
OS/390

MVS システム・コード

GC88-6591-09

(英文原典：GC28-1780-13)

���





OS/390

MVS システム・コード

GC88-6591-09

(英文原典：GC28-1780-13)

���



お願い
本書、および本書で記述する製品をご使用になる際は、事前に 355ページの『付録. 特記事項』をお読みください。

本書は、GC88-6591-08 を大幅に改訂したものです。

本書は、OS/390 バージョン 2 (5647-A01)、OS/390 第 1 版 (5645-001)、MVS/ESA システム・プロダクト第 5 版
(5655-068 または 5655-069) に適用されます。また、本書の改訂版などで特に断りのない限り、後続のすべてのリリ
ースにも適用されます。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

http://www.ibm.com/jp/manuals/ の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

　原　典： GC28–1780–13

OS/390

MVS System Codes

　発　行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

　担　当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2000.10

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角
ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、（財）日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。
フォントとして無断複製することは禁止されています。

　　注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1988, 2000. All rights reserved.

Translation: © Copyright IBM Japan 2000

注注注注: この PDFは同じ資料番号のドキュメントを日本語検索可能にしたものです。以前のものと内容に違いはありません。 



目次

本書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
本書の対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
本書の使用法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
コードの説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
本書におけるシステム・コードの説明形式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
ユーザー完了コードが記載されている資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

その他の情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

変更の要約 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

第1章 はじめに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
完了コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
タスクまたはアドレス・スペースの異常終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
システム・サービスの異常終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
フォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
コードの入手元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
サブタスクの異常終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

待ち状態コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
スタンドアロン・ダンプ・プログラムからの待ち状態コード . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
IPCS ユーザー完了コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

第2章 システム完了コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

第3章 待ち状態コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

第4章 システム完了コードとモジュールの関連表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

第5章 待ち状態コードとモジュールの関連表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

第6章 スタンドアロン・ダンプ待ち状態コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

第7章 IPCS ユーザー完了コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

付録. 特記事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

© Copyright IBM Corp. 1988, 2000 iii

||



iv OS/390 V2.10 MVS システム・コード



本書について

本書では、OS/390 のコンポーネント、製品、およびサブシステムから出されるシステム完了コードと待ち
状態コードについて説明しています。本書は、システム完了コードおよび待ち状態コードを解釈して、それ
らに対処する場合に役立ちます。

システム完了コードは、異常終了コード とも呼ばれます。

本書の対象読者
OS/390 MVS システム・コード は、システムから異常終了コードおよび待ち状態コードを受け取るすべて
の方々を対象としています。通常、以下の作業を行うシステム・オペレーター、システム・プログラマー、
およびアプリケーション・プログラマーが対象となります。
v オペレーティング・システムおよびそのサブシステムを初期設定する。
v システムの正常な稼働を維持する。
v システムの問題を診断し、訂正する。
v 問題プログラムのエラーを診断し、訂正する。

本書の使用法
OS/390 MVS システム・コード の内容は、次のとおりです。

v システム / ユーザー完了コードおよび待ち状態コードのフォーマットの概要

v システムのコンポーネント、製品、およびサブシステムから出されるシステム完了コードの説明

v システム作動時にロードされる待ち状態コードの説明

v スタンドアロン・ダンプ・プログラムの作動時にロードされる待ち状態コードの説明

コードの説明
各章では、それぞれのタイプのコードが 16 進コード順に配列されています。各コードの説明には、以下の
情報が含まれています。

v コードが出された理由。

v コードを出したコンポーネント、サブシステム、または製品。

v システムによってとられた処置。

v オペレーター、ユーザー、アプリケーション・プログラマー、またはシステム・プログラマーがそのコ
ードに対処するために行うことのできる推奨処置 (該当する処置がある場合)。

システム・プログラマー応答は、システム・プログラマーが OS/390 MVS 診断 : 手順 に記載されている
所定の診断をすでに行ったことを前提としています。

© Copyright IBM Corp. 1988, 2000 v



本書におけるシステム・コードの説明形式
以下に、本書においてシステム・コードがどのように記述されているかを、項目ごとに説明します。

説明 異常終了の意味（システムがその異常終了を出した理由を含む。）

システムの処置

v 異常終了により報告されたシステムの状態の結果としてシステムがとった処置。システムの状態
には、ストレージの使い尽くし、ハードウェアまたはソフトウェアの障害、その他の状態があり
ます。

v ユーザー入力の結果としてシステムがとった処置。ユーザー入力には、システム・コマンド、シ
ステムで実行するジョブ、トランザクション、照会、あるいはその他のユーザーとシステム間の
対話があります。

オペレーターの応答
システム・オペレーターに対する指示で、場合によっては、行うべき決定やとるべき処置が含まれ
ます。

システム・コンソールに出力される異常終了についてのみ示されます。

ユーザーの処置
エンド・ユーザーに対する指示。

アプリケーション・プログラマーの応答
アプリケーション・プログラマーに対する指示。

システム・プログラマーの応答
システム・プログラマーに対する指示。

オペレーターの応答、ユーザーの処置、アプリケーション・プログラマーの応答のほかに追加の処
置が必要な異常終了についてのみ示されます。

ストレージ管理者の応答
DFSMSdfp ストレージ管理者に対する指示。

セキュリティー管理者の応答
セキュリティー管理者に対する指示。

セキュリティー関連の異常終了についてのみ示されます。

問題判別
問題の原因を判別し、問題データベースを検索し、必要であれば、IBM サポート・センターに問題
を報告するための追加の指示。これらの指示は、システム・プログラマーやシステム管理者、経験
を積んだセキュリティー管理者、または経験を積んだストレージ管理者のような、問題のトラブル
シューティングができるカスタマー・サポート担当者を対象にしています。

問題判別手順を実行する際の追加情報については、OS/390 MVS 診断 : 手順 および以下のよう
な、異常終了を出しているプロダクトまたはエレメントに関する適切な診断ガイドを参照してくだ
さい。

v DFSMS/MVS diagnosis guides and references

v OS/390 JES2 Diagnosis

v OS/390 JES3 Diagnosis

v RMF Diagnosis Guide

発行元 異常終了を出したエレメント、プロダクト、またはコンポーネント。
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検出するモジュール
異常終了が出される原因となった状態を検出したモジュール (複数の場合もある) の名前。

