっぱい - 管理担当者
ログのスペースが不足です。ライブラリー
管理担当者に連絡してください。

ISRLC126

メンバー存在が無効 - 新制御ファイルに
はメンバーが含まれていてはなりません。

ISRLC138

書き込みの失敗 - モジュール aaaaaaaa
での出力データ・セットへの書き込みは失
敗しました。

ISRLC127

無効な制御ファイル - 古い制御ファイル
が有効な制御ファイルではありません。

ISRLC139

DATASET 内の項目 - 出力データ・セッ
ト内に項目が記録されました。 それらを
検討してください。

ISRLC140
移行の正常完了 - 旧制御ファイルから新
制御ファイルへの移行は正しく行われまし
た。

活動記録ログが無効 - 活動記録ログには
aaaaaaaa の論理レコード長が必要です。

ISRLC141

DATASET が割り振り不可 - ユーザー
aaaaaaaa による出力データ・セットの割
り振りは行えませんでした。

メンバー制御情報が無効 - グループ
aaaaaaaa に無効な制御情報があると思わ
れます。 活動化できません。

ISRLC142

DATASET LRECL が小さ過ぎる - 出力
データ・セット LRECL でレコードの切
り捨てが行われることになるでしょう。

メンバー制御情報が無効 - メンバー・ユ
ーティリティーの 2 または 4 を使用し
て問題を訂正してください。

ISRLC143

メンバー・リストの失敗 - グループ
aaaaaaaa に関するメンバー・リストを作
成することができませんでした。

DATA SET 内の項目 - 出力データ・セ
ット内の問題が修正されるまでは、この階
層は有効ではありません。

ISRLC144

DATA SET が割り振り不可 - グループ
aaaaaaaa を割り振ることができませんで
した。

制御情報の消去 - この階層に関するすべ
てのメンバー制御情報は消去されていま
す。

ISRLC145

検査の必要 - 階層を活動化するには、そ
の前に検査または初期設定が必要です。

ISRLC146

DATASET が割り振り不可 - 開始された
タスク aaaaaaaa による出力行
DATASET の割り振りは行えませんでし
た。

ISRLC147

DS のオープン不可能 - グループ
aaaaaaaa をオープンできませんでした。

ISRLC148

メンバー名が必要 - 区分データ・セット
を指定するときはメンバー名が必要です。

ISRLC128

ISRLC129

ISRLC130

ISRLC131

ISRLC132

ISRLC133

ISRLC134

ISRLC135

ISRLC136
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更新済みでない - 活動記録ログ aaaaaaaa
を使用する項目が見付かりませんでした。

被制御 DATASET がいっぱい - 被制御
DATASET のスペースが不足です。ライ
ブラリー管理担当者に連絡してください。
制御ファイルがいっぱい - LMF 制御ファ
イルのスペースが不足です。ライブラリー
管理担当者に連絡してください。
活動記録ログがいっぱい - 活動記録ログ
のスペースが不足です。ライブラリー管理
担当者に連絡してください。
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ISRLC149

非区分データ・セット - LMF では、グル
ープ aaaaaaaa が区分データ・セットであ
ることが必要です。

ISRLC161

ISRLC150

削除が許可されない - メンバーの状況が
「プロモート進行中」であれば、そのメン
バーを削除できません。

ISRLD000A メッセージ ISRLD000 から ISRLD049
は、245ページの『第2章 PDF メッセー
ジ』 へ移されました。

ISRLC151

グループが不明 - 「制御情報の検査」オ
プションを使用して問題を判別してくださ
い。

ISRLC152

割り振りの失敗 - モジュール aaaaaaaa
での割り振りが失敗しました。

ISRLC153

メンバーが不明 - メンバー制御情報を用
いて初期設定する対象の、物理メンバーが
見付かりませんでした。

SCLM からの警告 - 更新されたプロジェ
クトは SCLM によって制御されていま
す。

解説: 以下のメッセージは、245ページの『第2章 PDF
メッセージ』 にあります。
v ISRLD000-009
v ISRLD010-019
v ISRLD020-029
v ISRLD030-039
ISRLE000A メッセージ ISRLE000 から ISRLE029
は、245ページの『第2章 PDF メッセー
ジ』 へ移されました。
解説: 以下のメッセージは、245ページの『第2章 PDF
メッセージ』 にあります。
v ISRLD000-009
v ISRLD010-019
v ISRLD020-029

ISRLC154

制御情報の消去 - この階層に関するメン
バー制御情報は消去されました。

ISRLC155

制御情報がない - LMF 階層内には消去す
べきメンバー制御情報が存在していませ
ん。

ISRLF000

制御ファイルのエラー - システム・プロ
グラマーに連絡。 (詳細は LMF アドレ
ス・スペース ISPLOG)

全メンバー削除は不可 - 全物理メンバー
が削除されたわけではありません。所定の
制御情報を検査してください。

ISRLF001

内部プログラム・エラー - モジュール
aaaaaaaa がモジュール cccccccc から戻
りコード bbbbbbbb を受け取りました。

DS 満杯出口エラー - LMF アドレス空間
から LMF サービスを出すことはできま
せん。

ISRLF002

制御ファイル LRECL ERROR - 制御フ
ァイルのメンバー aaaaaaaa に無効なレコ
ード長が見付かりました。

ロックが許可されない - メンバー状況が
「プロモート進行中」であれば、メンバー
のロックはできません。

ISRLF003

メンバーが見付からない - メンバー
aaaaaaaa が制御ファイルにありません。

ISRLC156

ISRLC157

ISRLC158

ISRLC159

メンバー aaaaaaaa 使用中 - メンバー
aaaaaaaa は使用中です。 物理メンバーを
削除することはできません。

ISRLF004

すでにメンバーがある - メンバー
aaaaaaaa は作成されなかった。 これはす
でに制御ファイルにある。

ISRLC160

メンバーはロックしない - プロジェクト
aaaaaaaa は SCLM によって制御されて
います。

ISRLF005

ZNAMES メンバーがない - ZNAMES メ
ンバーが制御ファイルにありません。
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ISRLF006

PROJECT メンバーがない - ZPROJECT
メンバーが制御ファイルにありません。

ISRLF007

タイプ・メンバーなし - タイプ・メンバ
ー aaaaaaaa が制御ファイルにありませ
ん。

ISRLF018

分配テーブルが作成不能 - 分配テーブル
aaaaaaaa を作成できません。 プロジェク
トが存在しません。

ISRLF019

グループが未定義 - グループ aaaaaaaa
がプロモート階層に存在しません。

ISRLF020

階層が活動状態 - グループ aaaaaaaa を
非活動化したあとでなければ変更は加えら
れません。

ISRLF021

目標グループが無効 - 目標グループ
aaaaaaaa が制御ファイルに見付かりませ
ん。

ISRLF022

PROMOTE のエラー - アクセス・タイプ
aaaaaaaa が無効であったため
PROMOTE がエラーに終わりました。

ISRLF023

制御ファイルが無効 - プロジェクト項目
のグループ・メンバー名がブランクです。

ISRLF024

ライブラリーが無効 - タイプ aaaaaaaa
は、目標ライブラリーに定義されていませ
ん。

ISRLF025

CTL FILE のオープン不可 - 制御ファイ
ルをオープンできませんでした。

ISRLF026

CTL FILE の割り振り未了 - 制御ファイ
ルが DD 名 ISRCFIL にあらかじめ割り
振られていません。

ISRLF027

CTL FILE は共有できない - 制御ファイ
ルが、共有として割り振られていません。

ISRLF028

CTL FILE は連結済み - 制御ファイルは
連結されています。

ISRLF029

CTL FILE が PDS でない - 制御ファイ
ルが区分データ・セットではありません。

ISRLF031

CTL FILE の長さが無効 - 制御ファイル
はレコード長 aaaaaaaa でなければなりま
せん。

解説:
ISRLF008

ISRLF009

ISRLF010

ISRLF011

ISRLF012

ISRLF013

ISRLF014

ISRLF015

ISRLF016

ISRLF017
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グループ・メンバーなし - グループ・メ
ンバー aaaaaaaa が制御ファイルに見付か
りません。
メンバーが見付からない - MEMBER メ
ンバー aaaaaaaa が制御ファイルにありま
せん。
プロジェクトが制御されない - プロジェ
クト項目 aaaaaaaa が制御ファイルに見付
かりません。
グループが制御されない - グループ項目
aaaaaaaa が、制御ファイルに見付かりま
せん。
タイプが非制御 - タイプ項目 aaaaaaaa
が制御ファイルに見付かりません。
最上位グループがない - トップ・グルー
プ aaaaaaaa が制御ファイルに見付かりま
せん。
階層グループがない - グループ aaaaaaaa
がプロモートの階層に見付かりません。
ユーザー・セットなし - ユーザー・セッ
ト aaaaaaaa が制御ファイルに見付かりま
せん。
ユーザー・セット未作成 - ユーザー・セ
ット aaaaaaaa を作成できません。 プロ
ジェクトが存在しません。
分配テーブルがない - 分配テーブル
aaaaaaaa が制御ファイルにありません。
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ISRLF032

CTL FILE の OBTAIN 失敗 - 制御ファ
イルの割り振りで、OBTAIN がエラーに
終わりました。

ISRLI001

内部プログラム・エラー - モジュール
aaaaaaaa がモジュール cccccccc から戻
りコード bbbbbbbb を受け取りました。

ISRLF033

タイプが削除されない - タイプ aaaaaaaa
は削除されませんでした。制御ファイルに
ありません。

ISRLI002

機能コードが無効です - 機能コード
aaaaaaaa が無効です。

ISRLI003
ISRLF034

USERSET メンバーがない - ユーザー・
セット・メンバー aaaaaaaa が制御ファイ
ルにありません。

領域サイズが小さすぎる - モジュール
aaaaaaaa に必要な仮想記憶域が足りませ
ん。

ISRLI004
ISRLF035

分配 TABLE MEMBER ERROR - 分配
テーブルのメンバー aaaaaaaa が制御ファ
イルにありません。

読み取りのエラー - メンバー aaaaaaaa
で読み取りエラーが発生しました。

ISRLI005

READ CLOSE OUT 失敗 - メンバー
aaaaaaaa で READ クローズアウトが発
生しました。

ISRLI006

記憶域の解放エラー - モジュール
aaaaaaaa で記憶域の解放エラーが発生し
ました。

ISRLF036

許可されていません - プロジェクト管理
担当者は aaaaaaaa です。

ISRLF037

タイプ QUEUE のエラー - aaaaaaaa.

ISRLF038

制御ファイルが無効です - グループ項目
のタイプ・メンバー名がブランクです。

ISRLI007

PUT のエラー - モジュール aaaaaaaa で
PUT のエラーが発生しました。

制御ファイルが無効です - タイプ項目の
メンバー名がブランクです。

ISRLI008

PROJECT は解放済みです - 解放要求が
出された時点で、プロジェクト aaaaaaaa
はロックされていなかった。

ZNAMES メンバーが存在 - ISRLCOPY
が ZNAMES メンバーを作成できませ
ん。 すでに存在します。

ISRLI009

クローズのエラー - モジュール aaaaaaaa
でクローズ・エラーが発生しました。

プロモートのエラー - グループ aaaaaaaa
の階層レベルは無効です。

ISRLI010

オープンのエラー - モジュール aaaaaaaa
でオープンのエラーが発生しました。

ISRLI011

ディレクトリー・スペースがない - メン
バーは作成または更新されなかった。 制
御 FILE 用のディレクトリー・スペース
がない。

ISRLI012

PROGRAM ERROR IN ISPCDB - モジ
ュール aaaaaaaa がモジュール ISPCDB
から戻りコード 36 を受け取りました。

ISRLF039

ISRLF040

ISRLF041

ISRLF042

ISRLF043

ISRLI000

プロモートのエラー - プロジェクト
aaaaaaaa の階層待ち行列に有効なグルー
プがありません。
制御ファイルのエラー - グループ
aaaaaaaa のプロモートが無効です。
内部プログラム・エラー - システム・プ
ログラマーに相談してください。詳細は
LMF アドレス・スペース ISPLOG に記
述されています。
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ISRLI013

BLDL の戻りコードが無効 - メンバー
aaaaaaaa に対して無効な BLDL 戻りコ
ードが返されました。

ISRLI024

ディレクトリー・スペースがない - 受け
入れ先ライブラリー aaaaaaaa に対するプ
ロモートのエラー。

ISRLI014

OBTAIN のエラー - メンバー aaaaaaaa
に対する OBTAIN のエラー。

ISRLI025

SVC 内でのエラー - バッチ要求に関する
ACEE 制御ブロックがありません。

ISRLI015

BLDL の I/O エラー - モジュール
aaaaaaaa の BLDL で I/O エラーが発生
しました。

ISRLI026

SVC 内でのエラー - ACEERACF = 0 ユーザー ID はバッチ要求に関し RACF
に定義されていません。

ISRLI016

PUT CLOSE OUT 失敗 - モジュール
aaaaaaaa で PUT クローズアウトが失敗
しました。

ISRLI027

新統計は無効 - 統計は RECFM = U の
データ・セットに対しては更新できませ
ん。

ISRLI017

STOW の I/O エラー - モジュール
aaaaaaaa の STOW で永続 I/O エラーが
発生しました。

ISRLI028

新アクセス ID が無効 - 既存の所有権
を、RECFM = U のデータ・セットに対
しては決定できません。

ISRLI018

STOW で DCB が無効 - モジュール
aaaaaaaa の STOW で DCB が出力用と
してクローズ / オープンされました。

ISRLI060

内部プログラム・エラー - プロモート
で、無効な処置 aaaaaaaa を指定しまし
た。

ISRLI019

RESERVE のエラー - モジュール
aaaaaaaa で RESERVE のエラーが発生
しました。

ISRLI061

元 LIB はクローズ不能 - 取り出し元ライ
ブラリー aaaaaaaa をクローズできませ
ん。

ISRLI020

ENQUEUE のエラー - モジュール
aaaaaaaa で、ENQUEUE のエラーが起き
ました。

ISRLI062

元 LIB は解放不能 - プログラム
bbbbbbbb が aaaaaaaa を解放できませ
ん。

ISRLI021

RELEASE のエラー - モジュール
aaaaaaaa で RELEASE のエラーが起き
ました。

ISRLI063

ライブラリー解放エラー - プログラム
bbbbbbbb が aaaaaaaa を解放できませ
ん。

ISRLI022

ENQUEUE/DEQUEUE エラー ISRLCEDQ に無効なパラメーターが引き
渡されました。 ENQUEUE/DEQUEUE
の失敗。

ISRLI064

元 LIB はオープン不能 - 取り出し元ライ
ブラリー aaaaaaaa をオープンできませ
ん。

ISRLI065
ISRLI023

制御 FILE 割り振りエラー - 無効な
OPEN パラメーター aaaaaaaa が
ISRLCFAL に引き渡されました。

ユーザー ID - aaaaaaaa - ISRLI065 bbbbbbbb は次のメッセージのメッセージ
番号です。

ISRLI066

MESSAGE 形式のエラー - メッセージ番
号 aaaaaaaa の ISPCSE を呼び出す時に
エラーが起きました。
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ISRLK000

メンバー aaaaaaaa は bbbbbbbb によって
ロックされました。

ISRLK013

メンバー aaaaaaaa を bbbbbbbb から移動
または削除しなければなりません。

ISRLK001

メンバーはグループ aaaaaaaa の中にあり
ました。 制御情報が消去されています。

ISRLK014

メンバー aaaaaaaa はグループ bbbbbbbb
の中にも見付かりました。

ISRLK002

メンバー aaaaaaaa がグループ bbbbbbbb
で必要なら、そのグループに入れてくださ
い。

ISRLK015

メンバー制御情報が必要なら、メンバー・
ユーティリティーのオプション 2 を使用
してください。

ISRLK003

必要なら、メンバー・ユーティリティーの
オプション 1 または 2 を使用して、制
御情報を削除できます。

ISRLK016

メンバー aaaaaaaa はユーザー cccccccc
によってグループ bbbbbbbb 内にロックさ
れました。

ISRLK004

グループ bbbbbbbb の中のメンバー
aaaaaaaa に関する制御情報は消去されて
います。

ISRLK017

メンバー aaaaaaaa はユーザー cccccccc
によってグループ bbbbbbbb 内にロックさ
れました。

ISRLK005

グループ bbbbbbbb に関するメンバー
aaaaaaaa の制御情報が見付かりました。

ISRLK018

**************** (メンバー・ユーティリテ
ィー・メッセージ aaaaaaaa)
*********************

ISRLK006

グループ bbbbbbbb に関するメンバー
aaaaaaaa の制御情報も見付かりました。

ISRLK019

メンバー制御情報が不要なら、aaaaaaaa
からそのメンバーを削除または移動しま
す。

ISRLK020

その後検査または初期設定を使用してその
問題が修正されていることを確かめてくだ
さい。

ISRLK021

メンバー aaaaaaaa に関する最上位グルー
プ・レコードがありません。 必要です。

ISRLK022

メンバー・ユーティリティー初期設定を使
用します。保存機能の付加は任意です。

ISRLK023

bbbbbbbb 内のメンバー aaaaaaaa に関す
る統計が存在しないか、または無効です。

ISRLK024

すべての LMF 被制御メンバーに関する
統計が必要です。

ISRLK025

編集機能のオプション 3.5、LMMSTATS
サービスを使用してください。

ISRLK007

ISRLK008

ISRLK009

ISRLK010

ISRLK011

ISRLK012

これらのグループは同じ最上位グループに
向かっていますが経路が矛盾しています。
それらのグループの 1 つまたは両方から
メンバー aaaaaaaa を移動または削除しま
す。
グループ bbbbbbbb の中にメンバー
aaaaaaaa が見付かりませんでした。
必要不可欠です。 メンバー制御が存在し
ます。
メンバー aaaaaaaa がグループ bbbbbbbb
の中に見付かりました。
メンバーの制御情報がグループ内にないた
め、メンバーは見付かりません。
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ISRLK026