ユーザー完了コードが記載されている資料
OS/390 MVS システム・コード には、一部の IBM 提供のコンポーネント、サブシステム、または製品か
ら出される 4 桁の 10 進数 のユーザー完了コードは記載されていません。これらのコードは、これらのコ
ードを出すコンポーネント、サブシステム、または製品の資料に記載されています。インストール先で作成
したプログラムから出されるコードは、IBM の資料には記載されていません。

その他の情報
本書で他の資料の情報を参照する場合は、その資料の短縮資料名を使用しています。 OS/390 の一部であ
るすべての製品の資料の正式資料名と資料番号については、OS/390 情報ロードマップ を参照してくださ
い。

以下の表は、その他の IBM 製品の資料の資料名と資料番号を示しています。

資料名 資料番号

IBM Graphics Access Method/System Product: Messages and Codes SC33-0143

IBM Enterprise Systems Architecture/390 Principles of Operation SA22-7201

IBM ESA/370 解説書 N:SA22-7200

Print Services Access Facility for MVS User’s Guide and Reference S544-3100

本書について vii
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変更の要約

OS/390 バージョン 2 リリース 10 用の資料
GC88-6591-09 (英文原典 : GC28-1780-13) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 バージョン 2 リリース 9 をサポートする、GC28-1780-12 に記載されていた情報が含
まれています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用の・システムの自動化パッケージが影響を受
ける場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するよう
にしてください。

新しい情報

viページの『本書におけるシステム・コードの説明形式』のセクションが新しく追加されました。

以下の待ち状態コードは、新しいものです。
v 009

変更された情報

以下のシステム完了コードが変更されました。
v 05C

v 070

v 0BA

v 0F9

v 133

v 18F

v 1C5

v 233

v 32E

v 40D

v 422

v 5C4

v 806

v 822

v 9C4

v B78

v EC6

以下の待ち状態コードが変更されました。
v 02E

v 084

また、以下のセクションが変更されました。
v システム完了コードとモジュールの関連表
v 待ち状態コードとモジュールの関連表

© Copyright IBM Corp. 1988, 2000 ix
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本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。本文または図の中で技術上の変更または追
加が行われた個所は、その左側の縦線で示されています。

OS/390 バージョン 2 リリース 9 用の資料
GC28-1780-12 に関する
変更の要約 (2000 年 6 月更新)
オンライン SK2T-6700-17 専用

以下の変更は、この資料のオンライン・バージョンにだけ関係します。本文または図の中で変更が行われた
個所は、その左側の縦線 ( | ) で示されています。

この改訂版には、サービス項目および保守に関する情報の削除、追加、または変更が反映されています。

OS/390 バージョン 2 リリース 9 用の資料
GC88-6591-08 (英文原典 : GC28-1780-11) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 2 版 リリース 8 をサポートする GC28-1780-10 に記載されていた情報が収められ
ています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

新しい情報

以下のシステム完了コードは、新しいものです。
v BC2

v CC2

変更された情報

以下のシステム完了コードが変更されました。
v 01D

v 023

v 0F4

v 0F7

v 18F

v 1C5

v 1FB

v 3C4

v 553

v 5C4

v 72A

v AC7

v EC6

v Fnn

以下の待ち状態コードが変更されました。
v 004

v 005

v 017
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v 01C

v 030

v 032

v 033

v 040

v 044

v 054

v 055

v 064

v 073

v 083

v 084

v 08A

v 09x

v 0A3

v 0B0

v 0B1

v 0E8

v 114

v 201

v A71

v A7A

v D0D

また、以下のセクションが変更されました。
v 待ち状態コード

本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。本文または図の中で技術上の変更または追
加が行われた個所は、その左側の縦線で示されています。

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC28-1780-10 に関する
変更の要約 (1999 年 12 月更新)
オンライン SK2T-6700-15 専用

以下の変更は、この資料のオンライン・バージョンにだけ関係します。本文または図の中で変更が行われた
個所は、その左側の縦線 ( | ) で示されています。

この改訂版には、サービス項目および保守 (以下の APAR を含む) からの情報の削除、追加、または変更
が反映されています。
v OW36099

v OW38034

v OW39236

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-07 (英文原典 : GC28-1780-09) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 2 版 リリース 7 をサポートする GC28-1780-08 に記載されていた情報が収められ
ています。

変更の要約 xi



本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。本文または図の中で技術上の変更または追
加が行われた個所は、その左側の縦線で示されています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW32574

v OW36220

v OW37334

新しい情報 :

以下のシステム完了コードは、新しいものです。
v 1C2

v 2C2

v 3C2

v BC3

変更された情報 :

以下のシステム完了コードが変更されました。
v 00C

v 026

v 05C

v 068

v 09A

v 178

v 18F

v 1FB

v 278

v 283

v 378

v 478

v 5C4

v 5C6

v A78

v AC7

v D23

以下の待ち状態コードが変更されました。
v 032

v 0A3

v A7A

以下のスタンドアロン・ダンプ待ち状態コードが変更されました。
v 31

xii OS/390 V2.10 MVS システム・コード



v 32

v 33

v 34

v 35

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC28-1780-08 に関する
変更の要約 (1999 年 6 月更新)
オンライン SK2T-6700-13 専用

以下の変更は、この資料のオンライン・バージョンにだけ関係します。本文または図の中で変更が行われた
個所は、その左側の縦線 ( | ) で示されています。

この改訂版には、サービス項目および保守 (以下の APAR を含む) からの情報の削除、追加、または変更
が反映されています。
v OW32574

v OW37334

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-06 (英文原典 : GC28-1780-07) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 2 版 リリース 6 をサポートする GC28-1780-06 に記載されていた情報が収められ
ています。

本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW32704

v OW31978

v OW31978

v OW26737

v OW35843

v OW36474

新しい情報 :

以下のシステム完了コードは、新しいものです。
v E06

以下の待ち状態コードは、新しいものです。
v 206

変更された情報 :

変更の要約 xiii



以下のシステム完了コードが変更されました。
v 023

v 069

v 0A7

v 0A8

v 0A9

v 0AB

v 0AC

v 0AD

v 0B0

v 0F7

v 16E

v 30A

v 40D

v 422

v 4C6

v 60D

v 738

v 806

v 9C4

v 906

v CC5

v DC5

v EC5

v EC6

以下の待ち状態コードが変更されました。
v 05E

v 088

v 0A3

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC28-1780-06 に関する
変更の要約 (1998 年 12 月更新)
オンライン SK2T-6700-11 専用

以下の変更は、この資料のオンライン・バージョンにだけ関係します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW26737

v OW31978

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-05 (英文原典 : GC28-1780-05) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 2 版 リリース 5 をサポートする GC88-6591-04 (英文原典 : GC28-1780-04) に記載
されていた情報が収められています。
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本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW28330

新しい情報 :

以下のシステム完了コードに新しい理由コードが追加されました。
v 00C

v 01D

v 026

v 08B

v 3C6

v 422

v 6C5

v AC7

v EC7

変更された情報 :

以下のシステム完了コードの情報が変更されました。
v 0Cx - 異常終了コードが変更されています。
v AC7 - 理由コードが変更されています。

以下のトピックに変更が加えられました。
v OpenEdition という名称が OS/390 UNIX システム・サービスという名称に変更されたことに関連して、

OS/390 OpenEdition も OS/390 UNIX システム・サービスまたはその略称である OS/390 UNIX に変更
されています。メッセージ、パネル・テキスト、および他のコードの中で、OS/390 UNIX システム・サ
ービスとともに OpenEdition が使用される場合もあります。

IEEE 浮動小数点を完全にサポートするには、OS/390 リリース 6、および一部のソフトウェアの特定リリ
ースに PTF を適用する必要があります。IEEE 浮動小数点に関するソフトウェア要件については、OS/390

インストール計画を参照してください。

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-04 (英文原典 : GC28-1780-04) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 2 版 リリース 4 をサポートする GC88-6591-03 (英文原典 : GC28-1780-03) に記載
されていた情報が収められています。

本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。
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新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW21321

新しい情報 : 以下のシステム完了コードに新しい理由コードが追加されました。
v AC7

v EC6

v 00C

v 026

v 0F1

v 18F

変更された情報 : 以下のトピックに変更が加えられました。
v システム完了コードとモジュールの関連表

以下のものはこの改訂で変更されました。

SCC 0AB
説明が変更されています。

SCC 0B1
説明が変更されています。

SCC 0D4
説明とシステム処置が変更されています。

SCC 0D5
説明とシステム処置が変更されています。

SCC 0D6
説明が変更されています。

SCC 0D7
説明、システム処置、およびシステム・プログラマー応答が変更されています。

SCC 0D8
説明が変更されています。

SCC 0E0
説明が変更されています。

SCC 16D
システム・プログラマー応答が変更されています。

WSC 025
オペレーター応答が変更されています。

WSC 035
オペレーター応答が変更されています。

WSC 054
オペレーター応答が変更されています。
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WSC 055
オペレーター応答が変更されています。

WCC 074
オペレーター応答が変更されています。

WSC 0B1
説明が変更されています。

WSC 0B3
説明が変更されています。

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-03 (英文原典 : GC28-1780-03) に関する
変更の要約 (1997 年 12 月更新)
オンライン SK2T-6700-07 専用

以下の変更は、この資料のオンライン・バージョンにだけ関係します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW19368

v OW22516

v OW24532

v OW24703

v OW25342

v OW26322

v OW27279

v OW27405

v OW28330

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-03 (英文原典 : GC28-1780-03) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 1 版 リース 3 をサポートする GC88-6591-02 (英文原典 : GC28-1780-02) に記載さ
れていた情報が収められています。

本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW20124

v OW22516

v OW23383

v OW24703

v OW27292
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OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-02 (英文原典 : GC28-1780-02) に関する
変更の要約 (1997 年 6 月更新)
オンライン SK2T-6700-05 専用

以下の変更は、この資料のオンライン・バージョンにだけ関係します。

新しい情報
v システム異常終了コード X'026' に新しい理由コードが追加されました。
v システム異常終了コード X'5C4' が追加されました。
v システム異常終了コード X'AC7' に新しい理由コードが追加されました。
v システム異常終了コード X'EC7' に新しい理由コードが追加されました。

変更された情報
v システム完了コード X'053' が変更され、理由コード 0112 に対する変更を反映しています。

また、この改訂版には、各種の保守項目をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されて
います。

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-02 (英文原典 : GC28-1780-02) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 1 版 リリース 2 をサポートする GC88-6591-01 (英文原典 : GC28-1780-01) に記載
されていた情報が収められています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

この改訂版には、以下の APAR をサポートするための情報の削除、追加、または変更が反映されていま
す。
v OW15587

v OW22259

v OW22381

v OW23882

新しい情報
v システム異常終了コード X'09B' が追加されました。
v システム異常終了コード X'3C4' が追加されました。
v システム異常終了コード X'6C4' が追加されました。
v システム異常終了コード X'EC4' が追加されました。
v システム異常終了コード X'026' に新しい理由コードが追加されました。
v 待ち状態コード X'0A7' が追加されました。

変更された情報
v システム異常終了コード X'0F4' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。
v システム異常終了コード X'09B' が更新され、新しい理由コードが追加されました。
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OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-01 (英文原典 : GC28-1780-01) に関する
変更の要約

本書には、OS/390 第 1 版 リリース 1 をサポートする GC88-6591-00 (英文原典 : GC28-1780-00) に記載
されていた情報が収められています。

本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。

新規、変更、あるいは削除されたメッセージによって、ご使用のシステムの自動化パッケージが影響を受け
る場合があります。ご使用のシステムの自動化パッケージを、これらの変更に合わせて必ず更新するように
してください。

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

新しい情報
v システム異常終了コード X'00C' に新しい理由コードが追加されました。
v システム異常終了コード X'4C5' が追加されました。
v システム異常終了コード X'5C6' が追加されました。
v システム異常終了コード X'6C6' が追加されました。
v システム異常終了コード X'9C4' が追加されました。