その後検査を使用してその問題が修正され
ていることを確かめる必要があります。

ISRLK039

定義済みのメンバーは最上位グループに入
っている場合のみ有効です。

ISRLK027

メンバー aaaaaaaa は誤ってグループ
bbbbbbbb の中にロックされています。

ISRLK040

それは見付かりません。メンバー制御情報
にそれに関する有効な

ISRLK028

それは使用可能か、更新者による編集ロッ
クが必要。 そのどちらでもありません。

ISRLK041

統計が含まれていないためです。

ISRLL003
ISRLK029

メンバー aaaaaaaa は誤ってグループ
bbbbbbbb の中にあり使用可能です。

コマンドが無効です - 指定できるコマン
ドは、CAN または CANCEL だけです。

ISRLL004
ISRLK030

メンバー aaaaaaaa は更新に対してロック
されていなければなりません。

確認が必要 - 制御が存在するグループに
作成された。確認 8.1.3.4 が必要です。

ISRLL006
ISRLK031

これは通知メッセージです。 問題は修正
されています。

必須フィールドに入力 - カーソル位置の
必須フィールドに入力してください。

ISRLL007

プロモーター ID が必要 - 目標グループ
を指定する場合は、プロモーター ID が必
要です。

ISRLL008

PROMOTER ID は使用不可 - 目標グル
ープを指定しない場合は、プロモーター
ID はブランクにすること。

ISRLL009

オプションが無効 - 1、2、または 3 を
入力する。オプションの説明を見るには
HELP キーを押す。

ISRLL011

ライブラリーの削除未了 - ライブラリー
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc の制御情報
が、削除されなかった。

ISRLL012

ライブラリー が削除されました - ライブ
ラリー aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc の制
御情報が、削除されました。

ISRLL013

目標グループが無効 - 目標グループを変
更できません。階層にメンバー項目が含ま
れています。

ISRLL014

制御情報が保管されました - ライブラリ
ー aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc の制御情
報が保管されました。

ISRLK032

ISRLK033

グループ bbbbbbbb のメンバー aaaaaaaa
に関して重複するメンバー制御情報があり
ます。
制御情報保存機能のないメンバー・ユーテ
ィリティーの初期設定を使用してくださ
い。

ISRLK034

メンバー aaaaaaaa は誤ってグループ
bbbbbbbb の中に編集ロックされていま
す。

ISRLK035

メンバー aaaaaaaa は使用可能であるか、
階層内の下位グループ内に編集ロックされ
ています。

ISRLK036

メンバー aaaaaaaa はグループ bbbbbbbb
の中で定義済みです。

ISRLK037

物理メンバーがグループ aaaaaaaa の中に
あるため、これは有効ではありません。

ISRLK038

グループ aaaaaaaa が最上位グループでは
ないため、これは有効ではありません。
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ISRLL015

制御情報は保管されません - ライブラリ
ー aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc の制御情
報は保管されませんでした。

ISRLL072

分配テーブルのエラー - ライブラリー
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc には、参照
済みの分配テーブルがある。

ISRLL016

メンバー項目を保管 - ライブラリー
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc のメンバー
項目が保管されました。

ISRLL073

分配テーブルのエラー - 参照テーブルが
下位のライブラリー
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc で定義済
み。

ISRLL017

メンバー項目の保管未了 ’aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc のすべての
メンバー項目の保管はされませんでした。

ISRLL074

分配テーブルのエラー - 被制御ライブラ
リーの階層に、2 つ以上の基本レベルが
含まれています。

制御情報が作成されました - ライブラリ
ー aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc の制御情
報が作成されました。

ISRLL075

分配テーブルのエラー - このライブラリ
ーは正しい目標グループを持っていませ
ん。

制御情報が修正されない - ライブラリー
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc の制御情報
が修正されません。

ISRLL076

分配テーブルのエラー - このライブラリ
ー・レベルで、2 つ以上のライブラリー
が定義されています。

ISRLL077

目標グループが無効です - 基本レベル・
ライブラリー
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc が分配テー
ブルを参照しています。

ISRLL078

目標グループが無効です - 目標項目内の
ライブラリー
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc が分配テー
ブルを使用。

ISRLL079

分配テーブルのエラー - 2 つ以上の基本
レベルをもつ階層に分配テーブルが追加さ
れます。

ISRLL090

メンバーは変更されない - メンバー項目
の作成または変更は行われませんでした。

ISRLL091

メンバー名が無効です - 指定されたメン
バー名が正しくありません。

ISRLL092

更新はできません - 最上位グループ
’aaaaaaaa’ の階層が活動中です。 更新は
できません。

ISRLL018

ISRLL019

ISRLL050

更新中です - 更新は、1 つの画面でしか
行えません。

ISRLL051

aaaaaaaa が無効です - グループは TOP
グループでなければなりません。

ISRLL052

無効な入力 - 空白、’*’ または有効なログ
オン ID あるいは USER SET を入力し
てください。

ISRLL053

更新完了 - データ・セット全パラメータ
ーの更新が正常に完了しました。

ISRLL055

ISRLL056

ISRLL057

ISRLL071

出口名が無効 - 出口名は英字で始まる 8
文字までの英数字でなければなりません。
目標グループが無効です - CIRCULAR
階層を定義できません。
制御は変更できません - データ・セット
全制御は変更されませんでした。
分配テーブルのエラー - 目標ライブラリ
ーは基本レベル・ライブラリーでなければ
なりません。
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ISRLL093

コマンドが使用不可 - このパネルでは
END コマンドだけが使用可能です。

ISRLL195

修正されなかった - 分配テーブル
aaaaaaaa は修正されませんでした。

ISRLL094

″ADMIN″ は使用不可 - グループ名
″ADMIN″ のライブラリーは制御できませ
ん。

ISRLL196

aaaaaaaa は保管未了 - ユーザー・セット
aaaaaaaa は、取り消し要求があったため
保管されませんでした。

ISRLL095

″ADMIN″ は使用不可 - グループ名
″ADMIN″ は活動記録ログのメンバーに使
用できません。

ISRLL197

aaaaaaaa は保管未了 - 分配テーブル
aaaaaaaa は、取り消し要求があったため
保管されませんでした。

ISRLL096

SCLM PROJECT 更新完了 - プロジェク
トは SCLM に制御されていますが、更新
に成功しました。

ISRLL198

削除できません - プロジェクト管理者の
ユーザー・セットは削除できません。

ISRLL200
ISRLL170

更新が許可されません - タイプ bbbbbbbb
のメンバー aaaaaaaa は、cccccccc によ
って更新中です。

ID aaaaaaaa は削除不可 - この ID は別
のプロジェクト責任者が削除すべきもの。
他の変更は処理される。

ISRLL201
ISRLL171

更新が許可されません - タイプ bbbbbbbb
のメンバー aaaaaaaa は、cccccccc によ
って更新中です。

作成できません - プロジェクト aaaaaaaa
は、分配テーブルより前に作成しなければ
なりません。

ISRLL202
ISRLL172

更新が許可されません - タイプ bbbbbbbb
のメンバー aaaaaaaa を、最上位グループ
にプロモートしてください。

ログが未割り振り - 活動ログ
’aaaaaaaa..bbbbbbbb..ACTLOG’ は他のユ
ーザーが使用中です。

ISRLL203
ISRLL173

更新が許可されません - タイプ bbbbbbbb
のメンバー aaaaaaaa を、最上位グループ
にプロモートしてください。

制御ファイルは無効 - レコード
’aaaaaaaa’ が制御ファイル・メンバー
bbbbbbbb にありません。

ISRLL210

更新は許可されていない - 変更する前に
グループ aaaaaaaa を非活動化しておいて
ください。

ISRLL190

aaaaaaaa は削除未了 - ユーザー・セット
aaaaaaaa は削除されませんでした。

ISRLL191

aaaaaaaa が保管された - ユーザー・セッ
ト aaaaaaaa が保管されました。

ISRLL211

更新は許可されていない - プロモート階
層にグループ aaaaaaaa がありません。

ISRLL192

aaaaaaaa が保管された - 分配テーブル
aaaaaaaa が保管されました。

ISRLL212

更新は許可されていない - 変更する前に
グループ aaaaaaaa を非活動化しておいて
ください。

ISRLL193

aaaaaaaa は削除未了 - 分配テーブル
aaaaaaaa は削除されませんでした。

ISRLL213

割り振りができません - 同じ階層のグル
ープを、同じ分配テーブルの中には置けま
せん。

ISRLL194
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ISRLL300

消去要求の取り消し - メンバー制御情報
の消去要求は END コマンドで取り消さ
れました。

ISRLL301

初期設定要求の取り消し - メンバー制御
情報の初期設定要求は END コマンドで
取り消されました。

ISRLL302

消去の失敗 - 分配テーブルが存在してい
る場合はメンバー制御情報の消去はできま
せん。

ISRLL303

初期設定の失敗 - 分配テーブルがある場
合はメンバー制御情報を初期設定すること
はできません。

ISRLP102

タイプが無効 - タイプは 1-8 文字の英数
字で、先頭の文字は英字です。

ISRLQ001

FREEMAIN のエラー - システムが
FREEMAIN 要求を処理できませんでし
た。

ISRLQ004

活動記録ログ OPEN 失敗 - 活動記録ロ
グ aaaaaaaa のオープンに失敗。 詳細に
ついては ISPF ログを見てください。

ISRLQ005

分類のエラー - 外部分類プログラムがエ
ラー・コード aaaaaaaa を返しました。

ISRLQ006

リストが印刷された - 制御 LIBRARY
aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc のリストが
印刷された。

ISRLQ007

リストが印刷された - 活動ログ
aaaaaaaa..ADMIN.ACTLOG. のリストが
印刷されました。

ISRLL304

LMF メッセージの表示 - 複数のメッセー
ジがこれより前に表示されました。

ISRLL305

制御情報の初期設定 - メンバー制御情報
は正しく初期設定されました。

ISRLL306

制御情報の消去 - メンバー制御情報は消
去されました。使用を継続する前に確認が
必要です。

ISRLQ008

データ・セットが作成された - 制御
LIBRARY aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc
のデータ・セットが作成された。

ISRLL307

制御情報の確認終了 - メンバー制御情報
は正しく確認されました。

ISRLQ009

データ・セットが更新された - 制御
LIBRARY aaaaaaaa..bbbbbbbb..cccccccc
のデータ・セットが更新された。

ISRLL308

LIBRARY が制御下にない - オプション
8.1.1 を使って、ISPF ライブラリーの制
御情報を設定してください。

ISRLQ012

出力リスト・オープン失敗 - 出力リス
ト・ファイル aaaaaaaa のオープンが失敗
しました。

更新できません - SCLM に制御されてい
るプロジェクトのメンバー制御情報は更新
できません。

ISRLQ015

出力リストの消去失敗 - 出力リスト・フ
ァイル aaaaaaaa を消去することができま
せん。

プロジェクトが無効 - プロジェクトは
1-8 文字の英数字で、先頭の文字は英字で
す。

ISRLQ016

書き込みのエラー - モジュール aaaaaaaa
で、出力データ・セットに対する書き込み
でエラーが起きました。

ISRLQ017

読み取りのエラー - 活動記録ログ・デー
タ・セットの読み取りでエラーが起きまし
た。

ISRLL309

ISRLP100

ISRLP101

グループが無効 - グループは 1-8 文字の
英数字で、先頭の文字は英字です。
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ISRLQ020

リストの印刷エラー - LIST FILE に対す
る印刷のエラー。詳細については、LIST
FILE を見てください。

ISRLQ021

リストにメンバーなし - リストが生成さ
れましたが、メンバー ’aaaaaaaa’ が見付
かりません。

ISRLQ022

ISRLQ023

リストにメンバーなし - リストが生成さ
れましたが、指定された LIBRARY にメ
ンバーがありません。
PAGE SIZE が小さすぎる - リスト・デ
ータ・セットは 1 ページに最低 16 行で
なければいけません。

ISRLQ031

構成のエラー - 構成テーブル中の制御状
況レコード長が短すぎます。

ISRLQ033

要求フィールドに入力 - 活動ログ・グル
ープ名は必須フィールドです。

ISRLQ034

ログ・グループ名エラー - 活動ログ・グ
ループ名は有効な ISPF グループ名でな
ければなりません。

ISRLS000A メッセージ ISRLS000 から ISRLS219
は、245ページの『第2章 PDF メッセー
ジ』 へ移されました。
解説: 以下のメッセージは、245ページの『第2章 PDF
メッセージ』 にあります。
v ISRLS000-009
v ISRLS010-019
v ISRLS020-029
v ISRLS030-039
v ISRLS040-049
v ISRLS050-059
v ISRLS060-069
v ISRLS070-079
v ISRLS080-089
v ISRLS090-099
v ISRLS100-109
v ISRLS110-119
v ISRLS120-129
v ISRLS130-139
v ISRLS140-149
v ISRLS150-159
v ISRLS160-169
v ISRLS170-179
v ISRLS190-199
v ISRLS200-209
v ISRLS210-219

ISRLQ024

レコード長が小さすぎる - aaaaaaaa レコ
ードの長さは 160 以上でなければなりま
せん。

ISRLQ025

パラメーターが無効 - 活動および状況リ
スト・パネルから渡されたパラメーターが
無効です。

ISRLQ026

読み取りの失敗 - モジュール aaaaaaaa
で、分類ファイルからの読み取りに失敗し
ました。

ISRLQ027

被制御メンバーがない - 指定されたライ
ブラリーに関して被制御メンバーが存在し
ません。

ISRLQ028

メンバー名が必要です - データ・セット
が PDS の場合は、メンバー名の指定が
必要です。

ISRLQ029

DATA SET は順次編成です - 順次デー
タ・セットに対してはメンバー名は指定で
きません。

ISRLS260

GROUP が非活動状態 - LMHIER - グル
ープは階層内で見付かりましたが活動化さ
れていません。

ISRLQ030

被制御メンバーではない - 指定されたラ
イブラリーにメンバー aaaaaaaa の制御情
報がありません。

ISRLS261

プロジェクトが不明 - LMHIER - プロジ
ェクトは階層内に見付かりませんでした。

ISRLS262

パラメーター値が無効 - LMHIER aaaaaaaa は有効なパラメーター値ではあ
りません。

668

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

LMF メッセージ
ISRLS263

重大エラーの発生 - LMHIER - 要求の処
理中に重大エラーが発生しました。

ISRLS264

グループが不明 - LMHIER - グループが
階層内に見付かりませんでした。

ISRLS265

ISRLS270

ISRLS271

ISRLS272

ISRLS280

タイプが無効 - LMREVIEW - タイプは
1-8 文字の英数字で、先頭文字は英字で
す。

ISRLS281

メンバー名が必要 - LMREVIEW - メン
バー制御情報を要求する場合はメンバー名
が必要です。

ISRLS282

メンバー名が無効 - LMREVIEW - メン
バーは 1-8 文字の英数字で、先頭文字は
英字です。

ISRLS283

DATAMEMB が必要 - LMREVIEW - デ
ータ ID が区分の場合は出力データ・メン
バーが必要です。

ISRLS284

DATAMEMB が無効 - LMREVIEW - デ
ータ・メンバーは 1-8 文字の英数字で、
先頭文字は英字です。

ISRLS285

データ ID が連結 - LMREVIEW - デー
タ ID は単一のライブラリーに対するもの
でなければなりません。

VDEFINE エラー - LMHIER - 変数定義
の段階で重大エラーが発生しました。
制御タイプが無効 - LMREVIEW - 制御
タイプは「ライブラリー」か「メンバー」
でなければなりません。
データ・セットまたはデータ ID が必要 LMREVIEW - 出力データ・セットにデー
タ・セット名かデータ ID が必要です。
パラメーターが矛盾 - LMREVIEW - デ
ータ・セット名とデータ ID を併用するこ
とはできません。

ISRLS273

DS 名が無効 - LMREVIEW - データ・セ
ット名が有効ではありません。

ISRLS274

データ ID が不在 - LMREVIEW LMINIT サービスを使用してデータ ID を
作成してください。

ISRLS286

プロジェクト名が無効 - LMREVIEW プロジェクトは 1-8 文字の英数字で、先
頭文字は英字です。

ISRLS275

データ ID 非オープン - LMREVIEW LMOPEN サービスを使用してデータ ID
をオープンしてください。

ISRLS287

DATAMEMB は使えません LMREVIEW - 出力データ・セットは順次
です。

ISRLS276

プロジェクト名が必要 - LMREVIEW 被制御プロジェクトの名前を入れてくださ
い。

ISRLS288

DATAMEMB は使えません LMREVIEW - データ・セットにはメンバ
ー名が組み込まれています。

ISRLS277

グループ名が必要 - LMREVIEW - 被制
御グループの名前を入れてください。

ISRLS289

GEN ロードの失敗 - LMREVIEW ISRLALIN の GEN ロードは失敗に終わ
りました。

ISRLS278

グループ名が無効 - LMREVIEW - グル
ープ名は 1-8 文字の英数字で、先頭部分
は英字です。

ISRLS279

タイプが必要 - LMREVIEW - 被制御タ
イプを入れてください。

ISRLS290A メッセージ ISRLS290 から ISRLS499
は、245ページの『第2章 PDF メッセー
ジ』 へ移されました。
解説: 以下のメッセージは、245ページの『第2章 PDF
メッセージ』 にあります。
v ISRLS290-299
v ISRLS300-309
v ISRLS310-319
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

ISRLS320-329
ISRLS330-339
ISRLS340-349
ISRLS350-359
ISRLS360-369
ISRLS370-379
ISRLS440-449
ISRLS450-459
ISRLS460-469
ISRLS470-479
ISRLS480-489
ISRLS490-499