変更された情報
v システム異常終了コード X'09A' は、GQSCAN の呼び出し側に伝搬されなくなりました。GQSCAN マ
クロでは、理由コード A1xx と A228 が削除され、新しい理由コードで置き換えられました。

v システム異常終了コード X'055' に新しい理由コードが追加されました。
v システム待ち状態コード X'0A3' に新しい理由コードが追加されました。
v システム異常終了コード X'0B6' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。
v システム異常終了コード X'Fnn' が更新され、そのシステム・プログラマー応答に変更内容が反映されま
した。

v 待ち状態コード X'05F' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。
v 待ち状態コード X'5C7' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。

OS/390 第 1 版 リリース 1 用の資料
GC88-6591-00 (英文原典 : GC28-1780-00) に関する
変更の要約

本書には、MVS/ESA システム・プロダクト 第 5 版 をサポートする MVS/ESA システム・コード 、
GC88-6309 (英文原典 : GC28-1486) に記載されていた情報が収められています

旧版に加えられた変更を以下に要約します。

新しい情報
v システム異常終了コード X'026' に新しい理由コードが追加されました。
v システム異常終了コード X'047' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。
v システム異常終了コード X'05C' に新しい理由コードが追加されました。
v システム異常終了コード X'0D3' が追加されました。
v システム異常終了コード X'9C5' が追加されました。
v システム異常終了コード X'D22' に新しい理由コードが追加されました。
v 待ち状態コード X'07E' が追加されました。

変更された情報
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v システム異常終了コード X'07D' が更新され、そのシステム・プログラマー応答に変更内容が反映されま
した。

v システム異常終了コード X'333' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。
v システム異常終了コード X'40D' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。
v システム異常終了コード X'AC7' が更新され、その説明とシステム処置に変更内容が反映されました。
v 待ち状態コード X'019' が更新され、その説明に変更内容が反映されました。

本書には、用語、小さな修正、編集上の変更が含まれています。
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第1章 はじめに

この章では、システム完了コード、ユーザー完了コード、および待ち状態コードについて紹介します。

完了コード
システムまたはアプリケーション・プログラムでは、タスク、アドレス・スペース、またはシステム・モジ
ュールによる処理を異常終了させるときに、完了コードを出します。この完了コードは異常終了の理由を示
します。完了コードは、以下のマクロで指定することができます。
v ABEND マクロ
v CALLRTM マクロ
v SETRP マクロ

タスクまたはアドレス・スペースの異常終了
システムが問題を検出した場合

システムは、タスクまたはアドレス・スペースが処理を継続して有効な結果を出すことができないと判断す
ると、そのタスクまたはアドレス・スペースを異常終了させます。

たとえば、あるタスクが、システム・サービスに対する要求を誤って指定しているとします。この場合、シ
ステムは、誤った入力を使用してサービスを実行することはできないので、サービスを要求しているタスク
を異常終了させます。サービスを要求しているタスクは、 呼び出し側 とも呼ばれます。

ハードウェアが問題を検出した場合

システムは、タスク内のエラーを示すハードウェア生成の割り込みの発生後に制御を受け取ったときも、そ
のタスクを異常終了させ、完了コードを出します。

たとえば、ストレージ・キー 7 で実行中のアプリケーション内の命令が低位の中央記憶装置 (これは常に
ストレージ・キー 0 にある) に分岐するとします。この場合、ストレージ・キーの違いが原因で記憶保護
例外が発生します。システムは、このアプリケーションのタスクを異常終了 X'0C1' で終了させることによ
って、このハードウェア障害から回復します。アプリケーションにリカバリー・ルーチンがあれば、システ
ムはそのルーチンに制御を与えます。リカバリー・ルーチンでは、アプリケーションで使用していたリソー
スを終結処理し、ダンプを要求することができます。

アプリケーションが問題を検出した場合

アプリケーション・プログラムは、処理を継続して有効な結果を出すことができないと判断すると、自分自
身を異常終了させます。

たとえば、連続した加算を実行して合計を計算するアプリケーションがあるとします。このアプリケーショ
ンでは、それぞれの加算が終わるごとに、新しい合計を限界値に照らして検査するものとします。合計が限
界値を超えていると、アプリケーションは ABEND マクロを出して異常終了し、かつ ABEND ダンプを要
求することもあります。 ABEND マクロではユーザー完了コードを指定します。

システム・サービスの異常終了
サービス要求ブロック (SRB) で表されるシステム・サービスで問題が発生すると、システムは、そのサー
ビスのリカバリー・ルーチンに制御を与えます。リカバリー・ルーチンでは、SETRP マクロを出して、シ
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ステム診断作業域 (SDWA) にシステム完了コードを入れることができます。この場合、システム・サービ
スは処理を停止します。システム・サービスがタスクからの要求を処理していた場合、システムは、上記と
同じシステム完了コードを出してタスクを異常終了させます。

別のタスクはこのシステム・サービスを要求して処理を実行できることに注意してください。

フォーマット
完了コードのフォーマットは以下のとおりです。
v システム完了コード (または異常終了コード) : 3 桁の 16 進数字
v ユーザー完了コード : 4 桁の 10 進数字

注: 本書に記載されているのはシステム完了コードだけであり、ユーザー完了コードは記載されていませ
ん。ユーザー完了コードについては、ユーザー完了コードを出す IBM 提供のコンポーネント、サブシ
ステム、または製品の資料に記載されています。 IPCS ユーザー完了コードは OS/390 MVS Diagnosis:

Reference に記載されています。インストール先で作成したプログラムから出されるコードは、IBM の
資料には記載されていません。

コードの入手元
コードは、以下のものから入手できます。
v 異常終了時に出されたメッセージ。
v 異常終了時に出された ABEND ダンプ (出された場合) のヘッダー。
v 検索引き数、および場合によっては異常終了時に出された SVC ダンプ (出された場合) のタイトル。
v 異常終了について書き込まれた LOGREC データ・セット・エラー・レコード内の検索引き数。
v システム診断作業域 (SDWA)。
v CMC キーワードを指定した EXTRACT マクロを使用して、終了したタスクの完了コードを調べる。