ISRLT009

パラメーター長が無効 - LOCATE コマン
ドのパラメーターは、8 桁を超えてはな
りません。

ISRLT010

aaaaaaaa が見付かった - aaaaaaaa が見
付かりました。最初の行に表示されていま
す。

ISRLT011

DELETE はできません - DELETE コマ
ンドの対象内に、削除の状態が I のメン
バーがある。

ISRLT000

基本コマンドが無効 - aaaaaaaa は有効な
コマンドではありません。

ISRLT012

行コマンドが無効 - 行コマンドの引き数
は 0 よりも大きくなければなりません。

ISRLT001

LOCATE パラメーターを入力 - 位置を示
す引き数を入れてください。

ISRLU000

DATA SET にメンバーなし - 指定され
た PDS にメンバーがありません。

ISRLT002

PARAMETER は使用できない CANCEL コマンドではパラメーターは指
定できません。

ISRLU001

DATA SET aaaaaaaa - 受け入れ先デー
タ・セット bbbbbbbb

ISRLU002
ISRLT003

パラメーターが多過ぎる - このコマンド
に対して指定したパラメーターが多過ぎま
す。

基本レベルでない - 受け入れ先 ISPF
LIBRARY は基本レベル被制御 LIBRARY
でなければなりません。

ISRLU003
ISRLT004

コマンドが正しくない - 有効な行コマン
ドは I (挿入)、D (削除)、R (反復) で
す。

LIBRARY が非活動状態 - プロモートは
制御ライブラリーが活動化されていなけれ
ば実行できません。

ISRLU004
ISRLT005

コマンドが矛盾します - ’aaaaaaaa’ が D
コマンドの対象範囲内にあります。 どち
らかを訂正してください。

MEMBER LIST エラー - メンバー・リス
トの作成時に重大なエラーが起きました。

ISRLU005

解放のエラー - 入力データ・セットの解
放時に重大なエラーが起きました。

ISRLU006

クローズのエラー - 入力データ・セット
をクローズするときに重大なエラーが起き
ました。

ISRLU007

名前が無効 - カーソルの位置に有効な名
前を入れてください。

ISRLU008

必須フィールドです - カーソル位置に有
効な名前を入れてください。

ISRLT006

aaaaaaaa がない - aaaaaaaa が見付かり
ません。

ISRLT007

削除はできません - メンバーは削除状況
が I になっています。

ISRLT008

テーブル行の重複 - 重複するテーブル行
が見付かりました。 保管する前に変更し
てください。
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ISRLU009

被制御 LIBRARY でない - 受け入れ先
ISPF ライブラリーは被制御ライブラリー
でなければなりません。

ISRLU010

aaaaaaaa

ISRLU011

aaaaaaaa でない - データ・セットがプロ
モーションのために処理されませんでし
た。

ISRLU012

ISRLU013

ISRLU023

メンバーが見付からない - 選択したメン
バーは、プロモーションに使えません。

ISRLU024

BLDL のエラー - 選択されたメンバーに
対する BLDL の実行中に重大なエラーが
起きました。

ISRLU025

TOP LIBRARY は使用できない - 取り出
し元のライブラリーを最上位、または独立
ライブラリーにすることはできません。

クローズのエラー - 制御ファイルをクロ
ーズできません。

ISRLU026

データ・セット aaaaaaaa - bbbbbbbb が
正常に aaaaaaaa されました。

aaaaaaaa bbbbbbbb - 受け入れ先データ・
セット cccccccc

ISRLU027

受け入れ先 aaaaaaaa.

ISRLU014

aaaaaaaa bbbbbbbb - 受け入れ先データ・
セット cccccccc

ISRLU028

プロモートのエラー - この前にいくつか
のメッセージが表示されています。

ISRLU015

FREEMAIN のエラー - 制御ファイルの
記憶域の FREEMAIN ができません。

ISRLU029

受け入れ先 LIB がカタログされていない
- ’aaaaaaaa’ は、カタログにありません。

ISRLU016

aaaaaaaa でない - どのメンバーもプロモ
ーションのために処理されませんでした。

ISRLU030

変数の書き込みのエラー - 変数をプロモ
ート用の共有プールに書き込むときにエラ
ーが起きました。

ISRLU017

サーバー・エラー - ISPF ダイアログ変
数を定義するときに重大なエラーが起きま
した。

ISRLU031

プロモートは使用不可 - プロモーショ
ン・ユーザー出口検査のエラー。

ISRLU032

aaaaaaaa bbbbbbbb - cccccccc(aaaaaaaa)
が bbbbbbbb です。

ISRLU033

重大なエラーが起きた - モジュール
aaaaaaaa がモジュール cccccccc から、
戻りコード bbbbbbbb を受け取りました。

ISRLU034

印刷のエラー - 印刷要求のエラー。 リス
ト DS に詳しい情報が入っています。

ISRLU035

オープンのエラー - 取り出し元 DATA
SET を入力用にオープンするときに I/O
エラー発生。

ISRLU018

サーバー・エラー - ISPF ダイアログ変
数を削除するときに重大なエラーが起きま
した。

ISRLU019

aaaaaaaa bbbbbbbb - メンバー ’aaaaaaaa’
は現在、受け入れ先データ・セット
’cccccccc’ に対する bbbbbbbb です。

ISRLU020

選択コードが無効 - メンバーの前に ’S’
を入力して選択、または ’B’ を入力して
表示します。

ISRLU022

NEWNAME が無効 - NEWNAME の入力
域に無効なメンバー名があります。
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ISRLU036

削除のエラー - 取り出し元 DATA SET
を出力用にオープンするときに I/O エラ
ー発生。

ISRLU050

ライブラリーが必要 - 被制御の ISPF ラ
イブラリーが必要です。 順次データ・セ
ットは許可されません。

ISRLU037

削除のエラー - 永続入出力エラー。

ISRLU051

ISRLU038

削除のエラー - データ制御ブロックがオ
ープンされていないか、入力用にオープン
されている。

ISRCFIL の割り振りなし - DD 名
ISRCFIL に制御ファイルが割り振られて
いません。

ISRLU052

LIBRARY が被制御でない - メンバーを
ロックすることができません。 ライブラ
リー aaaaaaaa が被制御ではありません。

ISRLU053

メンバーはロック状態 - MEMBER
aaaaaaaa は bbbbbbbb でロックされてい
ます。

ISRLU054

制御情報が非活動状態 - 複写とロックを
行う前に制御情報を活動化しなければなり
ません。

ISRLU055

重大エラー - LOG 参照 - MEMBER
aaaaaaaa のロックが失敗。 bbbbbbbb メ
ンバーの複写 / ロックは完了。

ISRLU039

削除のエラー - STOW 機能の実行に必要
な仮想記憶域が足りません。

ISRLU040

オープンのエラー - 指定されたメンバー
のオープンができませんでした。

ISRLU041

領域サイズが小さすぎる - BLDL の実行
に必要な仮想記憶域が足りません。

ISRLU042

ISPCDB 内の PGM エラー - モジュール
ISRLUPR22 または ISRLUPRS が戻り
コード 36 をモジュール ISPCDB から受
け取りました。

ISRLU043

BLDL の戻りコードが異常 - モジュール
ISPCDB から異常な BLDL 戻りコードが
返されました。

ISRLU056

複写とロックの失敗 - 複写は失敗。 メン
バーはユーザーの ID でロックされたまま
です。

ISRLU044

OBTAIN のエラー - 選択したメンバーに
対する BLDL で OBTAIN のエラーが起
きました。

ISRLU057

ISPF LIBRARY が必要 - ロック機能のた
めに被制御の ISPF ライブラリーが必要
です。

ISRLU045

BLDL I/O エラー - 選択したメンバーに
対する BLDL で I/O エラー発生。

ISRLU058

「受け入れ先」ライブラリーが無効 「受け入れ先」ライブラリーは被制御であ
ってはなりません。

ISRLU046

プロモート失敗 - パスワードで保護され
ている DATA SET をプロモートするこ
とはできません。

ISRLU059

メンバーはロックできない - MEMBER
aaaaaaaa は階層内の下位のレベルに存在
しています。

出口の後で失敗 - メンバーはプロモート
されました。 プロモートの後の出口で失
敗。

ISRLU060

メンバーはロックできない - MEMBER
aaaaaaaa は下位レベルに存在。 bbbbbbbb
メンバーの複写とロックは完了。

ISRLU047

ISRLU048
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ISRLU061

重大エラー - LOG 参照 - MEMBER
aaaaaaaa の複写とロックは失敗に終わり
ました。 詳細はログを参照してくださ
い。

ISRLU062

メンバーはロック状態 - MEMBER
aaaaaaaa は bbbbbbbb でロックされ、
cccccccc メンバーの複写 / ロックは完
了。

ISRLU115

カタログのエラー - 既にカタログがある
か、VSAM で保護されているか、または
その他の原因です - aaaaaaaa

ISRLW001

ISRLW001: LMF 開始タスク ’aaaaaaaa’
が初期設定されました。

ISRLW002

ISRLW002: LMF 開始タスク aaaaaaaa
はユーザー bbbbbbbb が停止しました。

ISRLU063

ロックの失敗 - 要求者に aaaaaaaa のア
クセス認可がない。

ISRLW003

ISRLW003: LMF は開始タスク aaaaaaaa
で ESTAE 環境を設定できませんでし
た。

ISRLU064

ロックの失敗 - 要求者に aaaaaaaa のア
クセス認可がない。 bbbbbbbb メンバーの
複写とロックは完了。

ISRLW004

ISRLW004: LMF 開始タスク aaaaaaaa
は停止中 - LMF を再スタート。

ISRLU065

ロックの失敗 - MEMBER aaaaaaaa のプ
ロモートが進行中。

ISRLW006

ISRLW006: 制御ファイルの版が LMF 開
始タスク aaaaaaaa には正しくありませ
ん。

ISRLU066

ロックの失敗 - MEMBER aaaaaaaa のプ
ロモートが進行中。 bbbbbbbb メンバーの
複写とロックは完了。

ISRLW007

ISRLW007: LMF 開始タスク名 aaaaaaaa
は制御ファイルに結合されていません。

ISRLU100

OPTION 番号が無効 - 表示されたオプシ
ョンのうちの一つを入力してください。

ISRLW008

ISRLW008: LMF タスク aaaaaaaa を開
始できません。システム担当者に連絡して
ください。

ISRLU110

動的割り振りのエラー - 資源が使用不
可。エラー・コード aaaaaaaa: 詳細につ
いては HELP キーを押してください。

ISRLW009

ISRLW009: 「ISPF 計画とカスタマイ
ズ」を参照してください。

ISRLU111

動的割り振りのエラー - パラメーター・
リスト無効。エラー・コード aaaaaaaa:
詳細は HELP キー。

ISRLW014

制御ファイルが無効 - 現存の制御ファイ
ルに無効な ZNAMES メンバーが含まれ
ています。

ISRLU112

動的割り振りのエラー - 環境エラー。エ
ラー・コード aaaaaaaa: 詳細については
HELP キーを押してください。

ISRLW015

aaaaaaaa でスペースが不足です。

ISRLW016

LMF が開始したタスク aaaaaaaa

ISRLW017

aaaaaaaa には使用可能なディレクトリ
ー・ブロックが含まれていません。

ISRLW018

aaaaaaaa には bbbbbbbb の ABEND が
含まれています。

ISRLU113

動的割り振りのエラー - SYSTEM ルーチ
ン・エラー。エラー・コード aaaaaaaa:
詳細は HELP キー。

ISRLU114

動的割り振りは使われない - 導入検査ル
ーチンで、動的割り振り / 割り振り解除
が拒否されました。
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ISRLW019
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このイベントが発生した時刻は aaaaaaaa
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第6章 SuperC メッセージ
3 つのレベルの SuperC メッセージがあります。
v 通知 メッセージは、戻りコードには影響せずに、SuperC が正常に完了する。
v 警告 メッセージは、4 〜 7 のコードを戻し、処理は完了するが、一部のユーザ
ー・オプション / 操作が完全には実行されていない可能性がある。
v エラー メッセージは、8 またはそれより大きなコードを戻し、処理が途中で終了
する。
この節では、受け取る可能性のある SuperC メッセージ・フォーマットとメッセー
ジを説明します。
SuperC が発行する各メッセージは次のフォームで構成されます。

メッセージ・フォーマット
ISRSnnns

ここで、

ISRS001I

解説:

ISRS

SuperC のプログラム識別子です。

nnn

特定のメッセージ番号を表します。

s

メッセージ重大度レベルです。
I

通知メッセージ

W

警告メッセージ

E

エラー・メッセージ

EMPTY COMPARE SET, INVALID
NAMES, NO COMMON NAMED
EMPTY FILES/DATA SETS, OR ZERO
COMPARE AFTER FILTERED.

比較するデータが見つかりませんでした。

システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: ファイル名またはメンバー名を正
しく入力したかを確認してください。選択オプション、
フォーカス / 除外オプションのパラメーターを指定して
いれば、それが正しいかも確認してください。

ISRS002I

NO UPDATE FILE/DATA SET
GENERATED FOR UPDCMS8 OR
UPDMVS8 OPTIONS WHEN NO INPUT
DIFFERENCES ARE FOUND.

解説: 入力データの相違が見つかりませんでした。こ
の状態では、指定し更新処理オプションは、出力更新フ
ァイルを作成しません。
システムの処置:
プログラマー応答:

SuperC の実行は続きます。
ありません。

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
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| ISRS003I
|
|
|

THE COMPARISON OPERATION WAS
EXECUTED UNDER STORAGE
CONSTRAINTS THAT MAY AFFECT
RESULTS/THROUGHPUT.

| 解説: 通常の処理に使用できる記憶域が十分ありませ
| ん。結果は予測できません。出力が正しくフォーマット
| されていない可能性があります。

システムの処置:
プログラマー応答:
い。
ISRS007I

| システムの処置: SuperC の実行は続きます。
|
|

プログラマー応答: JCL により大きい領域パラメータ
ーを指定して、ジョブを実行依頼してください。
LISTING LINES MAY BE TRUNCATED
DUE TO LIMITING OUTPUT LINE
WIDTH.

解説: 印刷されるデータの長さがレコードの 1 つの長
さよりも短くなっています。これは、80 文字レコード
の NARROW リストでは正常です。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 最大リスト長は 80 文字です。デ
ータが 80 より大きい場合は、80 番目の文字より後の
部分は表示されません。データの長さが 56 〜 80 文字
の場合は、WIDE オプションにより、各ファイルから両
端までの 80 文字がリストされます。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
ISRS005I

解説:

NO DATA SEARCHED INVALID
NAME(S), EMPTY MEMBERS
PROCESSED OR ZERO SEARCH SET
AFTER INPUT FILTERING.

検索するデータが見つかりませんでした。

システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: ファイル名またはメンバー名を正
しく入力したかを確認してください。選択オプション、
フォーカス / 除外オプションのパラメーターを指定して
いれば、それが正しいかも確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
ISRS006I

UPDATE PROCESSING DETECTED
SEQUENCE NUMBERING ERRORS.

解説: 1 つまたは両方の入力ファイルの順序番号が誤
りであることが分かりました。
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入力時の順序番号を調べてくださ

MOVED LINE FLAGGING ONLY VALID
FOR FIRST 32K LINES PORTION OF
COMPARE OPERATION PER DATA
SET (OR FILE).

解説: 処理オプション FMVLNS (フラグ移動行) は、
最大で 32K『ブロック』の移動行に制限されます。
システムの処置:

ISRS004I

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答:
ISRS009W

SuperC の実行は続きます。
ありません。

GWCBL OPTION AND Y2DTONLY
MUTUALLY EXCLUSIVE. GWCBL IS
IGNORED.

解説: GWCBL と Y2DTONLY 処理オプションを一緒
に使用することはできません。
システムの処置: GWCBL 処理オプションなしで、
SuperC の実行が続きます 。
プログラマー応答:
ISRS010W

ありません。

process-option PROCESS OPTION
PARAMETER IS NOT A VALID
PROCESS OPTION. IT IS IGNORED.

解説: process-option は、無効な処理オプション・キー
ワードであり、無視されました。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 処理オプションが正しく入力され
たことを確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
ISRS011W

start-value SPECIFIED START VALUE
GREATER THAN STOP VALUE. STOP
VALUE CHANGED TO MAXIMUM
VALUE.

解説: 範囲を指定する際に、範囲の終了値より大きな
値が範囲の開始値に指定されました。SuperC は、関連
する行またはファイルの最大値にまで終了値を拡大し
て、範囲を収容しようと試みました。
システムの処置:
プログラマー応答:
ください。

SuperC の実行は続きます。
範囲の開始および終了値を調べて

ISRS012W

SRCHFOR STATEMENT(S) MISSING
FOR SEARCH-FOR COMPARE TYPE
REQUEST. ZERO LINES WILL BE
INSPECTED.

解説: SuperC は、(検索する『文字列』を指定して) 1
つまたは複数の SRCHFOR 処理ステートメントが存在
することを予定していましたが、1 つも見つかりません
でした。レコードは検索されませんでした。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 『検索文字列』が SuperC に正し
く指定されていることを確認してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録 を参照してく
ださい。
ISRS013W

CERTAIN 『DO NOT PROCESS』
OPTIONS ARE REJECTED DUE TO
LINE LENGTHS > 256. OPTIONS
RESERVED FOR PROGRAM SOURCE
DATA.

解説: 『処理しない (Do not process)』 オプション
は、行が 256 文字より大きい場合は許可されません。
これらのオプションは主に、ソース・テキスト用です。
この場合は、DPLINE 処理ステートメントは許可されま
す。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: DPLINE ステートメントを使用す
るか、比較する前にデータを変更してください。
ISRS014W

UPDATE OPTION CONFLICTS WITH
『DO NOT PROCESS』 OPTION
SELECTION. 『DO NOT PROCESS』
OPTIONS IGNORED.

解説: 指定された更新処理オプションは、指定された
『処理しない (Do not process)』 (DP...) 処理オプショ
ンと矛盾します。
システムの処置:
プログラマー応答:
ください。

SuperC の実行は続きます。
使用した処理オプションを調べて

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション

ISRS015W

UPDMVS8 AND UPDCMS8 PROCESS
OPTIONS ARE ONLY ALLOWED WITH
FIXED 80 RECORDS.

システムの処置: SuperC の実行は続きます。更新ファ
イルは作成されません。
プログラマー応答: 入力ファイルに適切な更新処理オ
プションを使用していることを確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
ISRS016W

MOVE LINE DETECTION RESTRICTED
TO LINES <= 256 LRECL. OPTION IS
IGNORED.

解説: 処理オプション FMVLNS は、256 文字と等し
いか、またはそれより少ない行に制限されます。
システムの処置:
プログラマー応答:
ISRS017W

SuperC の実行は続きます。
ありません。

file-name - SELECT MEMBER WAS
NOT FOUND.

解説: ファイルつまり、SELECT 処理ステートメント
のメンバー名が見つかりませんでした。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: SELECT 処理ステートメントのフ
ァイル名またはメンバー名が正しいことを確認してくだ
さい。メンバーまたはファイルを検索する『グループ』
が、正しく指定されていることも確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS018W

file-name1:file-name2 SELECT
MEMBER-PAIR WAS NOT FOUND.

解説: SELECT 処理ステートメントのメンバーまたは
ファイルの 1 つまたは両方が見つかりませんでした。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: メンバー名およびファイル名の両
方を正しく指定したことを確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
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ISRS019W

YEAR 2000 AGING PARAMETER IS
INVALID

解説: NY2AGE/OY2AGE のエージング・パラメーター
が数値ではありません。パラメーターの値は、1 〜 999
です。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

ーワードが必要かどうかを調べてください。必要な場合
は、有効なキーワードを使用するようにしてください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS024W

プログラマー応答: NY2AGE/OY2AGE エージング・パ
ラメーターを有効な値に変更してください。
ISRS020W

Y2DTONLY OPTION IGNORED AS
THERE ARE NO VALID DATE
DEFINITIONS.

解説: Y2DTONLY (Year 2000 Compare Dates Only) 処
理オプションを指定しましたが、Year 2000 Date
Definition (NY2C, NY2Z, NY2D, NY2P, OY2C, OY2Z,
OY2D, OY2P) 処理ステートメントが定義したデータが
ありません。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 適切な Year 2000 Date Definition
処理ステートメントを使用して、比較する日付を定義し
てください。

解説: データが別のものであるか、または構文が、誤
っています。
システムの処置:
プログラマー応答:
ださい。

ISRS025W

解説:
compare-type COMPARE TYPE AND
THIS PROCESS STATEMENT ARE
INCOMPATIBLE. STATEMENT
IGNORED.

解説: 指定した比較タイプ (ファイル、行、ワード、ま
たは バイト) は、指定した処理ステートメントには無効
です。
システムの処置:

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
UNRECOGNIZED OR INVALID
PROCESS STATEMENT KEYWORD.

解説: 指定された処理ステートメントに対してキーワ
ードが無効です。
システムの処置:
プログラマー応答:
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ステートメントの形式を調べてく

INVALID PROCESS STATEMENT
DATA-VALUE/OPERAND, EXTRA
DATA OR EXCEEDS COLUMN 72.
STMT/OPERAND IGNORED.

処理ステートメントの構文が、誤っています。

システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 処理ステートメントに必要な構文
を調べてください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 関連する処理ステートメントに対
して有効な比較タイプに変更してください。

ISRS023W

SuperC の実行は続きます。

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
ISRS022W

EXTRA DATA DETECTED AFTER
NORMAL STATEMENT END.
STATEMENT ACCEPTED WITH
WARNING NOTIFICATION.

SuperC の実行は続きます。
関連する処理ステートメントにキ
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ISRS026W

THE CMPBOFS STATEMENT AND
UPDCNTL CONFLICT. STATEMENT
IGNORED.

解説: UPDCNTL 処理オプションを指定して
CMPBOFS 処理ステートメントを使用することはできま
せん。
システムの処置: SuperC の実行は続きます。
CMPBOFS 処理ステートメントは無視されました。
プログラマー応答: 必要に応じて処理オプションまた
は処理ステートメントを変更してください。

ISRS028W

statement-type STATEMENT CONFLICTS
WITH SPECIFIED UPDATE OPTIONS.
STATEMENT IGNORED.

解説: 指定されたステートメントのタイプが、1 つま
たは複数の指定された更新処理オプションと矛盾しま
す。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答:
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS029W

A SELECT PROCESS STATEMENT IS
INVALID WITH SEQUENTIAL
FILES/DATA SETS. STATEMENT
IGNORED.

解説: SELECT 処理ステートメントは、『グループ』
からメンバーまたはファイルを選択するときだけしか使
用することができません。
システムの処置:

システムの処置:

プログラマー応答: パラメーターを正しく入力し、し
かも要求された構文に従っていることを確認してくださ
い。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS032W

システムの処置:

解説:

THE SELECT STATEMENT HAS AN
INVALID MEMBER NAME OR
IMPROPER OPERAND FORMAT.
STMT/MEMBER IGNORED.

誤った内容または構文です。

システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: SELECT 処理ステートメントに、
メンバー名またはファイル名を正しく入力したかを確認
してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS031W

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: レコードを『左から右』の順番に
スキャンできるように、SuperC が昇順で列番号または
列範囲を受け取ることを確認してください。
ISRS033W

プログラマー応答:

ISRS030W

COLUMN VALUES MUST BE IN
ASCENDING SEQUENCE. STATEMENT
IGNORED.

解説: 列の値が昇順になっていないか、またはステー
トメントの順序が誤っている可能性があります。

SuperC の実行は続きます。

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

SuperC の実行は続きます。

CMPCOLM RANGE STARTS WITH A
VALUE EXCEEDING THE MAXIMUM
PROCESSING LENGTH. STATEMENT
TERMINATED.

解説: CMPCOLM 処理ステートメントに、ファイルの
論理レコード長より長い『開始列』を指定しました。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: CMPCOLM 処理ステートメントに
指定された列または範囲を訂正してください。
ISRS034W

CMPCOLM STMT(S) HAS TOO MANY
RANGES. ONLY FIRST 15 RANGES
WILL BE USED.

解説: CMPCOLM 処理ステートメントに、許可されて
いる最大 15 の範囲列または個別列より多くの列を指定
しました。余分な情報は、無視されました。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 各 SuperC の実行時には、範囲列
または個別列を最大の 15 以内に制限してください。別
の実行時に、範囲列または個別列を追加して指定するこ
とができます。

AN INVALID START COLUMN VALUE
WAS SPECIFIED.

解説: 欠落があるか、数値でない『開始列』パラメー
ターを指定したか、あるいは、無効な『開始列』パラメ
ーターを指定しました。
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ISRS035W

INVALID CHANGE TEXT
COMBINATION OF NEW TEXT > OLD
TEXT AND LINE LENGTHS > 256
ATTRIBUTE.

ISRS038W

SRCHFORC MUST BE PRECEDED BY
A VALID SRCHFOR /SRCHFORC
STATEMENT. STATEMENT
REJECTED.

解説: レコードが 256 文字よりも大きい場合は、
NCHGT または OCHGT 処理ステートメントの検索テ
キストの長さを変更テキストの長さより長くすることは
できません。

解説: SRCHFORC 処理ステートメントは、先行する
SRCHFOR (または SRCHFORC) ステートメントの続き
であるため、それらのステートメントの 1 つが常に前
にある必要があります。

システムの処置:

システムの処置:

プログラマー応答:
ださい。
ISRS036W

SuperC の実行は続きます。
処理ステートメントを訂正してく

SELECT STATEMENTS VALID ONLY
WITH /PDS/MACLIBS/TXTLIBS OR
『*』 FILE NAMES. STATEMENT
IGNORED.

解説: SELECT 処理ステートメントは、『グループ』
からメンバーまたはファイルを選択するときだけしか使
用することができません。
システムの処置:

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS037W

DPLINEC MUST BE PRECEDED BY A
VALID DPLINE/D PLINEC
STATEMENT. STATEMENT
REJECTED.

解説: DPLINEC 処理ステートメントは、先行する
DPLINE (または DPLINEC) ステートメントの続きであ
るため、それらのステートメントの 1 つが常に前にあ
る必要があります。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 最初の 『処理しない (Do not
process)』 ステートメントが、必要に応じて、『継続』
情報を含む DPLINEC ステートメントがあとに続く
DPLINE になるようにしてください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
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プログラマー応答: 最初の『検索』ステートメント
が、必要に応じて『継続』情報を含む SRCHFORC ステ
ートメントがあとに続く SRCHFOR になるようにして
ください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS039W

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答:
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SuperC の実行は続きます。

ONLY ONE GROUP OF FILES OR
MEMBERS MAY BE PROCESSED
USING SELECTF STATEMENTS.
STATEMENT REJECTED.

解説: SelectF では、複数のワイルドカード選択は許可
されません (ファイル・モード に使用する場合を除
く)。
システムの処置:
プログラマー応答:
ださい。

SuperC の実行は続きます。
処理ステートメントを訂正してく

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS040W

SOME LINES OVERFLOW WITH
CHANGE TEXT SUBSTITUTION.
RESULTS MAY BE AFFECTED.

解説: 変更テキスト (NCHGT/OCHGT 処理ステートメ
ント) の長さは、検索テキストの長さとは異なります。
レコードの終端を超えて実行される結果になる場合があ
ります。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答:
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

ISRS041W

UPDLDEL OPTION INVALID DUE TO
INCONSISTENT LRECL OR RECFM
ATTRIBUTES.

解説: 入力が固定されている場合は、両方のファイル
は同じレコード長である必要があります。 UPDLDEL
オプションが無視されます。
システムの処置: SuperC の実行が続きます (UPDLDEL
処理オプションなしで)。

ISRS045W

解説: NTITLE、OTITLE、または CMPSECT 処理ステ
ートメントをファイルまたはメンバーの『グループ』に
使用しました。これらのステートメントは、単一のメン
バーまたはファイルに対してだけ有効です。
システムの処置:

プログラマー応答:
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
NCHGT AND OCHGT MIXED DBCS
PATTERNS MUST BE THE SAME
LENGTH. STATEMENT REJECTED.

解説: 検索テキストおよび変更テキストの長さは、
DBCS の長さと等しい必要があります。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: NCHGT または OCHGT 処理ステ
ートメントを訂正してください。
ISRS043W

CMPCOLM NOT VALID FOR MIXED
DATA AND SRCHCMP OR WORDCMP
OPERATIONS. STATEMENT
REJECTED.

解説: 入力に DBCS と非 DBCS の混合データが含ま
れる場合は、検索タイプまたはワード比較タイプを指定
して、CMPCOLM 処理ステートメントを使用すること
はできません。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 処理ステートメントを訂正する
か、行比較に変更してください。
ISRS044W

MIXING CMPLINE, CMPSECT, AND
CMPBOFS STMTS IS NOT ALLOWED.
STATEMENT REJECTED.

解説: 処理ステートメントが無効な組み合わせになっ
ています。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: これらの処理ステートメントは 1
つだけを使用してください。

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: 単一のメンバーまたはファイルを
指定してください。
ISRS046W

ISRS042W

statement-type STATEMENT(S) ONLY
ALLOWED WITH SINGLE MEMBERS
OR SEQUENTIAL FILES/DATA SETS.
STATEMENT REJECTED.

解説:
す。

VSE NEWDD/OLDDD PARAMETER IS
INVALID.

NEWDD/OLDDD パラメーターの 1 つが無効で

システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: NEWDD/OLDDD ステートメント
の形式を調べてください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS047W

VSE PARAMETER NAME LONGER
THAN 8 CHARACTERS.

解説: NEWDD/OLDDD ステートメントのパラメータ
ーの 1 つが長過ぎます。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: NEWDD または OLDDD 処理ステ
ートメントを訂正してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS048W

VSE RECFORM VALUE MORE THAN
2 CHARACTERS.

解説: NEWDD または OLDDD の RECFORM は、
FU、FB、VU または VB のみです。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: NEWDD または OLDDD 処理ステ
ートメントを訂正してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
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ISRS049W

VSE: MIXED MATCHING OF
LIBRARIAN FILES AND SAM FILES
NOT ALLOWED. NEWDD/OLDDD SET
TO DEFAULT.

解説: 入力ファイルは同じタイプである必要がありま
す。ライブラリアンを定義したステートメントが無視さ
れ、省略時属性が関連するファイルに割り当てられまし
た。使用する省略時ファイル属性は、固定レコード、非
ブロック化レコードであり、ブロック・サイズは 80 で
す。
システムの処置:

ISRS052W

WRONG DATE FORMAT IN NEW FILE

解説: NY2C/NY2Z/NY2D/NY2P ステートメントの日付
定義形式が無効です。日付は無視されます。
システムの処置:
プログラマー応答:
ださい。

SuperC の実行は続きます。
処理ステートメントを訂正してく

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答:

ISRS053W

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

解説: OY2C/OY2Z/OY2D/OY2P ステートメントの日付
定義が無効です。日付は無視されます。

ISRS050W

YEAR 2000 AGING ONLY ALLOWED
ON ONE FILE. WILL ASSUME ONLY
OLDDD IS TO BE AGED.

解説: NY2AGE と OY2AGE 処理ステートメントは同
時に使用することはできません。NY2AGE ステートメ
ントが無視されました。
システムの処置:

システムの処置:
プログラマー応答:
ださい。

ISRS054E

プログラマー応答: どのファイルに『エージングを行
う』かを調べ、それによって、NY2AGE または
OY2AGE を使用してください。

ISRS051W

CONFLICTING FOCUS/EXCLUDE
STATEMENTS DEFINED.

解説: 同じオペランド・キーワード (ROWS または
COLS) を使用する場合は、NEXCLUDE/OEXCLUDE 処
理ステートメントを、NFOCUS/OFOCUS に対して同時
に使用することはできません。
システムの処置:

SuperC の実行は続きます。

プログラマー応答: NEXCLUDE/OEXCLUDE および
NFOCUS/OFOCUS 処理ステートメントが、お互いに競
合することなく、入手するデータを『除外し』、入手す
るデータに『フォーカス』を当てることを確認してくだ
さい。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

682

OS/390 V2R10.0 ISPF メッセージおよびコード

SuperC の実行は続きます。
処理ステートメントを訂正してく

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

SuperC の実行は続きます。

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

WRONG DATE FORMAT IN OLD FILE

『NEW』 FILE/DATA SET
NAME/MEMBER IS INVALID OR AN
ERROR WAS ENCOUNTERED
DURING OPEN. OPERATION
TERMINATED.

解説: 『新規』入力ファイルが見つからなかったか、
オープン処理中に問題が見つかりました。
システムの処置:

SuperC の実行は終了します。

プログラマー応答: 『新規』ファイル名が正しく指定
されたことを確認してください。
ISRS055E

『OLD』 FILE/DATA SET
NAME/MEMBER IS INVALID OR AN
ERROR WAS ENCOUNTERED
DURING OPEN. OPERATION
TERMINATED.

解説: 『古い』入力ファイルが見つからなかったか、
オープン処理中に問題が見つかりました。
システムの処置:

SuperC の実行は終了します。

プログラマー応答: 『古い』ファイル名を正しく指定
したことを確認してください。

ISRS056E

解説:

『SRH』 FILE/DATA SET
NAME/MEMBER IS INVALID OR AN
ERROR WAS ENCOUNTERED
DURING OPEN. OPERATION
TERMINATED.

新規ファイルをオープンできませんでした。

システムの処置:

SuperC の実行は終了します。

プログラマー応答: データ・セットまたはファイルを
正しく割り当てたことを確認してください。
ISRS057E

THE INPUT FILES/DATA SETS
COULD NOT BE PROCESSED. BOTH
MUST BE SEQUENTIAL OR A
WHOLE PDS/MACLIB.

解説: PDS/MACLIB/TXTLIB/Librarian は順次ファイル
/ データ・セットと比較することはできません。
システムの処置:
プログラマー応答:
してください。
ISRS058E

SuperC の実行は終了します。
入力ファイルを比較可能なものに

ISRS060E

解説: 古いファイル / データ・セットの入出力エラー
です。
システムの処置:
プログラマー応答:
てください。
ISRS061E

プログラマー応答:
さい。
ISRS059E

使用可能な記憶域を増やしてくだ

システムの処置:

ISRS062E

プログラマー応答:
てください。
ISRS063E

システムの処置:

システムの処置:

システム・プログラマーに照会し

SuperC の実行は終了します。
システム・プログラマーに照会し

member-name - SYNAD ERROR
INTERCEPT OCCURRED
PROCESSING NAMED MEMBER.

解説:

プログラマー応答:
てください。

システム・プログラマーに照会し

解説: 更新 /delta ファイルが要求されましたが、その
ファイルへの割り当てがありません。

解説: 新規ファイル / データ・セットの入出力エラー
です。
SuperC の実行は終了します。

SuperC の実行は終了します。

UPDATE FILE/DATA SET, DELDD,
MISSING OR INCOMPATIBLE
ATTRIBUTES/LRECL FOR
PDS/MACLIB. UPDATE OPTIONS
CANCELLED.

システムの処置:

A SYNAD ERROR INTERCEPT ON
THE NEW-FILE/DATA SET IS AN I/O
ERROR, CONCATENATION
ORDERING OR ATTRIBUTE
CONFLICT.

システム・プログラマーに照会し

解説: 更新ファイル / データ・セットの入出力エラー
です。

解説: SuperC を実行するのに十分な記憶域がありませ
んでした。
SuperC の実行は終了します。

SuperC の実行は終了します。

A SYNAD ERROR INTERCEPT ON
THE UPD-FILE/DATA SET WAS
DETECTED. THE OUTPUT MAY BE
INCOMPLETE.

プログラマー応答:
てください。

MEMORY AVAILABLE WAS
INSUFFICIENT. OPERATION
TERMINATED.

システムの処置:

A SYNAD ERROR INTERCEPT ON
THE OLD-FILE/DATA SET IS AN I/O
ERROR, CONCATENATION
ORDERING OR ATTRIBUTE
CONFLICT.

処理メンバーの入出力エラーです。

プログラマー応答:
てください。
ISRS064E

SuperC の実行は終了します。
システム・プログラマーに照会し

data-set-name COULD NOT BE OPENED

解説: データ・セットのオープン中に問題が見つかり
ました。
システムの処置:

SuperC の実行は終了します。
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プログラマー応答: データ・セット名処理ステートメ
ント、またはデータ・セット名 JCL ステートメントを
訂正してください。
ISRS065E
解説:
す。

LABEL INFORMATION NOT
AVAILABLE FOR data-set-name.