サブタスクの異常終了
ジョブ・ステップ内の最上位レベルのタスクが異常終了すると、そのジョブ・ステップは異常終了します。

サブタスクが異常終了すると、そのサブタスク自身と、そのサブタスクのすべてのサブタスクが終了しま
す。サブタスクの異常終了を示す異常終了コードは、以下の方法で入手できます。
v そのサブタスクを生成したタスクで指定されたイベント制御ブロック (ECB) を調べる。
v CMC キーワードを指定した EXTRACT マクロを出す。

下位レベルのサブタスクが異常終了した場合に、ジョブ・ステップ全体を異常終了させるには、以下の 2

つの方法があります。

v ジョブ・ステップのタスク・チェーン内の各タスク (ジョブ・ステップ・タスクも含めて) は、自身のい
ずれかのサブタスクからの異常終了コードを検出した場合は、自分自身を異常終了させなければなりま
せん。元のエラーの異常終了コードをジョブ・ステップの終了に反映させるために、各タスクは、自身
のサブタスクからの異常終了コードを自分自身の異常終了コードとして使用する必要があります。

v サブタスクで ABEND マクロに STEP パラメーターを指定すれば、そのサブタスクがジョブ・ステップ
全体を異常終了させることができます。
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待ち状態コード
待ち状態コードは、オペレーティング・システムが待ち状態に入ったときのプログラム状況ワード (PSW)

に入っています。コード化された待ち状態を示す有効な PSW の一般フォーマットは、次のいずれかで
す。

v X'000A0000 xrrrrwww'

v X'000A0000 xrr00www'

v X'000A0000 x0rrrwww'

v X'000A0000 xrrr0www'

000A0000
ビット 12 ～ 15 は A です (CMWP ビット -- 'C' ビットと 'W' ビットがオンです)。

x ビット 32 ～ 35。待ち状態情報の一部ではありません。

rrrr、rr00、0rrr、rrr0
ビット 36 ～ 51。r は 8/12/16 ビットの理由コードで、0 はゼロです。

待ち状態コードと一緒に出される補足コードです。

補足コードのサイズと位置は、待ち状態によって決まります。

通常、補足コードは理由コードです。待ち状態コードによっては、PSW 内に補足コードがないものも
あります。詳しくは、それぞれの待ち状態コードの説明を参照してください。

www
ビット 52 ～ 63。

待ち状態コード。本書には、IBM 提供の待ち状態コードが示されています。インストール先で作成し
たプログラムでは、待ち状態コード X'FF0' ～ X'FFE' を使用することができます。これらのコードに
ついては、インストール先で用意した情報を参照してください。

作業なしの待ち

作業がリソース待ちであるか、またはシステム・キューに作業が残っていないかのいずれかの理由で、ディ
スパッチされるのを待っている作業がシステムに存在せず、それが原因でシステムが停止している場合、
PSW には以下の値が入っています。

X'070E0000 00000000'

作業なしの待ちは、エラーを反映していない場合があります。停止または待ちの診断については、OS/390

MVS 診断 : 手順 を参照してください。

スタンドアロン・ダンプ・プログラムからの待ち状態コード
スタンドアロン・ダンプの待ち状態コードの読み方については、341ページの『第6章 スタンドアロン・ダ
ンプ待ち状態コード』を参照してください。

IPCS ユーザー完了コード
IPCS は、IBM 提供の IPCS コードまたはインストール・システム出口ルーチンのいずれかでエラーを検
出すると、4 桁の 10 進数のユーザー・コードを出します。詳しくは、349ページの『第7章 IPCS ユーザ
ー完了コード』を参照してください。

第1章 はじめに 3
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第2章 システム完了コード

001

説明: BDAM、BISAM、BPAM、BSAM、QISAM、または QSAM の処
理中に、入出力エラー条件が検出されました。

この完了コードが出される可能性があるのは、CLOSE 処理でボリュー
ムの終わり (EOV) を呼び出し、EOV 処理でスペース不足条件を検出し
た場合です。終了したタスクの説明については、OS/390 MVS システ
ム・メッセージ 第 4 巻 (IEC-IFD) に記載されているメッセージ
IEC020I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC020I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

002

説明: リターン・コードが 2C 以外の場合は、制御プログラムが
BSAM または QSAM を使用して順次データ・セットを処理していると
き、または直接編成データ・セットを作成しているときに、エラーが発
生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC036I が
出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15

に入っているリターン・コードの説明については、メッセージ IEC036I

の説明を参照してください。

リターン・コードが 2C の場合は、制御プログラムが QISAM ロード・
モードで ISAM データ・セットをオープンしているときに、エラーが発
生しました。シリンダーあふれ用に指定したトラックが多すぎたか、
DCB BLKSIZE が DCB LRECL の倍数になっていなかったか、DCB

BLKSIZE がトラック・サイズより大きかったことが原因と考えられま
す。

システムの処置: リターン・コードが 2C 以外の場合は、関連する制御
ブロックが GTF トレース・データ・セットに書き込まれ、ユーザーの
DCB ABEND 出口 (用意されている場合) が実行され、メッセージ
IEC036I が出されます。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
し、問題を再現してください。メッセージ AHL100A に以下のように応
答してください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: リターン・コードが 2C 以外の場合の適切な処置
については、メッセージ IEC036I を参照してください。リターン・コー
ドが 2C の場合は、DCB マクロ命令の CYLOFL オペランドを正しい
トラック数に変更するか、または DCB BLKSIZE を訂正してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

003

説明: BSAM または QSAM のいずれかを使用してブロックの終わり
処理を行っているときに、エラーが発生しました。このエラーは、3525

関連のデータ・セットに対する入出力マクロ命令が正しいシーケンスで
実行されなかったことが原因で発生しました。

レジスター 15 に、エラーの性質を示す 16 進数の理由コードが入って
います。

コード 説明

01 READ シーケンス・エラー

02 PUNCH シーケンス・エラー

03 PRINT シーケンス・エラー

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: 入出力マクロ命令を正しいシーケンスで指定した
上で、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: DFSMSdfp

004

説明: BSAM または QSAM のいずれかを使用して OPEN 処理を行っ
ているときに、エラーが発生しました。DCB のパラメーター (FUNC ま
たは関連するパラメーター) の指定が矛盾しているか、誤っていること
が原因です。レジスター 15 に、エラーの性質を示す 16 進数の理由コ
ードが入っています。

コード 説明

01 誤った DCB FUNC パラメーターが指定されています。

02 DCB FUNC パラメーターと CNTRL マクロが誤った組み合
わせで指定されています。

03 矛盾したアクセス方式が指定されています。

04 3505 または 3525 について DCB の指定が誤っています。

05 光学式マーク読取機構 (OMR) で誤った書式カードまたは装
置が指定されています。

06 SYS1.IMAGELIB データ・セット内にデータ保護イメージが
見付からないか、SYS1.IMAGELIB が入っているボリューム
が取り付けられていないか、SYS1.IMAGELIB データ・セッ
トがカタログされていないかのいずれかです。

システムの処置: どの場合も、システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: どの場合も、DCB マクロ命令の誤ったフィール
ドを訂正した上で、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
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ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: DFSMSdfp

005

説明: このエラーは、BSAM を使用した READ 処理で、DECB が誤
っていることが原因で発生しました。このシステム完了コードと一緒
に、メッセージ IEC041I が出されます。終了したタスクに関する詳しい
情報、およびリターン・コードの説明については、メッセージ IEC041I

の説明を参照してください。

システムの処置: タスクは終了します。

プログラマーの応答: 必ず RBL タイプの読み取りを使用するととも
に、DECB が有効になるように区域アドレスとヘッダー・アドレスのパ
ラメーターを指定してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: DFSMSdfp

008

説明: このエラーは、SYNAD ルーチンの処理中に発生しました。
SYNAD ルーチンには、BSAM CHECK マクロ命令の処理後に制御が与
えられました。

SYNAD ルーチンは、この CHECK マクロ命令のために制御プログラム
に制御を返しました。

プログラマーの応答: 制御プログラム保管域が破壊されないように、
SYNAD ルーチンを訂正してください。その後で、ジョブ・ステップを
再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

00A

説明: プログラムが、ステージ 2 出口作動機能にブランチで進入する
ことによって、非同期出口またはインストール・システム出口をスケジ
ュールしようとしました。ステージ 2 出口作動機能で問題が検出されま
した。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

0004 IQETCB が有効な TCB を指していません。プログラムで
は、TCB のアドレスを IQETCB フィールドに入れることに
よって IQE をセットアップします。次に、プログラムは非

同期出口またはインストール・システム出口をスケジュール
するためにステージ 2 出口作動機能にブランチで進入し、
IQE のアドレスを渡します。

0008 RQETCB が有効な TCB を指していません。プログラムで
は、TCB のアドレスを RQETCB フィールドに入れることに
よって RQE をセットアップします。次に、プログラムは非
同期出口またはインストール・システム出口をスケジュール
するためにステージ 2 出口作動機能にブランチで進入し、
RQE のアドレスを渡します。

000C ステージ 2 出口作動機能にブランチで進入するプログラム
が、ホーム・アドレス・スペースのローカル・ロックを保持
していませんでした。

0010 ステージ 2 出口作動機能にブランチで進入するプログラム
には、非同期出口またはインストール・システム出口がディ
スパッチされるアドレス・スペースへのアドレス可能度があ
りませんでした。

0014 ステージ 2 出口作動機能にブランチで進入するプログラム
が、1 次または 2 次アドレス・スペース制御 (ASC) モード
にありませんでした。

システムの処置: システムは、ステージ 2 出口作動機能にブランチで
進入したプログラムを異常終了させます。システムは、Logrec データ・
セット・エラー・レコードおよび SVC ダンプを書き込むこともありま
す。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=00A,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 異常終了時に SVC ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・
レコードが書き込まれなかった場合は、SLIP トラップを設定して
SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してください。

v エラー発生時にレジスター 14 に入っていたアドレスを使用して、ス
テージ 2 出口作動機能にブランチで進入したプログラムを識別して
ください。

– インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュールに
関して診断を継続してください。

– IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グルー
プに連絡してください。入手可能であれば、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

00B

説明: チェックポイントを設けたジョブの再始動時に、システムがエラ
ーを検出しました。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィー
ルドに、エラーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明

001 システムが、事前割り当てストレージ域から十分なストレー
ジを取得するのに失敗しました。

002 ストレージ・ポインターが、事前割り当てストレージ域の外
部を指しています。

1F4 パラメーター・リストにエラーがあります。
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1F5 スケジューラー再始動を初期設定しているときにエラーが検
出されました。

1F6 FIND 要求を処理しているときにエラーが発生しました。

1F7 GET 要求を処理しているときにエラーが発生しました。

1F8 スケジューラー作業域 (SWA) の DD 名テーブル (DDNT)

用に DDNT レコードを構築しているときに、エラーが発生
しました。

1F9 未割り当てのステップ入出力テーブル (SIOT) 用に DD 名テ
ーブル (DDNT) レコードを構築しているときに、エラーが
発生しました。

1FA ステップ入出力テーブル / ジョブ・ファイル制御ブロック
(SIOT/JFCB) 用にタイプ 1 のデータ・セット記述レコード
(DSDR) を構築しているときに、エラーが発生しました。

1FB ジョブ・ファイル制御ブロック拡張部分 (JFCBX) 用にタイ
プ 2 のデータ・セット記述レコード (DSDR) を構築してい
るときに、エラーが発生しました。

1FC ジョブ・ファイル制御ブロック拡張部分 (JFCBE) 用にタイ
プ 2 のデータ・セット記述レコード (DSDR) を構築してい
るときに、エラーが発生しました。