データ・セットのラベルの詳細が欠落していま
SuperC の実行は終了します。

プログラマー応答: データ・セット名 処理ステートメ
ント、またはデータ・セット名 JCL ステートメントを
訂正してください。
ISRS066E

data-set-name IS A NATIVE VSAM FILE.
NATIVE VSAM IS NOT SUPPORTED.

解説: VSAM カタログが、このファイルが VSAM 管
理の SAM ファイルでないことを示しています。
システムの処置:
プログラマー応答:
てください。
ISRS067E

SuperC の実行は終了します。
システム・プログラマーに照会し

data-set-name SHOWCAT FAILURE.

VSAM カタログへのアクセス・エラーです。

システムの処置:
プログラマー応答:
ててください。
ISRS068E

SuperC の実行は終了します。

データ・セット名を正しく割り当

data-set-name DEVICE TYPE NOT
SUPPORTED.

解説: データ・セット名は、ディスクおよびテープに
対してだけサポートされます。
システムの処置:

SuperC の実行は終了します。

プログラマー応答: データ・セット名を訂正して、そ
の名前をディスクまたはテープに割り当ててください。
ISRS069W

LIBRARY MEMBER IN data-set-name
NOT FOUND.

解説: ライブラリーでメンバーを見つけることができ
ませんでした。
システムの処置:
バーなしで)。
プログラマー応答:
さい。
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REQUEST FOR WIDE OPTION NOT
SUPPORTED BY SYSLST. NARROW
OPTION WILL BE SUBSTITUTED.

解説: WIDE 処理オプションでは、行を最大 202 文字
の長さまで印刷できるプリンターが必要です。代わり
に、55 文字の両端 NARROW オプションが使用されま
した。
システムの処置:

システムの処置:

解説:

ISRS070W

SuperC の実行が続きます (このメン
出力リストを詳しく検査してくだ
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プログラマー応答:
てください。
ISRS071W

SuperC の実行は続きます。
システム・プログラマーに照会し

SIDE BY SIDE LISTINGS NOT
ALLOWED WHEN USING COLHEAD
PROCESS STATEMENT.

解説: COLHEAD 処理ステートメントを指定して、
NARROW 処理オプションを使用することはできませ
ん。
システムの処置: COLHEAD ステートメントが受け入
れられ、NARROW (両端) 処理オプションが無視されま
す。 SuperC の実行は続きます。
プログラマー応答: 正しい処理オプションおよびステ
ートメントを使用していることを確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS072W

UPDATE PROCESS OPTIONS
INCOMPATIBLE WITH Y2DTONLY
PROCESS OPTION.

解説: 『Year 2000 Compare Dates Only』 処理オプシ
ョンを指定して、更新処理オプションを使用することは
できません。
システムの処置: UPD... 処理オプションは無視されま
す。SuperC の実行は続きます。
プログラマー応答: 正しい処理オプションおよびステ
ートメントを使用していることを確認してください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

ISRS073W

Y2PAST PROCESS STATEMENT
SPECIFIED WITHOUT ANY DATE
DEFINITION PROCESS STATEMENTS.

解説: Y2PAST 処理ステートメントが使用されました
が、それに付随する Year 2000 Date Definition 処理ス
テートメントがありません。
システムの処置: Y2PAST 処理オプションが無視され
ます。SuperC の実行は続きます。
プログラマー応答: Year 2000 処理ステートメントを正
しく使用していることを確認してください。 Y2PAST
処理ステートメントを除去するか、1 つまたは複数の日
付定義処理ステートメントを入れる必要があります。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS074W

FOCUS/EXCLUDE PROCESS
STATEMENTS ARE IGNORED WHEN
USING THE Y2DTONLY PROCESS
OPTION.

解説: Y2DTONLY 処理オプションを使用する場合は、
NFOCUS、OFOCUS、NEXCLUDE、および OEXCLUDE
処理ステートメントは有効ではありません。

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS076I

FOCUS/EXCLUDE OF ROWS USED
FOR ONLY ONE FILE. ALL ROWS
PROCESSED IN THE OTHER FILE.

解説: 『フォーカス』 (NFOCUS または OFOCUS) ま
たは『除外』 (NEXCLUDE または OEXCLUDE) 処理
ステートメントが、1 つのファイルに指定されました
が、もう 1 つのファイルには指定されませんでした。
システムの処置: 『フォーカス』 または 『除外』 ス
テートメントがないファイルの行 (レコード) が、すべ
て比較処理に含まれます。
プログラマー応答: 『フォーカス』 または 『除外』
処理ステートメントを正しく使用していることを確認し
てください。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS077E

WRONG LENGTH RECORD IN
defined-input-file. RUN ABORTED.

システムの処置: FOCUS/EXCLUDE 処理ステートメン
トが無視されます。SuperC の実行は続きます。

解説: 処理ステートメント定義済み入力ファイル
(NEWDD または OLDDD) が定義する入力テープ・フ
ァイルに、誤った長さのレコードが入っています。

プログラマー応答: 正しい処理オプションおよびステ
ートメントを使用していることを確認してください。

システムの処置:

以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理オプ
ション
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント
ISRS075I

DATE DEFINITION PROCESS
STATEMENTS ARE IGNORED WHEN
USING THE COLHEAD PROCESS
STATEMENT.

SuperC の実行は終了します。

プログラマー応答: NEWDD/OLDDD 処理ステートメ
ントに、レコード形式、ブロック・サイズ、および最大
レコード・サイズが正しく指定されたことを確認してく
ださい。
以下を参照してください。
使用者の手引きの SuperC に関する付録の処理ステ
ートメント

解説: COLHEAD 処理ステートメントを指定して、
Year 2000 Date Definition 処理ステートメント使用する
ことはできません。 (Year 2000 処理ステートメント
は、列見出しが適切でない独自の情報行 を生成しま
す。)
システムの処置: Year 2000 Date Definition 処理ステー
トメントが無視されます。SuperC の実行は続きます。
プログラマー応答: 正しい処理ステートメントを使用
していることを確認してください。
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第7章 TCP/IP エラー・コード
本章には、TCP/IP に関連するエラー・メッセージがすべて記載されています。 エ
ラー・メッセージは、できるだけ役立ち、しかも読めばすぐ分かるように書かれて
います。したがって、メッセージに関する説明は付けてありません。
1

EDOM - 数学ドメイン・エラー。

16

EUSAGE - 機能使用の誤り。

2

ERANGE - 数学範囲エラー。

17

ELIBERR - 実行時システム内部エラー。

3

ENOMEM - メモリー不足。

18

EFORBID - 実行時オプションによって除
外された要求。

4

EBADF - ファイルがオープンされていな
いか、不適切。

19

EINUSE - ファイルが使用中。

20

EINTR - 信号による割り込み。

21

EDUPKEY - 複写キーでレコードを追加
しようとした。

EBADF

ENOTOPEN - ファイルがオープンされて
いない。

5

ENFOUND - ファイルが見付からない。

6

EFATTR - ファイル属性の矛盾。

22

ECORRUPT - ファイル内容が壊れている
か、または間違っている。

7

EUNSUPP - サポートされない入出力操
作。

23

EACCES - 許可が拒否された。

8

ENOSPC - ファイルにスペースがない。

24

EWOULDBLOCK - 入出力がブロックさ
れた。

9

EDEVICE - 物理装置エラー。
25

EINPROGRESS - 接続が開始された。

26

EALREADY - 以前の接続が完了していな
い。

27

ENOTSOCK - ファイル記述子がソケット
でない。

10

11

EPREV - 以前のエラーがクリアされてい
ない。
ECONV - データ変換エラー。

12

ELIMIT - 内部限界を超過している。

13

EARG - 未定義の引き数値。

28

EDESTADDRREQ - 宛先アドレスが必
要。

14

ESYS - システム・インターフェース障
害。

29

EMSGSIZE - メッセージがデータグラム
にとって長過ぎる。

EFFORM - ファイル・データ形式エラ
ー。

30

EPROTOTYPE - プロトコルがソケッ
ト・タイプと矛盾する。

15
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31

ENOPROTOOPT - 無効なソケット・オ
プション。

46

ENOTCONN - ソケットが接続されてい
ない。

32

EPROTONOSUPPORT - サポートされて
いないプロトコル・タイプ。

47

ESHUTDOWN - セッションがすでにシャ
ットダウンされている。

33

ESOCKTNOSUPPORT - サポートされて
いないソケット・タイプ。

48

ETIMEDOUT - 接続試行のタイムアウ
ト。

34

EOPNOTSUPP - 呼び出しがソケット・
タイプをサポートしていない。

49

ECONNREFUSED - 接続試行が拒否され
た。

35

EPFNOSUPPORT - 無効またはサポート
されていないプロトコル・ファミリー。

50

EHOSTDOWN - 宛先ホストがダウンし
た。

36

EAFNOSUPPORT - アドレス・ファミリ
ーがサポートされていない、または矛盾し
ている。

51

EHOSTUNREACH - 宛先ホストに到達で
きない。

52

EPIPE - ソケット接続が切断された。

37

EADDRINUSE - アドレスが使用中。
53

EEXIST - ファイルが存在している。

38

EADDRNOTAVAIL - ローカル・ホストで
アドレスが利用不能。

54

EFBIG - ファイルが大きすぎる。

55

EISDIR - ディレクトリー。

56

ENAMETOOLONG - ファイル名が長過ぎ
る。

57

ENOTDIR - ディレクトリーでない。

58

ENOTEMPTY - ディレクトリーが空でな
い。

59

EPERM - 操作が許可されない。

60

EROFS - 読み取りファイル・システム。

61

EXDEV - 不適切なリンク。

62

ELOOP - パス名の記号リンクが多過ぎ
る。

39

ENETDOWN - ネットワーキング・ソフ
トウェアが通信不能。

40

ENETUNREACH - ホストがネットワーク
に到達できない。

41

ENETRESET - レモート・ホストがネッ
トワーク・コミュニケーションをドロッ
プ。

42

ECONNABORTED - ローカル・ソフトウ
ェアが接続を打ち切った。

43

ECONNRESET - 対等機能によって接続
がリセットされた。

44
45
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63

EAGAIN - 資源が一時的に使用不能。

81

EMVSCATLG - カタログ取得エラー。

64

ECHILD - 子プロセスが存在しない。

82

EMVSINITIAL - プロセス初期設定エラ
ー。

65

EDEADLK - デッドロックが回避され
た。

83

EMVSPFSFILE - 永続 HFS ファイル・
エラー。

EFAULT - 引き数にアクセスするメモリ
ーの障害。

84

EMVSPFSPERM - HFS システム・エラ
ー。

85

EMVSSAFEXTRERR - SAF 抽出エラ
ー。

86

EMVSSAF2ERR - SAF エラー。

87

EMVSEXPIRE - パスワードの期限が過ぎ
ている。

88

EMVSPASSWORD - パスワードの間違
い。

89

EIBMSOCKOUTOFRANGE - クライアン
ト・ソケット番号が有効範囲外。

90

EIBMSOCKINUSE - クライアント・ソケ
ットが使用中。

91

EOFFLOADBOXERROR - オフロード・
ボックス・エラー。

92

EOFFLOADBOXRESTART - オフロー
ド・ボックスが再始動した。

93

EOFFLOADBOXDOWN - オフロード・
ボックスがダウンした。

94

EIBMCONFLICT - 未解決のソケット呼び
出しが競合している。

95

EIBMCANCELLED - 要求が取り消され
た。

66

67
68

69

EMLINK - リンクが多過ぎる。
ENFILE - システム内でオープンされてい
るファイルが多過ぎる。
ENODEV - この装置は存在していない。

70

ENOEXEC - EXEC 形式のエラー。

71

ENOLCK - ロックが利用可能。

72

ENOSYS - 機能が組み込まれていない。

73

ENOTTY - 不適切な入出力制御。

74

ENXIO - この装置またはアドレスは存在
しない。

75

ESRCH - このプロセスまたはスレッドは
存在しない。

76

E2BIG - パラメーター・リストが長過ぎ
る。

77

EILSEQ - 無効なバイト順序。

78

EMVSNOTUP - OpenMVS カーネルが活
動状態でない。

79

EMVSDYNALC - 動的割り振りエラー。

80

EMVSCVAF - CVAF エラー。
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96

ENOTBLK - ブロック装置が必要。

111

ERREMOTE - RFS: オブジェクトがレモ
ート。

97

ETXTBSY - テキスト・ファイルが使用
中。

112

ENOLINK - RFS: リンクが切断された。

113

EADV - RFS: アドバタイズ・エラー。

114

ESRMNT - RFS: srmount エラー。

115

ECOMM - RFS: 送信エラー。

116

EPROTO - RFS: プロトコル・エラー。

117

EMULTIHOP - RFS: マルチポップが試
みられた。

118

EDOTDOT - RFS: クロス・マウント・
ポイント。

119

EREMCHG - RFS: リモート・アドレス
が変更された。

98

ETOOMANYREFS - 参照が多過ぎて、接
続できない。

99

EPROCLIM - クオータ: プロセスが多過
ぎる。

100

EUSERS - クオータ: ユーザーが多過ぎ
る。

101

EDQUOT - クオータ: ディスク・クオー
タを超過した。

102

ESTALE - NFS: 古いファイル・ハンド
ル。

103

EREMOTE - NFS: レモート・レベルが
多過ぎる。

104

ENOSTR - ストリーム: 装置がストリー
ムでない。

105

ETIME - ストリーム: タイマーの期限が
過ぎた。

106

ENOSR - ストリーム: ストリーム資源切
れ。

107

ENOMSG - ストリーム: 意図したタイプ
のメッセージがない。

108

EBADMSG - ストリーム: 解読不能のメ
ッセージ。

109

EIDRM - SysV IPC:ID が除去された。

110

ENONET - RFS: マシンがネットワーク
に接続されていない。
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第8章 終了ダイアログからの戻りコード
本章では、終了ダイアログからの戻りコードを説明します。詳細については、ISPF
対話開発者用 手引きと解説 を参照してください。

終了ダイアログからの戻りコード
ダイアログが正常に完了した場合に ISPSTART から返される戻りコードは、0 であ
るか、または、共有プール・システム変数 ZISPFRC 内でダイアログを実行するこ
とによって返される値となります。 ZISPFRC は長さが 8 の共有プール入力変数で
す。ダイアログは、ZISPFRC を 0 から 16777215 までの任意の値に設定すること
ができます。ただし、900 から 999 までの値は ISPF 用に予約されるため、除かれ
ます。この値は左詰めし、ブランクで埋める必要があります。
終了時に、ISPF は ZISPFRC からの値をコピーするとともに、この値をレジスター
15 に入れて呼び出し側アプリケーション (または端末モニター・プログラム) に渡
します。 ZISPFRC の値が有効範囲外またはその他の理由 (たとえば値が数値でな
い) で無効な場合、ISPF は該当する行メッセージを出して、戻りコード 908 を渡
します。ダイアログが ZISPFRC に値を設定しなかった場合、ISPF は戻りコード 0
を返します。
注:
1. ISPSTART を呼び出す CLIST プロシージャーは、CLIST 変数 LASTCC をチェ
ックして、ISPF の戻りコードを見付けます。REXX では、ISPF 機能の後の変数
rc をチェックしてください。
2. ISPF における戻りコード値の制限は 0 から 16777215 までですが、他のプロダ
クトやサブシステム (たとえば JCL 条件コードを処理する場合の JES) では戻
りコードの値がさらに制限されることもあります。詳細については、該当するプ
ロダクトのマニュアルを参照してください。
3. 機能が設定する通常のダイアログ戻りコードと ZISPFRC を混同しないでくださ
い。 ZISPFRC は ISPF ログ / リスト終了処理には影響しません。
ZISPFRC は、単一のタスクまたは機能に専用のダイアログを呼び出すアプリケーシ
ョンによって使用されることを目的としています。ただし、ISPSTART コマンドが
呼び出す選択パネルから ZISPFRC を設定することも可能です。
ISPF が ZISPFRC の存在をチェックするのは ISPF の終了時だけです。ISPSTART
コマンドから呼び出されたダイアログ以外のダイアログで ZISPFRC が設定されて
いる場合、ISPF はこの値を無視します。

終了ダイアログからの戻りコード
ISPF がレジスター 15 に入れてアプリケーションへ返すエラー・コードは以下のと
おりです。
908

ZISPFRC 値が無効です。

920

ISPSTART コマンド構文が無効です。
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985

バッチ・モードで GUI を開始しようとしたが、ワークステーションの接続
がなされていません。

987

GUISCRW または GUISCRD で GUI を開始しようとしたが、GUI 初期設
定が失敗しました。

988

IKJSATTN の初期設定でエラーが発生しました。

989

ISPF が GUI モードで実行されている間に ISPF C/S 構成要素ウィンドウ
がクローズしました。

990

バッチ・モードでの実行中にエラーが発生しました。 ZISPFRC が前もって
設定されていない場合で、ISPF にプロダクトを終了させるような重大エラ
ーが発生した場合には、990 が設定されます。

997

訂正不可能な TPUT エラー。

998

ISPF 初期設定エラー。998 エラー・コードは以下の原因によって発生しま
す。
v 必要な ISPF データ・エレメント・ライブラリーが事前割り振りされてい
ない。
v ISPF データ・エレメント・ライブラリーをオープンする際にエラーが発
生した。
v ISPF データ・エレメント・ライブラリーに、無効なデータ・セット特性
が含まれている。
v リテラル・モジュールをロードする際にエラーが発生した。
v 再帰的 ISPF 呼び出しが発生した。
ISPF は行メッセージを出して、これらのうちどのエラーが 998 戻りコード
の原因となったかを示します。

999

ISPF 環境が無効です。999 エラー・コードは以下の原因によって発生しま
す。
v TSO/MVS 環境が無効。
v サポートされない画面サイズ。
ISPF は行メッセージを出して、これらのうちどのエラーが 999 戻りコード
の原因となったかを示します。
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第9章 診断ツールおよび情報
本章では、デバッグ・ツール、診断情報、および ISPF の使用中に起こりうる一般
的な問題について記載しています。