1FD 世代別データ・グループ名テーブル (GDGNT) 用にタイプ 3

のデータ・セット記述レコード (DSDR) を構築しているとき
に、エラーが発生しました。

1FE 更新したステップ入出力テーブル (SIOT) をスケジューラー
作業域 (SWA) に書き込んでいるときに、エラーが発生しま
した。

1FF システムがスケジューラー JCL 機能 (SJF) を終了させよう
としたときに、エラーが発生しました。

200 プログラムが DELETE マクロを出したときに、エラーが発
生しました。

201 プログラムが WTO マクロを出したときに、エラーが発生し
ました。

202 システムが、データ・セットからの読み取りおよび書き込み
を行うルーチンから渡されたパラメーター・リストにエラー
があることを検出しました。

システムの処置: システムは、Logrec データ・セットにエラー・レコ
ードを書き込み、SVC ダンプを書き込みます。

オペレーターの応答: 異常終了が繰り返し発生する場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: エラーが繰り返し発生する場合は、問
題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正
が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: スケジューラー再始動

00C

説明: システム間カップリング・ファシリティー (XCF) がエラーを検
出しました。シスプレックスの問題の診断について詳しくは、OS/390

MVS Diagnosis: Reference を参照してください。

レジスター 15 に、以下の理由コードが入っています。

コード 説明

00000004 あるグループ・メンバーが、IXCTERM マクロを
使用して、別のグループ・メンバーを異常終了さ
せました。

0000004C データ・スペース IXCDSCBE を作成またはアク
セスできません。

00000040 あるグループ・メンバーが、IXCTERM マクロを
使用して、別のグループ・メンバーを異常終了さ
せました。

00000044 データ・スペース IXCDSMEM を作成またはア
クセスできません。

00000048 データ・スペース IXCDSCBD を作成またはアク
セスできません。

0000005C システムが XCF モジュールをロードするときに
エラーを検出したか、または中核から XCF モジ
ュールが欠落しています。

00000074 XCF が、結合データ・セットの読み取りまたは
書き込み中に入出力エラーを検出しました。ハー
ドウェア・エラーの可能性があります。

XCF は、入出力エラーから回復できない場合、
結合データ・セットを使用している 1 つまたは
複数のグループまたはメンバーを終了させるか、
または結合データ・セットの使用を停止します。
XCF は、Logrec データ・セット・エラー・レコ
ードを書き込みます。

00000078 直前の結合データ・セットへの書き込みが失敗し
たことが検出されました。

00000100 データ・スペース IXCDSLO1 を作成またはアク
セスできません。

00000104 データ・スペース IXCDSLK1 を作成またはアク
セスできません。

00000108 データ・スペース IXCAP1DS を作成またはアク
セスできません。

02070000 再試行不能エラーが発生しました。機能は完了し
たと見なされます。

v メッセージ出口が呼び出されなかった場合は、
シグナルは保存されて、あとで表示されます。

v メッセージ出口が呼び出された場合は、エラー
が発生する前に出口が制御を戻したので、シグ
ナルは正常に送達されました。

XCF は、メンバーに関連付けられたタスクにパ
ーコレートします。そのタスクは、そのタスクの
リカバリー・ルーチンで再試行することができま
す。システムは、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードおよび SVC ダンプを出します。
XCF に制御があるときに異常終了が発生した場
合、システムは SVC ダンプを出します。

02070001 再試行不能エラーが発生しました。シグナル・デ
ータはメンバーのメッセージ出口に送達されなか
った可能性があります。

v メッセージ出口ルーチンが呼び出された場合
は、出口が制御を正常に XCF に戻す前にエラ
ーが発生しました。
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v メッセージ出口が呼び出されなかった場合は、
XCF はメッセージを廃棄し、この場合、シグ
ナルは失われます。

XCF は、メンバーに関連付けられたタスクにパ
ーコレートします。そのタスクは、そのタスクの
リカバリー・ルーチンで再試行することができま
す。システムは LOGREC データ・セット・エラ
ー・レコードを出します。XCF に制御があると
きに異常終了が発生した場合、システムは SVC

ダンプを出します。

020F0006 メッセージの送達は停止されたようです。

メンバーに対するシグナルの送達が停止されたよ
うです。メンバーのメッセージ送達キューに入っ
ているシグナルが、最後のモニター・インターバ
ル (1 分間) で処理されませんでした。これは、
ユーザー・エラー、内部 XCF エラー、システ
ム・エラー (たとえば、ストレージ・オーバーレ
イまたは SRB の消失) によるものか、あるいは
これが正常な場合もあります。システムは、シグ
ナルの送達が再開できるようリカバリー・アクシ
ョンを開始して、問題を文書化し、内部 XCF 制
御ブロックを検査 / 修復し、メンバーのメッセー
ジ送達セルの置換を行います。シグナルの送達が
再開しない場合は、シグナルのリソース (たとえ
ば、MMDC または SIOCB) がメンバーの寿命に
対して使い果たされたか、消失してしまった可能
性があります。このシグナル・リソースの消費は
多くの形態で現れます。たとえば、共通ストレー
ジの増大、シグナル送達の低下 (多分、シグナル
が送達できない点にまで)、受け入れられないメ
ッセージ・アウトの要求、または繰り返されるパ
スのリスタートなどです。

05070000 XCF で状況出口を処理しているときに、エラー
が発生しました。XCF は、状況出口の処理を継
続します。

XCF は、状況出口を所有しているタスクを終了
させようとします。システムは Logrec データ・
セット・エラー・レコードを書き込みます。XCF

に制御があるときに異常終了が発生した場合、シ
ステムは SVC ダンプを出します。

060B0000 XCF でグループ出口を処理しているときに、エ
ラーが発生しました。XCF は、グループ出口の
処理を継続します。

XCF は、グループ出口を所有しているタスクを
終了させようとします。システムは Logrec デー
タ・セット・エラー・レコードを書き込みます。
XCF に制御があるときに異常終了が発生した場
合、システムは SVC ダンプを出します。

060B0001 XCF でグループ出口を処理しているときに、エ
ラーが発生しました。グループ・イベント情報の
一部が失われている可能性があります。

XCF は、グループ出口を所有しているタスクを
終了させようとします。グループ・イベント情報
の一部が失われている可能性があります。システ
ムは Logrec データ・セット・エラー・レコード