ISPF デバッグ・ツール
以下のツールはサンプルとして、ISPF と共に出荷されます。
ISRABEND
異常終了を対話式に診断する方法を、ステップごとに説明する CLIST。 こ
れは TSO TEST を使用して、IBM のサポートで通常必要となる情報を収集
します。
ISRCSECT
ISRTCB EXEC と併用される REXX EXEC。 これはロード・モジュールの
入り口点を取り、特定の CSECT の検索を開始します。 CSECT を見付け
ると、EXEC はその CSECT の目印を表示します。
ISRFIND
LISTA STATUS を出し、指定されたメンバーまたはロード・モジュールを
検索する REXX EXEC。 さらに、この EXEC は任意選択で AMBLIST を
呼び出し、変更済み、修正済み、およびページ可能な LPA をチェックし、
かつ、指定されたロード・モジュールの LPALIST および LNKLST (システ
ム制御ブロックによって指される) をチェックします。 ISPF のもとで呼び
出される場合には、情報は ISPF テーブル・ディスプレイ (パネル
ISRFINDP) により表示され、ユーザーは指定のメンバーの表示または編集
を行えます。
ISRPOINT
ISRTCB EXEC と併用される REXX EXEC。 この EXEC は ISRTCB から
獲得された入り口点のアドレスを使用して、そのロード・モジュールに関連
した CSECT の目印をリストします。
ISRTCB
TSO TEST コマンド LISTMAP をエミュレートする REXX。 これは TCB
および各 TCB に関連したロード・モジュール (およびその入り口点) を、
TSO TEST を使用せずにリストします。
ISRTEST
TSO TEST を使用してジョブ・パック域 (JPA) をロードし、特定の ISPF
CSECT への入り口にブレークポイントを設定する CLIST。 これを使用す
ると、その CSECT のバージョンまたはリリースの、最新の保守レベルを持
つ CSECT に関連したコンパイルの日付を検査することができます。 さら
に、ユーザーはこのサンプルを修正して、CSECT 内の特定のブレークポイ
ントを設定し、失敗した命令を識別することができます。
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診断情報
本節は、ISPF の問題を診断するための、ユーザーの情報収集の手助けとなるもので
す。

ENVIRON システム・コマンドの使用
ISPF では、問題の診断に役立つデータ収集の手助けとなる、ENVIRON コマンドを
提供しており、これにより、保守サービス時間が減少されます。 ユーザーが
ENVIRON コマンドを使用する場合には、ISPF セッションは ISPF TEST/TRACE
モードで実行する必要はありません。
ENVIRON コマンドは、次のような点において、ユーザーの手助けとなります。
v ISPF TEST モードで実行していない場合に、システム異常終了ダンプを生成
(ENBLDUMP パラメーター)。
v TPUT、TGET および PUTLINE バッファーを追跡し、TPUT および TGET エラ
ーに関するダンプ情報を獲得 (TERMTRAC パラメーター)。
v 端末の状況情報を収集 (TERMSTAT パラメーター)。
パラメーターの指定なしで ENVIRON コマンドを入力することにより、選択コマン
ド・オプションのパネル (図1) を表示することができます。または、ISPF 設定パネ
ルの ENVIRON プルダウンの選択で、ENVIRON 設定を使用することにより、この
パネルを表示することができます。 このパネルには、ENVIRON コマンド・パラメ
ーター (ENBLDUMP と TERMTRAC) の現行値が組み込まれており、ダンプ・デー
タ・セットに割り振られた DD 名があれば、それも組み込まれています。 この値
は、パネルに直接新しい値を入力して、変更することができます。

Log/List

Function keys

Colors Environ Temporary
ISPF Settings
ISPF ENVIRON Command Settings

-

Help
-+

S

Enter "/" to select option
_ Enable a dump for a subtask abend when not in ISPF TEST mode
Terminal Tracing (TERMTRAC)
Enable . . . _ 1. Enable terminal tracing (ON)
2. Enable terminal tracing when a terminal error
is encountered (ERROR)
3. Disable terminal tracing (OFF)
DDNAME . . . ISPSNAP
(DDNAME for TERMTRAC ON, ERROR, or DUMP.)

T

Terminal Status (TERMSTAT)
Enable . . . _ 1. Yes, invoke TERMSTAT immediately
2. Query terminal information
3. No
Command ===> ______________________________________________________
F1=Help
F2=Split
F3=Exit
F7=Backward
F8=Forward
F9=Swap
F12=Cancel

C
F1=Help
F10=Actions

__
F2=Split
F12=Cancel

F3=Exit

F7=Backward

F8=Forward

F9=Swap

図 1. ENVIRON 設定パネル (ISPENVA)

ISPF セッション中はいつでも、ENVIRON コマンドを出すことができます。
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ENVIRON コマンド構文およびパラメーターの説明
ENVIRON コマンドの一般的な構文は、次のとおりです。
ENVIRON [ENBLDUMP [ON|OFF]]
[TERMTRAC [ON|ERROR|DUMP|OFF]]
[TERMSTAT [QUERY]]

以下に、ENVIRON コマンドのパラメーターの説明を示します。
ENBLDUMP
ENBLDUMP パラメーターを指定すると、ISPF が TEST モードで実行されてい
ない時にサブタスクが異常終了した場合、ISPF では異常終了ダンプが生成でき
ます (ISPF バージョン 2.3 以前のものでは必須、ISPF 対話開発者用 手引きと
解説 に記載されています)。 ENBLDUMP パラメーターは付加コマンドには適
用されません。 ダンプが取られる前に、SYSUDUMP, SYSMDUMP または
SYSABEND DD 名のどれかを割り振る必要があります。これらのデータ・セッ
トの詳細については、MVS Diagnostic Techniques を参照してください。
ENBLDUMP パラメーターの省略時値は ON です。 ENVIRON ENBLDUMP
ON は、異常終了したサブタスクのダンプを生成するように、ISPF に指定しま
す。
ENVIRON ENBLDUMP OFF を出すと、ON 状況の影響を取り消します。
ENBLDUMP のパラメーター値は、ISPSPROF プロファイルの ISPF セッション
間で保存されます。
ENBLDUMP が活動状態の場合には、ISPF が TEST モードで実行していなくて
も、サブタスクの異常終了のダンプが取られ、制御が TSO に戻されます。
ISPF の実行は再開されません。
ISPF TEST モードで実行している場合には、ENVIRON ENBLDUMP を出して
も、ダンプ処理には影響しません。
TERMTRAC
TERMTRAC パラメーターを指定すると、ユーザーは、ISPF セッション中の端
末入出力データ (TPUT、TGET、PUTLINE) をすべて追跡できます。
TERMTRAC パラメーターを使用すると、コア内の追跡をオンにし、TPUT また
は TGET サービスがエラーになった場合に、ISPF が SNAP ダンプを生成する
ようにすることもできます。 ISPF は、TSO TEST モードで実行する必要はあ
りません。
注: ENVIRON TERMTRAC バッファーには、以下は含まれません。
v 端末を照会するために出される TPUT/TGET 命令
– ISPF 初期設定時の
– ENVIRON TERMSTAT コマンドによる
v ISPF の終了時に、画面を消去するために出される TPUT 命令
v 特定の ISPF エラー状態のもとで、重大エラーの行メッセージを表示するた
めに出される TPUT 命令。
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ENVIRON TERMTRAC DUMP コマンドを出す前に、まず最初に ENVIRON
TERMTRAC ON または ENVIRON TERMTRAC ERROR コマンドを出さなけ
ればなりません。
TERMTRAC オプションを使用する前に、SNAP マクロに使用されるデータ・セ
ットの DD 名 を、ISPF に定義する必要があります。ISPF はこれを呼び出し
て、データ・ストリーム・ダンプを提供します。 パラメーターの指定なしで
ENVIRON コマンドを出した結果、あるいは、ISPF 設定パネルの ENVIRON プ
ルダウンの選択で、ENVIRON 設定を選択した結果、表示されるパネル上に DD
名を指定することによって、これを定義できます。 SNAP マクロの MVS によ
って定義されるデータ・セット特性の指針に従わなければなりません。 SNAP
DD 名に対して指定できる DCB 情報については、MVS/XA Supervisor Services
and Macro Instructions を参照してください。
ENVIRON TERMTRAC のデータ収集に使用できるデータ・ストリーム・バッフ
ァーは、ゼロにリセットすることはできません。
サブパラメーターは、端末データの追跡を次のように定義します。
v ENVIRON TERMTRAC ON
TPUT、TGET および PUTLINE バッファー追跡の端末データ・ストリームを
活動化します。 データはすべて、ISPF 提供の 24K バッファー内に保存され
ます。 バッファー項目は断片化されません。 項目が、残りのバッファー・
スペースに入りきらない場合には、ISPF は SNAP を出して、バッファー・
データを獲得します。 次の追跡項目は、SNAP 実行の状況に関係なく、バッ
ファーの先頭に格納されます。
SNAP 実行中は、エラーに関するメッセージだけがユーザーに表示されま
す。 データ・バッファー埋め込みの結果としてダンプが取られる間は、メッ
セージは表示されません。
ENVIRON TERMTRAC ON では、バッファーが埋め込まれるたびに SNAP
ダンプが取られるので、SNAP マクロに割り振る DD 名は、MOD の後処理
値が必要です。 これにより、追跡データは失われないものと見なされます。
すべての SNAP ダンプの端末データ・バッファーのレイアウトは、次のとお
りです。
1 TPUT/TGET/PUTLINE BUFFER TRACE
2 Header of 8 bytes initialized to
TERMTRAC
2 次の項目が入れられる 4 バイトの
ポインター
2 予約済み (20 バイト、32 バイトの
境界合わせ用)
2 TPUT/TGET/PUTLINE DATA (*)
3 TPUT/TGET/PUTLINE の 8 バイトの ID
3 前の項目に対する 4 バイトのポインター
3 端末タイプ ID に特有の
情報

それぞれの TPUT/TGET ID および特定情報は、次のとおりです。 各バッフ
ァー項目は、32 バイト境界に位置合せされます。
TGET ‘TGET ’ - TGET SVC を出す前。 直前の項目を指す、4 バイトのポ
インター。 汎用レジスター 0、1、および 15 。
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R0 = 入力データ域のサイズ
R1 = 入力データ域のポインター
R15 = TGET オプション・バイト

TGETR
‘TGETR ’ - TGET SVC からの戻り。 直前の項目を指す、4 バイト
のポインター。 汎用レジスター 1 および 15 。
R1 = 入力データの長さ
R15 = TGET 戻りコード

4 バイトの長さのデータ・ストリーム。 データ・ストリーム。
TPUT ‘TPUT ’ - 編集 TPUT マクロを出す前。 直前の項目を指す、4 バイ
トのポインター。 汎用レジスター 0、1、および 15 。
R0 = 出力データ域
R1 = 出力データ域のポインター
R15 = TPUT オプション・バイト

4 バイトの長さのデータ・ストリーム。 データ・ストリーム。
TPUTR
‘TPUTR ’ - 編集 TPUT マクロからの戻り。 直前の項目を指す、4
バイトのポインター。 汎用レジスター 15 。
R15 = TPUT 戻りコード

TPUTNE
‘TPUTNE ’ - 未編集 TPUT マクロを出す前。 直前の項目を指す、4
バイトのポインター。 汎用レジスター 0、1、および 15 。
R1 = plist のアドレス
R15 = TPUT オプション・バイト

16 バイトの未編集 plist。
予約済み (2 バイト)
データ・ストリームの 2 バイトの長さ
コード (1 バイト)
データ・ストリームの 3 バイトのアドレス
予約済み (8 バイト)

データ・ストリーム。
TPUTNER
‘TPUTNER ’ - 未編集 TPUT マクロからの戻り。 直前の項目を指
す、4 バイトのポインター。 汎用レジスター 15 。
R15 = TPUT 戻りコード

PUTLINE
‘PUTLINE ’ - PUTLINE マクロを出す前。 直前の項目の 12 バイト
の PUTLINE パラメーター・ブロックを指す、4 バイトのポイン
ター。
制御フラグ (2 バイト)
2 バイトの TPUT オプション・フィールド
メッセージの 4 バイトのアドレス
様式専用行の 4 バイトのアドレス

125 バイトのメッセージ記述。
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2 バイトのメッセージの長さ
2 バイトのメッセージ・オフセット
121 バイトのメッセージ

ENVIRON TERMTRAC ON がすでに有効になっている場合に、ENVIRON
TERMTRAC コマンドを出した結果として起こる処置については、下記にコ
マンド・サブパラメーターごとに記載しています。
ON

ENVIRON TERMTRAC ON は機能を通常通りに継続。

OFF

追跡はオフにされ、ISPF が SNAP マクロを出す。 ENVIRON
TERMTRAC 追跡が再度要求された場合には、次の項目は、直前の
SNAP が正常終了したか否かにかかわらず、バッファーの先頭に書き
込まれます。

ERROR
コマンドの設定を ENVIRON TERMTRAC ERROR に変更する。 追
跡は継続され、次のバッファー項目は、ENVIRON TERMTRAC ON
設定によって書き込まれた最後の項目の後に書き込まれます。
DUMP ENVIRON TERMTRAC ON 条件を継続。 さらに、ISPF が SNAP
マクロを出し、SNAP が正常終了した場合には、次の追跡項目はバッ
ファーの先頭に書き込まれます。 SNAP が失敗した場合には、次の
項目は SNAP が出される前の、最後の項目の後に書き込まれます。
v ENVIRON TERMTRAC ERROR
TPUT、TGET および PUTLINE バッファーの追跡を開始。 さらに、TPUT
または TGET のエラーが発生した場合には、ISPF が MVS SNAP ダンプを
開始します。 ダンプには、記憶域追跡バッファー、現行 TCB、すべてのシ
ステム制御プログラム情報、およびすべての問題プログラム情報が含まれま
す。 すべてのシステム制御プログラムおよび問題プログラムの情報が要求さ
れた場合には、MVS SNAP マクロ定義はダンプを取られる区域について、よ
り詳細な情報を提供します。
ISPF は、TPUT の失敗が最初に発生した時点で、SNAP マクロを出します。
ISPF は TPUT のエラーを訂正するために、3 つの試みを連続して行いま
す。
このオプションを使用する前に、TERMTRAC のところでこのトピックにつ
いて既に説明してあるように、SNAP マクロに対して DD 名を定義しておく
必要があります。
ENVIRON TERMTRAC ERROR がすでに有効になっている場合に、
ENVIRON TERMTRAC コマンドを出した結果として起こる処置は、下記に
コマンド・サブパラメーターごとに記載します。
ON

コマンドの設定を ENVIRON TERMTRAC ON に変更する。 追跡は
継続され、次のバッファー項目は、ENVIRON TERMTRAC ON 設定
によって書き込まれた最後の項目の後に書き込まれます。

ERROR
ENVIRON TERMTRAC ERROR は通常通りに機能を継続し、次の追
跡項目は、最後の ERROR 追跡項目の後に書き込まれます。
OFF
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TERMTRAC 追跡が再度要求された場合には、次の項目は、直前の
SNAP が正常終了したか否かにかかわらず、バッファーの先頭に書き
込まれます。
DUMP ENVIRON TERMTRAC ERROR 条件を継続する。 さらに、ISPF が
SNAP マクロを出し、SNAP が正常終了した場合には、次の追跡項目
はバッファーの先頭に書き込まれます。 SNAP が失敗した場合に
は、次の項目は SNAP が出される前の、最後の項目の後に書き込ま
れます。
v ENVIRON TERMTRAC DUMP
ISPF は即時に SNAP マクロを出しますが、これは、ENVIRON TERMTRAC
ON または ENVIRON TERMTRAC ERROR が活動状態の場合だけです。 結
果ダンプには、記憶域追跡バッファー、現行 TCB、すべてのシステム制御プ
ログラム情報、およびすべての問題プログラム情報が含まれます。すべての
システム制御プログラムおよび問題プログラムの情報が要求された場合に
は、MVS SNAP マクロ定義はダンプを取られる区域について、より詳細な情
報を提供します。
注:
1. このコマンドの実行は、端末データ・ストリーム追跡がその時点で活動状
態である場合には、これをオフにはしません。
2. SNAP が正常終了した場合には、次の項目は端末データ・バッファーの先
頭に書き込まれます。そうでない場合には、最後の追跡バッファーの直後
に、追跡項目が続きます。
v ENVIRON TERMTRAC OFF
活動状態の ENVIRON TERMTRAC ON および ENVIRON TERMTRAC
ERROR コマンドをリセット。 ENVIRON TERMTRAC が活動状態の場合に
は、ISPF は SNAP マクロを出します。
TERMTRAC のパラメーター値は、ISPSPROF プロファイルの ISPF セッション
間で保存されます。 ENVIRON オプション・パネルで TERMTRAC に指定され
る DD 名も、セッション間で保管されます。
TERMSTAT
ENVIRON コマンドの TERMSTAT オプションを指定すると、ユーザーは使用
している端末およびそれが接続されている回線の特性に関する情報を収集するこ
とができます。 この情報は行モードを使用して、ユーザーの端末に戻され、
ISPF ログ・データ・セットに書き込まれます。
ENVIRON TERMSTAT 要求から戻される情報についての下記の説明は、3 つの
部分に分けられます。
v ISPF 変数に定義される端末特性のリスト。 すなわちこのリストは、ISPF に
よるユーザーの端末特性の判別を定義するものです。
v TSO 内で定義される端末特性のリスト。
v 拡張データ・ストリーム (EDS) 機能を持つ端末にだけ適用される構造化フィ
ールドのリスト。
(QUERY パラメーターの指定なしで) ENVIRON TERMSTAT を出すと、ISPF
は無条件で、リスト A および B (下記参照) から情報を戻します。 さらに、
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拡張データ・ストリームをサポートするポートに端末が接続されている場合に
は、ISPF はリスト C (下記参照) から情報を戻します。
端末が拡張データ・ストリームをサポートするもの (たとえば IBM 3279) であ
るが、EDS でないポートに接続されている場合には、ENVIRON TERMSTAT
QUERY を出して、強制的に ISPF がリスト C から情報を戻すようにすること
ができます。 ENVIRON TERMSTAT QUERY を出したが、端末が拡張デー
タ・ストリームをサポートするタイプではない (たとえば IBM 3277) 場合に
は、ORDER STREAM CHECK エラーを受け取ることになるので気を付けてく
ださい。
ENVIRON TERMSTAT コマンドを出した結果戻される情報は、次のとおりで
す。
リスト A - ISPF 内に定義される端末特性
14 ビットの端末アドレッシング・モード (ON または OFF)
16 ビットの端末アドレッシング・モード (ON または OFF)
カラー・モード (ON または OFF)
強調表示モード (ON または OFF)
DBCS モード (ON または OFF)
基本スクリーン・サイズ (長さ、幅、合計バイト)
代替スクリーン・サイズ (長さ、幅、合計バイト)
区画スクリーン・サイズ (長さ、幅、合計バイト)
ISPF 端末バッファー・データ (TSB ポインター、TSB サイズ、

TPP アドレス)

リスト B - TSO 内に定義される端末特性
GTTERM からの戻りコード
基本スクリーン・データ (行、列)
代替スクリーン情報 (行、列)
スクリーン属性値
文字セット (ASCII または EBCDIC)
拡張データ・ストリームまたは非 EDS サポート
GTSIZE からの戻りコード
GTSIZE 情報 (行、列)
使用中のアクセス方式 (VTAM* または TCAM)

リスト C - EDS (構造化フィールド) をサポートする端末
使用可能域
区画
文字セット
カラー
強調表示
応答モード
PC 3270
暗黙区画
入力制御
フィールド規則

v ENVIRON TERMSTAT QUERY
QUERY パラメーターを使用すると、端末が拡張データ・ストリームをサポ
ートしないポートに接続されている場合でも、拡張データ・ストリーム機能
に関連した端末データを要求することができます。

診断情報を提供する異常終了パネル
ISPF 処理が異常終了した場合、診断パネルを表示することができます。
v タスク異常終了コード
v 理由コード
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v
v
v
v

モジュール名
入り口点のアドレス
プログラム状況ワード (PSW)
異常終了時のレジスター内容

この情報は、記録された異常終了メッセージで使用されます。 解説パネルは、一般
的な異常終了コードのリストを表示します。
ISPF の異常終了時に、図2 に示されているエラー回復パネルは、異常終了コードお
よび理由コードを示します。

Error Recovery
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
ISPF processor ended abnormally
* *
* *
* *
* *
* *
* *
Reason code
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* * NOTE: The ABEND and REASON codes displayed above are
* *
* *
HEXADECIMAL values for "SYSTEM" abends and DECIMAL
* *
* *
values for "USER" abends.
* *
* *
* *
* * Enter HELP command for list of common ABEND codes.
* *
* * Press ENTER key for additional DIAGNOSTIC information.
* *
* * Enter END command to display primary option menu.
* *
* *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Command ===> _________________________________________________________________
F1=Help
F2=Split
F3=Exit
F9=Swap
F12=Cancel

図 2. エラー回復パネル (ISPPRS1)

MVS/XA 環境で実行していない場合には、理由コードはブランクです。 MVS/XA
環境で実行しており、SDWA (システム診断作業域) の理由コードが提供されていな
い場合には、SDWA の理由コードのフラグ・ビットが OFF であり、したがって、
理由コードのパネル・フィールドはブランクです。 異常終了コードの資料が、理由
コードが特定のレジスター内にあることを示している場合には、そのレジスターの
内容を見てください。レジスターの内容は、702ページの図4 に示されているよう
に、補足診断パネルに表示することができます。
HELP を入力すると、702ページの図3 に示されているパネルに、一般的な異常終了
コードのリストが表示されます。
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TUTORIAL -------------------- COMMON ABEND CODES --------------------- TUTORIAL
COMMON ABEND CODES
The following list contains some common ABEND codes. For more information
about these codes and for information about other abend codes, see the
appropriate MVS completion code manual. For abends resulting from
other products, refer to the appropriate product’s message library.
001 - I/O ERROR
706 - NON-EXECUTABLE PROGRAM
002 - I/O INVALID RECORD
804 - INSUFFICIENT VIRTUAL STORAGE
004 - OPEN ERROR
806 - UNABLE TO LOAD (LINK ETC) PROGRAM
008 - I/O SYNAD ERROR
80A - INSUFFICIENT VIRTUAL STORAGE
013 - OPEN ERROR
878 - INSUFFICIENT VIRTUAL STORAGE
028 - PAGING I/O ERROR
737 - I/O ERROR
0CX - PROGRAM CHECK EXCEPTIONS:
A14 - I/O ERROR
0C1 - OPERATION,
B37 - INSUFFICIENT DASD SPACE
0C4 - PROTECTION / ADDRESSING,
D37 - INSUFFICIENT DASD SPACE
0C5 - ADDRESSING,
E37 - INSUFFICIENT DASD SPACE
COMMAND ===> _________________________________________________________________
F1=Help
F2=Split
F3=Exit
F7=Backward F8=Forward
F9=Swap
F10=Left
F11=Right
F12=Cancel

図 3. 一般的な異常終了コード (ISP93010)

エラー回復パネルに戻るには、一般的な異常終了パネルで end と入力します。
エラー回復パネルで Enter キー を押すと、図4 に示されているパネルが表示されま
す。

Additional Diagnostic Information
System Abend code = 806
Reason code =
ISPF Release Level

4.1

Module name
Entry point address

*Not specified*
00000000

PSW

FF850008 4000DB8E

Register content:
R0
R4
R8
R12

00806000
00000058
0009DD30
00000000

R1
R5
R9
R13

80806000
008FD568
008C7850
008C7850

R2
R6
R10
R14

000526E0
008C7850
81005342
810056C6

R3
R7
R11
R15

0009DDA0
000526E0
00000C00
0000001C

Enter HELP command for list of common ABEND Codes.
Enter END command to display primary option menu.
Command ===> _________________________________________________________________
F1=Help
F2=Split
F3=Exit
F9=Swap
F12=Cancel

図 4. 補足診断情報 (ISPPRS2)

入り口点、PSW およびレジスター値は 16 進数です。 異常終了コードおよび理由
コードは、システム異常終了の場合には 16 進数で、ユーザー異常終了の場合には
10 進数です。補足診断情報パネルの項目の意味は、次のとおりです。
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異常終了コード
異常終了完了コード。パネル上で、『ユーザー』または『システム』として
識別されます。
理由コード
異常終了に関連した、構成要素の理由コードまたは戻りコード。
ISPF リリース・レベル
ISPF バージョン / リリース / 修正レベル
モジュール名
異常終了したプログラム名、または名前が使用できない場合には、*NOT
SPECIFIED*。
入り口点のアドレス
異常終了したプログラムの入り口点のアドレス。
PSW

エラー発生時のプログラム状況ワード。

レジスター内容
エラー発生時の汎用レジスターの内容。
回復終了管理プログラム (RTM) が、システム診断作業域 (SDWA) の記憶域を獲得
できない場合、あるいは、エラー・ルーチン内でエラーが発生した場合には、異常
終了コードおよび ISPF リリース・レベルを除いて、このパネルのフィールドすべ
てに 0 が入ります。 異常終了コードおよび ISPF リリース・レベルのフィールド
には、正しいデータが入ります。
このパネルからも同様に HELP コマンドを入力して、一般的な異常終了コードのリ
ストを表示することができます。 異常終了に関連した情報は、ISPF ログ・ファイ
ルから入手することができます。
END 機能キーを押すと、基本オプション・メニューに戻ります。

PDS ディレクトリー内の ISPF 統計項目
以下に示すのは、メンバーの統計を保持するために、ISPF が PDS ディレクトリー
に書き込む情報の形式です。 統計データが破壊されたと思われる場合には、既存の
項目とこれらの形式を比較して、問題の判別に役立たせることができます。
バイト 説明および形式
1

バージョン番号、16 進形式。 X'01' から X'99' までの値になります。

2

修正レベル、16 進形式。 X'00' から X'99' までの値になります。

3

フラグ:
ビット 1
SLCM 標識。 SCLM はこれを使用して、メンバーおよび関連する
SCLM 情報が整合しているかどうかを判別します。
v ON は、メンバーが SCLM、PDF ソフトウェア構成およびライブ
ラリー管理機能によって最後に編集されたものであることを意味
します。
v OFF は、メンバーが SCLM の外側で処理されたことを意味しま
す。
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ビット 2 〜 8
ISPF の将来の使用のために予約済み。
最後に修正された時刻の秒数部分、パック 10 進数形式。

4
5 〜 8

作成日:
バイト 5
世紀標識。 X'00' = 1900。X'01' = 2000。
バイト 6 〜 8
年間通算日、パック 10 進数形式。
9 〜 12
最後に修正された日付:
バイト 9
世紀標識。 X'00' = 1900。X'01' = 2000。
バイト 10 〜 12
年間通算日、パック 10 進数形式。
13 〜 14
最後に修正された時刻、パック形式:
バイト 13
時間、パック 10 進数形式。
バイト 14
分、パック 10 進数形式。
15 〜 16
行の現行番号、16 進形式。
17 〜 18
行の初期番号、16 進形式。
19 〜 20
修正された行の番号、16 進形式。
21 〜 27
ユーザー ID、文字形式。
28 〜 30
ISPF の将来の使用のために予約済み。

ISPF の使用における一般的な問題
本節では、ISPF の使用中に出される一般的なエラー・メッセージを、いくつか取り
上げます。 エラー解決策および説明も記載されています。

メッセージ
v IKJ56500I コマンドが見付かりません。
コマンド・プロセッサーが LPA 内にしかない場合には、コマンド・プロセッサ
ーに関する ISPTCM に項目があるはずです。 ISPF TSO コマンド・テーブルの
カスタマイズに関する詳細は、ISPF 計画とカスタマイズ を参照してください。
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v IKJ56861I FILE DD 名が解放されない。DATA SET がオープンしています。
LIBRARY パラメーターがテーブル・サービスと併用されている場合には、
LIBRARY パラメーターが指すテーブル・ライブラリーの DD 名をユーザーが解
放することはできません。 新しい DD 名が別のテーブル・サービスを用いて
LIBRARY パラメーターで使用されるまで、ISPF はこのライブラリーをオープン
したままにしておきます。 ISPF は性能上の理由から、このような方法を取りま
す。
存在しない DD 名を含んだ LIBRARY パラメーターを指定してテーブル・サー
ビスを出すと、直前のライブラリーがクローズされるので、ユーザーが直前の
DD 名を解放できます。 CONTROL ERRORS RETURN の使用は、DD 名が存在
しない結果生じる重大なエラーを防止するために使用できます。
以下に例を示します。
ALLOC FILE(DD1) DATASET('USERID.YOUR.TABLES') SHR
ISPEXEC TBOPEN MYLIB LIBRARY(DD1)
.
.
/* テーブルに対する ISPF サービス */
.
ISPEXEC TBCLOSE MYLIB LIBRARY(DD1)
ISPEXEC CONTROL ERRORS RETURN
ISPEXEC TBOPEN JUNK LIBRARY(DDJUNK)
/* 存在しないライブラリーの中の */
/* 存在しないテーブル
*/
ISPEXEC CONTROL ERRORS CANCEL
FREE F(DD1)

v ISPP150
パネル ’名前’ のエラー - リストされている CLEAR 名のうちの少なくとも 1
つが、パネル・フィールド名ではありません。
あるいは、ISPP121 パネル ’名前’ のエラー - パネル定義が長過ぎます。画面サ
イズを超えています。
KEYLIST を入力する場合、ISPF パネルでフィールド・レベルのヘルプを要求す
る場合、または DTL を使用して作成されたパネルを表示する場合。
これらのメッセージは、ISPPLIB 連結に GML ライブラリーがあること、あるい
は、パネル・ライブラリーに GML ソース・コードがあることが原因で、頻繁に
出されます。 ISPPLIB 連結を検査して、ISPF 提供の GML ライブラリーが連結
されていないことを、最初に確認してください。 ISPF 提供の GML ライブラリ
ーは、どの ISPF ライブラリー連結内にあってもなりません。 ISPPLIB 連結のラ
イブラリーに、GML ソース・コードが含まれていないことを確認してくださ
い。
v ISPT036 ’テーブルが使用中です’ - 使用中のテーブル ’テーブル名’ に対し ’テー
ブル・サービス’ を要求。 ENQUEUE は失敗。
ISPF サービスを使用するバッチ・ジョブが並行して実行される時に、このメッセ
ージが頻繁に出されます。 ほとんどのバッチ・ジョブは、それらが実行する度に
新しいプロファイルを割り振るため、このようなことが起こります。 ISPF はメ
ンバー ISPSPROF の ISPPROF DD カードに対して、TBOPEN を出します。
ISPPROF にこのメンバーが含まれていないと、TBOPEN は失敗します。 ISPF
は次に、TBOPEN を ISPTLIB に対して出し、省略時値の ISPSPROF を
ISPTLIB から ISPPROF へ複写します。
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ISPTLIB 連結順序の第 1 データ・セットが、並行して実行されている 2 つのバ
ッチ・ジョブに関して同じ場合には、メッセージ ISPT036 が出されます。この状
態が起こらないようにするには、ISPTLIB 連結の第 1 データ・セットを固有なも
のにします。これは、ISPPROF データ・セットを ISPTLIB 連結に最初に入れる
ことによって、行えます。
同様の理由で、2 人のユーザーが ISPTLIB 連結に最初に連結された同じデータ・
セットを持っている場合、この 2 人のユーザーが ISPF に最初にログオンする時
にも、この問題が起こります。
v

ISPT016、ISPT017 およびその他の入出力エラー
ISPF には、GET または PUT (READ および WRITE マクロ) に関する入出力エ
ラーについて言及する、様々なメッセージがあります。たとえば、ISPT017 がそ
の 1 つです。 このようなエラーは、ISPF ライブラリーの 1 つの連結の問題が
原因で、通常引き起こされます。
一貫した DCB パラメーターを持たないデータ・セットを ISPF ライブラリーに
割り振ることは、このようなメッセージの原因となりがちです。 また、
ISPTABL、ISPFILE および ISPPROF は出力用に使用されるので、その DD 名に
割り振られる単一のデータ・セットだけしか持つことができません。
– パネル・サービス中の入出力エラーの場合、矛盾する DCB に関して、
ISPPLIB 連結をチェックします。
– ファイル調整サービス中の入出力エラーの場合、矛盾する DCB に関して
ISPSLIB 連結をチェックし、DD 名 ISPFILE にはただ 1 つのデータ・セット
だけしか割り振られていないことを確認します。
– テーブル・サービス中の入出力エラーの場合、矛盾する DCB に関して
ISPTLIB 連結をチェックし、DD 名 ISPTABL にはただ 1 つのデータ・セッ
トだけしか割り振られていないことを確認します。
ISPMLIB 連結に関する問題がある場合は、入出力エラー・メッセージを出すこと
はできません。これは、入出力エラーのため、メッセージを見付けることができ
ないからです。 ISPMLIB 連結問題による入出力エラーがある場合は、メッセー
ジ CMG999 が出されます。

v CMG999
CMG999 は、メッセージのアクセスについての問題が発生した場合、エラー状態
に関する適切な説明付きで出されます。 メッセージの定義方法の詳細について
は、ISPF 対話開発者用 手引きと解説 を参照してください。

予期しない出力
v ISPF は、メッセージまたはパネルの更新されたコピーは取り上げません。
TEST モードでない場合には、パフォーマンス上の理由から、最後にアクセスさ
れたパネルおよびメッセージ定義が、仮想記憶域に保存されます。 ユーザーがパ
ネルまたはメッセージ・ファイルを修正した場合には、TEST モードを使用する
と、各メッセージおよびパネルごとの最新のコピーにアクセスします。 TEST モ
ードでの ISPF の実行に関する詳細は、ISPF サービスの手引き を参照してくだ
さい。
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v WINDOW、COLOR、CUAATTR、EXIT、CANCEL、ACTIONS、KEYSHELP、
KEYLIST、EXHELP、FKA、および ISPDTLC のような ISPF コマンドが有効な
コマンドとして認識されないか、あるいは、これらのコマンドとして定義された
機能キーが適切に機能しません。
上記のコマンドを出すユーザー、または、これらのコマンドとして定義されてい
る機能キーを押すユーザーは、ISPTLIB 連結に ISPCMDS の私用のコピーを持っ
ています。 ISPCMDS のユーザーの私用コピーに、ISPF バージョンと共に出荷
される新しいコマンド・テーブルの ISPCMDS に提供されている、新しいコマン
ドの一部あるいはすべてが欠落しています。
このような問題を抱えているユーザーは、ISPCMDS の私用コピーを ISPF 提供
のコピーに置換するか、あるいは、私用 ISPCMDS に欠落しているコマンドを指
定して更新します。

異常終了コードおよび情報
ISPF 制御プログラムおよび処理プログラムのタスク異常終了は、STAE と STAI の
出口ルーチンおよび ISPSTART TEST パラメーターを使用する ISPF 実行モードに
よって制御されます。
通常の条件下 (すなわち、処理プログラムおよび制御プログラムのダンプが、
ISPSTART TEST コマンドを指定することによって要求されていない場合) では、
次のようになります。
v 処理プログラムのタスクが異常終了した場合
– ダンプは取られない。
– 制御プログラムが、処理プログラムのメイン・ドライブを再度付加する
(ISPPMD)。
– 基本オプション・メニューが、論理画面用に再表示される。
v 制御プログラムのタスクが異常終了した場合
– ISPF は *** ISPF メイン・タスクが異常終了 *** のメッセージを出して終了
する。
– 制御が TSO に戻される。
– Enter キーを押すと、ダンプ・データ・セットが割り振られている場合には、
ダンプが取られる。
制御プログラムおよび処理プログラムのタスクは異常終了システム・サービスを出
し、特定の状況下でダンプが取られるようにします。 異常終了を出す ISPF モジュ
ールおよびそれに関連したコードと理由は、以下に示すとおりです。
様々な共通 ISPF サブルーチンでの ABEND0C1
いくつかの ISPF モジュールでは、予期しない状況が起こった時点で、無効
な操作コード (X’00’) を実行して、異常終了を強制的に行います。 このよ
うな状況が ISPF モジュール内で起こった場合には、IBM サポートまで連
絡してください。
ISPDVCGT、ISPDVCPT または ISPDVCFD での ABEND0C4
上記の異常終了は、ユーザー・プログラム内での VDEFINE および
VDELETE サービスの不一致が原因で、よく起こります。 VDEFINE サー
ビスは、ユーザー記憶域へのアドレス可能度を ISPF に与えます。 この記
憶域は、VDEFINE サービスが設定した変数が参照されるたびに、変数サー
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ビスによって使用されます。 この記憶域が解放され、システムに戻される
と、その記憶域がまだアクセス可能かどうかに応じて、ABEND0C4 が出さ
れます。 以下に示すのは、これらの異常終了において頻繁に見られる 2 つ
のシナリオです。
v プログラムは VDEFINE サービスを使用して、呼び出されたサブルーチ
ン内に変数を設定し、それ以降は、別のルーチンでこの変数を参照する
ISPF サービスを使用します。 呼び出されたサブルーチンが動的にロード
され、その記憶域が解放された場合には、このサブルーチンが VDEFINE
された変数を参照する際に、ABEND0C4 が起こる可能性があります。
v プログラムは VDEFINE サービスを使用して呼び出されたサブルーチン
内に変数を設定し、次に、SELECT サービスを使用せずに別のプログラ
ムを呼び出します。呼び出されるプログラムは、同じ名前で変数を
VDEFINE しますが、終了時にこれを VDELETE しません。 呼び出され
るプログラムが呼び出しプログラムに制御を戻した後で、呼び出しプログ
ラムが変数を参照した場合、ABEND0C4 が起こります。 VDELETE が行
われていないため、ISPF サービスは依然、呼び出されるプログラムが
VDEFINE した変数を参照します。
プログラムの意図が、メインでの同じ変数および呼び出されたルーチンを使
用することにある場合には、変数は主ルーチンにのみ VDEFINE します。
プログラムの意図が、変数を分離して、それが VDEFINE されるルーチン
内でのみ使用されるようにすることにある場合には、プログラムは終了前
に、変数を VDELETE する必要もあります。 ユーザーのアプリケーション
がこの問題を抱えているかどうかを診断するには、VDEFINE、VDELETE
および SELECT サービス (オプション 7.7.1) の機能追跡が大変役立ちま
す。
異常終了コード 111 または 222
上記の異常終了を起こすには、ユーザーは TEST モードで、以下のコマン
ドのうちの 1 つを ISPF コマンド行に入力することによって、処理プログ
ラムのダンプを要求しなければなりません。ユーザー完了コードを除いて、
以下の 2 つのコマンドは同様に機能します。
ABEND
ユーザー完了コード 111 を出して、ISPF を終了。
CRASH
ユーザー完了コード 222 を出して、ISPF を終了。
異常終了コード 988
無効な TSO 環境。 適切な TSO バージョンに関しては、ISPF 計画とカス
タマイズ を参照してください。
異常終了コード 997 (または X’3E5’)
TPUT が、0 または 8 以外の戻りコードを返しました。メッセージが表示
され、全画面を再表示するための試みがなされます。再表示が 2 度失敗す
ると、この異常終了が出されます。
異常終了コード 998 (または X’3E6’)
CONTROL ERRORS RETURN モードでない間に、ISPF が完全に初期設定
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される前に、ISPF の重大エラーが発生。 基本オプション・メニューで
Enter キーが押され、重大エラーが発生しないと、ISPF は完全に初期設定さ
れたと見なされます。
異常終了コード 999 (または X’3E7’)
この異常終了は、以下の理由により出されます。
v コマンド・プロセッサーに対して、機能プールが設定されていない。
たとえば、ISPF サービスを使用するコマンド・プロセッサーがオプショ
ン 6 または SELECT CMD を使用して呼び出されましたが、コマンド・
プロセッサーに機能プールがありません。 ユーザーは、X’40’ のフラグ
設定がオンの、ISPTCM のコマンド・プロセッサーの項目を持つ必要があ
ります。 X’40’ のフラグは、コマンドに機能プールが必要であることを
示します。 ISPTCM のカスタマイズに関する詳細は、ISPF 計画と手引
き を参照してください。
v エラーがすでに処理されている間に、別のエラーが発生。
ISPF はこの場合、異常終了コード 999 を出して、無限ループが起こらな
いようにします。
v ISPF の初期設定の間に、エラーが発生。
以下に例を示します。
– ISPF ライブラリー割り振りによる入出力エラー。たとえば、矛盾し
た、あるいは間違った DCB 属性を含む ISPSLIB、ISPPLIB、ISPMLIB
など。
– ISPF ライブラリー割り振りで、必要な ISPF ライブラリーがその連結
に含まれていない。 たとえば、ISPMLIB にユーザーのプロダクト・
ライブラリーは含まれているが、ISPF ライブラリーが含まれていな
い。

端末入出力エラー・コード
以下は、ISPF の使用中に起こりうる、端末入出力エラー・コードのリストです。
v ISPF 画面出力エラー・コード
41

TPUT の戻りコードが 0 または 8 でない。

v ISPF 画面入力エラー・コード
21

TGET の戻りコードが 0、4 または 8 以外。

22

入力ストリームが入力バッファー・サイズよりも大きいか、または 0。

23

未認識のアテンション ID (AID)。

24

入力 AID が無効。

25

入力ストリーム・サイズが入力 AID として無効。

26

入力カーソル位置が、物理画面内でない。

28

入力バッファー・フィールドの最初のバイトが SBA でない (入力データ
が無効)。

31

物理画面フィールドの前のバイトが、物理画面の終わりよりも後 (無効な
画面位置からの入力データ)。
第9章 診断ツールおよび情報

709

診断情報
32

物理画面の前のバイトが、バイト属性でない (無効な画面位置からの入力
データ)。

33

物理画面フィールドが、パネルに未定義 (無効な画面位置からの入力デー
タ)。

51

物理画面フィールド属性が、論理画面に見付からない。

52

論理画面フィールドの前のバイトが、入力属性でない。

55

物理画面サイズが、該当する論理画面サイズよりも大きい。

注:
1. 物理画面サイズは、初期設定中に ISPF によって判別されます。
2. 入力バッファー・サイズは、物理画面サイズに基づいた変数です。
3. 論理画面は物理画面と同サイズ、かつ、処理プログラムのタスクが画面 I/O 用
に使用するサイズです。 3290 が 62 X 160 の区画モードで実行されている場合
は、SPLITV コマンドは論理画面の幅を 80 にします。 3278 mod 5 が標準モー
ドで実行されている場合は、論理画面サイズは 24 X 80 です。
4. ISPF が分割画面モードで実行されている場合は、論理画面の一部だけが物理画
面に表示されます。 3290 が 62 X 160 の区画モードで実行されている場合に
は、水平分割行の位置によって、論理画面全体を表示することができます。
5. 入力バッファー・フィールドは SBA から次の SBA まで、または入力バッファ
ーの終わりまで、拡張されます。
6. 物理画面フィールドは、入力バッファー SBA で示される位置から、物理画面の
次の属性バイトの位置まで拡張されます。

レジスター連係の規則
ISPF は標準連係規則を使用します。
v SELECT PGM (プログラム名)
レジスター

意味

1

データが後に続く、パラメーター・データ (PARM キーワードか
ら) フィールド (ハーフワードの長さ) のアドレスを指す。

2 〜 12

未使用

13

72 バイトの保管域

14

戻りアドレス

15

入り口のアドレス / 出口の戻りコード

v ISPF 出口 / ISPLINK への呼び出し
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レジスター

意味

1

入り口のパラメーター・リストを指す。リスト内の各アドレスが
交互にパラメーターを指します。 ISPLINK の呼び出し側へ戻る
時に、ユーザーのパラメーター・リストが 2 番目のパラメーター
で開始します。 ISPF は ISPF 使用のために、ユーザーのパラメ
ーターの前にパラメーターを挿入してあります。

2 〜 12

未使用
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13

72 バイトの保管域

14

戻りアドレス

15

入り口のアドレス / 出口の戻りコード

v SELECT CMD(cmdname) cmdname は、コマンド・プロセッサーとして ISPF
によって付加されるプログラムのことです。
レジスター

意味

1

CPPL (コマンド・プロセッサー・パラメーター・リスト) を指
す。 CPPL は、それぞれにコマンド・バッファー、UPT、
PSCB、ECT を指す 4 つのアドレスのリストです。上記パラメー
ターの詳細説明は、TSO プログラミング・サービスの解説書を参
照してください。

2 〜 12

未使用

13

72 バイトの保管域

14

適用されない

15

出口の戻りコード

ISPF コード内で異常終了が発生した場合は通常、レジスター 12 は異常終了した
CSECT の入り口点を指します。

メッセージ ID の獲得
ISPF のエラー・メッセージに関連したメッセージ ID を獲得するには、ISPF TEST
モードでなければなりません。
以下の場合、ISPF は TEST モードです。
v ISPF が、ISPSTART、PDF または ISPF コマンドに指定された TEST、TESTX、
TRACE または TRACEX パラメーターで呼び出される場合、あるいは
v 復元 TEST/TRACE オプションがオプション 0 で選択されておらず、かつ、現行
の ISPF セッションのある時点で、オプション 7 のダイアログ・テストに入る場
合。
TEST モードでない場合には、画面を分割してオプション 7 のダイアログ・テスト
に入り、エラーを含む画面へ戻ります。
次の方式のどちらかを使用して、メッセージ ID を獲得することができます。
v エラー・メッセージを表示しているパネルで PRINT と入力する。 メッセージ ID
が、表示メッセージ・テキストおよび画面出力と一緒に、LIST データ・セットに
表示されます。 LIST データ・セットは、LIST コマンドを使用して印刷するこ
とができます。
v 表示されている短メッセージを用いる。
1. HELP に割り当てられている機能キー (省略時値は F1) を押すか、コマンド
行で HELP とキーインします。 これにより、エラーの長メッセージが表示さ
れます。
2. HELP に割り当てられている機能キーを押すか、またはもう一度コマンド行で
HELP とキーインして、エラーに関連した解説パネルを表示します。 解説パネ
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ルの最下位の行には、現行のパネル名、直前のパネル名、およびメッセージ
ID をリストするフィールドが含まれています。 LAST MSG= の後の値は、エラ
ーに関連したメッセージ ID です。

導入、保守および移行診断
以下に示す情報は、ユーザーが導入、保守、および移行を行う際に直面する可能性
のある、一般的な状況を示したものです。

導入および保守の一般的な問題
問題:

ISPF 呼び出しによる、ABEND0C4、ABEND0C1 などの予期できない結
果。

原因:

内部 LINK および LOAD が ISPF ISPLLIB DCB と併用されると、この問
題が起こります。

解決策:
STEPLIB を使用して、新しい保守、解放、または製品バージョンのテスト
を行い、かつ、ISPLLIB が割り振られている場合には、STEPLIB に割り振
られるデータ・セットは ISPLLIB にも割り振る必要があります。

問題:

STEPLIB に常駐する新しいレベルのコードが、実行するために表示されな
い。 たとえば、これには顧客アプリケーションに対する変更、新しいレベ
ルのコード、および PTF によって加えられた変更などが含まれます。

原因:

内部 LINK および LOAD が ISPF ISPLLIB DCB と併用されると、この問
題が起こります。

解決策:
STEPLIB を使用して、新しい保守、解放、または製品バージョンのテスト
を行い、かつ、ISPLLIB が割り振られている場合には、STEPLIB に割り振
られるデータ・セットは ISPLLIB にも割り振る必要があります。

問題:

HELP, KEYS または ISPPREP の呼び出しあるいは終了時に、異常終了が発
生。

原因:

LPA または LINKLIB に存在する古いレベルの ISPF のため。 ISPLLIB ま
たは STEPLIB を使用して、新しいリリースの ISPF に対してライブラリー
を割り振り、新しいレベルの ISPF ライブラリーを持たない ISPLLIB に対
して、LIBDEF が出されました。
初期設定時にすべての ISPF がロードされるわけではありません。たとえ
ば、ISPTUTOR は HELP が要求された時点で連係されます。 ISPLLIB の
LIBDEF の結果、内部検索順序により、ISPF 項目にロードされていない古
いレベルのモジュールが、LPA または LINKLIB から取り出されます。詳
細については、ISPF サービスの手引き の LIBDEF コマンドを参照してく
ださい。
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解決策:
ISPLLIB に対して出された LIBDEF に、新しいレベルの ISPF を組み込み
ます。

問題:

ユーザー・アプリケーションでの、ISPLINK または ABEND0C1 に対する
ABEND806

原因:

導入時に、ISPF の SMP/E 導入論理が、既存の ISPLINK ロード・モジュ
ールを削除したため。

解決策:
ユーザー・アプリケーションに ISPLINK を再リンク・エディットします。

バージョン 2 およびバージョン 3 からバージョン 4.1 への移行
問題:

プログラム ISRYXDR に関する ABEND806 を受信

原因:

ダイアログ・テスト機能は新しく、ISPF の一部となったので、
PGM(ISPYXDR) によって呼び出されます。ダイアログ・テスト機能は以前
は ISPF/PDF の一部で、ISR@PRIM パネルから PGM(ISRYXDR) を使用し
て呼び出されました。

解決策:
このリリースの ISPF と共に提供される ISP@PRIM または ISR@PRIM パ
ネルを使用するか、あるいは、ユーザー独自のカスタマイズされた
ISP@PRIM または ISR@PRIM パネルを修正します。 ダイアログ・テスト
選択を変更して、以下に示すように、ISRYXDR ではなく ISPYXDR を呼び
出します。
'PGM(ISPYXDR) PARM(ISR) NOCHECK' /* ISR@PRIM */
または、
'PGM(ISPYXDR) PARM(ISP) NOCHECK' /* ISP@PRIM */

問題:

ロード・モジュール IGC0009C および IGC0009D での異常終了

原因:

ISPF を TSO/E と同じゾーンに導入することが失敗すると、提供の ISPF
SVC 93 および SVC 94 出口 (ISPSC93、ISPSC94) が、適切なリンク・エ
ディット情報を持たずに、SVC 93 および SVC 94 ロード・モジュールを
作成することになります。
IGC0009C または IGC0009D (あるいはその両方) の正しいバージョンの使
用のエラー。

解決策:
TSO/E、ISPF および ISPF/PDF はすべて、同じゾーンに導入する必要があ
ります。 正しいバージョンがテスト・システムから実動システムへ複写さ
れたことを確認します。

問題:

ISPP150 パネル ’名前’ エラー ″)END″ が見付からないままファイルの終わ
りに到達しました。
または、
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SPP121 パネル ’名前’ エラー パネル定義が長過ぎます。画面サイズを超え
ています。 KEYLIST を入力する場合、ISPF パネルでフィールド・レベル
のヘルプを要求する場合、あるいは、DTL を使用して作成されたパネルを
表示する場合。
原因:

これらのメッセージは、ISPPLIB 連結に GML ライブラリーがあること、
あるいは、パネル・ライブラリーに GML ソース・コードがあることが原
因で、頻繁に出されます。

解決策:
ISPPLIB 連結を検査して、ISPF 提供の GML ライブラリーが連結されてい
ないことを、最初に確認してください。 ISPF 提供の GML ライブラリー
は、どの ISPF ライブラリー連結内にあってもなりません。 ISPPLIB 連結
のライブラリーに、GML ソース・コードが含まれていないことを確認して
ください。

問題:

ISPF バージョン 3 の特定のコマンド、たとえば、WINDOW、COLOR、
CUAATTR、EXIT、CANCEL、ACTIONS、KEYSHELP、KEYLIST、
EXHELP、FKA、および ISPDTLC が有効なコマンドとして認識されない
か、または、これらのコマンドとして定義されている機能キーが適切に機能
しません。

原因:

上記のコマンドを出すユーザー、または、これらのコマンドとして定義され
ている機能キーを押すユーザーは、ISPTLIB 連結に ISPCMDS の私用の複
写を持っています。ユーザーの私用複写に、これらの提供コマンドの一部ま
たはすべてが欠落しているか、あるいは、以前のバージョンまたはリリース
の ISPF のコマンド・テーブルを使用している可能性があります。

解決策:
このような問題を抱えているユーザーは、ISPCMDS の私用コピーを ISPF
4.1 提供のコピーに置換するか、あるいは、私用 ISPCMDS に欠落している
コマンドを指定して更新します。

問題:

次のようなエラー・メッセージを受信: ’プロファイルが見付からない。
VAR ’ZERRMSG’ の ISRPROF テーブルにアクセス不可’ あるいは
ABEND3E7 や ABENDU999。

原因:

バージョン 3 はプロファイルにより多くのメンバーを追加するため、ディ
レクトリー・スペースが不足しているか、あるいは、ISPTLIB のログオン割
り振りが、古いバージョン 2 またはバージョン 3 のテーブル・ライブラリ
ーを指している可能性があります。 この症状をもたらす別の一般的な原因
としては、ISPF ロード・モジュールの ISPTASK をリンク・エディットす
るアプリケーションが、新しいバージョンの ISPTASK を導入した後で、再
リンク・エディットされていないことがあります。

解決策:
プロファイル・データ・セットにより大きいディレクトリー・ブロックを追
加して、ISPKEYS を含むバージョン 4.1 のテーブル・ライブラリーが
ISPTLIB 連結にあることを確認します。 新しいリリースの ISPF の導入
後、あるいは、ISPTASK を更新する保守の導入後に、ISPTASK をリンク・
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エディットするアプリケーションが再リンク・エディットされていることを
検査します。

問題:

ISPF クライアント / サーバーを使用するワークステーション接続を指定し
て ISPF セッションの開始を試みた結果、次のようなエラー・メッセージが
出された: CSV003I の要求モジュール LSCSIO がありません。 +LSCX012
が実行時 I/O ルーチンをロードできないので、実行の継続は不可能。

原因:

ライブラリー SISPSASC は、通常の MVS ロード・モジュール検索順序で
はありません。このライブラリーは、ISPLLIB 割り振りを使用して検索でき
ません。 これは STEPLIB または LNKLST になければなりません。

解決策:
SISPSASC ライブラリーを STEPLIB または LNKLST に入れます。
SISPSASC に関する詳細は、ISPF 計画およびカスタマイズ の解説書を参照
してください。
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