を書き込みます。XCF に制御があるときに異常
終了が発生した場合、システムは SVC ダンプを
出します。

060C0000 このイベントのユーザー・グループ出口の最初の
呼び出し時に、再試行不能エラーが発生しまし
た。出口はスケジュールし直され、同じイベント
が渡されます。

060C0001 XCF で回復不能エラーが発生したか、またはユ
ーザー・グループ出口が 2 度続けて異常終了し
たために、グループ情報が消失した可能性があり
ます。このコードが示された場合は、ユーザーは
IXCQUERY マクロを出して、何が消失したのか
を確認することができます。

081C0001 シグナル・パスを停止していた SETXCF STOP

コマンドの処理は、XCF によって強制的に終了
させられました。これは、オペレーターが
SETXCF STOP コマンドに UNCOND=YES を指
定した場合に起こります。

この異常終了の結果、XCF シグナル・サービス
でメッセージの一部が失われている可能性があり
ます。メッセージが失われた XCF グループにつ
いては、予期しない結果が生じる恐れがありま
す。

081CFF01 シグナル・パス START、STOP、または
RESTART 要求を現在処理しているタスクが、無
条件停止処理によって終了されようとしていま
す。

16140003 内部エラー。

システムの処置: XCF は、シスプレックスにあるグループのメンバー
を終了させようとします。システムは、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードまたは SVC ダンプを出すことがあります。この異常終了
の前に、エラーを説明するメッセージが出されることがあります。理由
コードに応じて、システムは以下の処置もとります。

コード 説明

00000004 XCF はグループ・メンバーを終了させます。

その他 XCF は、シスプレックスにあるグループのメン
バーを終了させようとします。システムは、
Logrec データ・セット・エラー・レコードまた
は SVC ダンプを出すことがあります。この異常
終了の前に、エラーを説明するメッセージが出さ
れることがあります。

オペレーターの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をとってくださ
い。

コード 説明

74 入出力エラーの原因を判別してください。ハード
ウェア障害によるエラーであれば、ハードウェ
ア・サポートに連絡してください。

その他 以前のメッセージに対するオペレーター応答を調
べてください。Logrec データ・セットおよび
SVC ダンプ (出されている場合) を入手してくだ
さい。システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

下記の理由コードは、XCF コンポーネントの内部エラーを表していま
す。これらのエラーの場合は、IBM サポート・センターに連絡して援助
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を受けてください。Logrec データ・セットおよび SVC ダンプ (出され
ている場合) を提示してください。

理由コード:

00000050 00000054 00000058 00000060 00000064

00000068 0000006C 00000070 00000080 0000008C

00000120 00000124 00000134 02030001 02030002

02030003 02070002 020F0001 020F0002 020F0003

020F0005 020F0007 020F0008 020F0009 020F000A

02130001 02140001 02140002 02140003 02140005

02160001 02160002 02160003 02160005 02170001

02170002 02170003 02170004 02170006 02170007

02170008 021A0001 02220001 02220002 02220003

02220004 02220005 02220006 022D0002 02330001

02330002 02380002 02430001 05010084 05030088

05050090 08030001 08030002 08040001 08060002

08080001 08080002 080A0001 080C0001 08201002

08201003 0820100C 08221001 08221007 08240001

08300001 08300002 08321001 08340001 085A1006

08600001 08600002 08690001 08691001 086B0001

08750001 08750002 08750003 087A1001 087E1002

08801004 08891001 088E0001 08960001 08FB0100

08FD0001 08FF0001 08FF0224 09030001 09031001

09080001 09080002 09080003 09080004 090A0001

090A0002 090E0001 09110001 091C0001 0F01008C

0F07006E 0F080060 0F08006C 0F0F008C 12B10001

12B10002 16030001 16050010 16090010 16090030

16090050 16090070 160B0010 160B0030 160D0001

160F0001 160F0002 160F0003 160F0004 160F0005

16100001 16120001 16140001 16140002 16160001

16160002 16160003 16160004 16160005 16160006

161E0002 161E0003 161E0004 161E0005 161E0006

161E0007 161E0008 16200001 16200002 16240030

16280001 16280002 16280003 162A0001 162A0002

162A0003 162A0004 162A0005 162A0006 162A0007

162A0008 162A0009 162A000A 162A000B 162A000C

162A000D 162A000E 162C0010 162C0030 16320001

16320002 163C0001 163C0002 163E0001 163E0002

16400010 16400020 16400030 16420001 16440010

16440030 16440050 16440070 16440090 164400B0

164E0001 164E0002 164E0003 164E0004 164E0005

16500001 16500003 16500004 16500005 16500006

16560001 16560002 16560003 16560004 16580001

16580002 165B0001 xxxx1008 xxxx100C

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をとってくださ
い。

コード 説明

02070001 メッセージ出口を所有しているプログラムでは、
メッセージの欠落に備えて、必ずリカバリー方法
を確立しておいてください。リカバリー・ルーチ
ンでは、以下の処理のいずれかを実行します。

v 他のアクティブ・グループ・メンバーからメッ
セージが再送されるように、それらのメンバー
に要求を送信する。

v プログラム内のバックアップ点まで戻り、そこ
から処理を継続する。

v メッセージの欠落が許されない機能であれば、
タスクを終了させる。

060B0001 グループ出口を所有しているプログラムを判別し

てください。グループ出口を所有しているプログ
ラムでは、グループ・イベント情報の欠落に備え
て、必ずリカバリー方法を確立しておいてくださ
い。リカバリー・ルーチンでは、以下のいずれか
を実行してください。

v IXCQUERY マクロを出して、グループ・イベ
ント情報が失われたかどうかを判別する。

v プログラム内のバックアップ点まで戻り、そこ
から処理を継続する。

v 情報の欠落が許されない機能であれば、タスク
を終了させる。

システム・プログラマーの応答: この異常終了の前に出されたメッセー
ジに対するシステム・プログラマー応答を調べてください。

問題が解決されない場合は、以下の処置をとってください。

v IPCS COUPLE サブコマンドを使用して SVC ダンプをフォーマット
します。SVC ダンプにすべての報告書を入れるとともに、報告書ごと
に要約、明細、および例外レベルを入れておきます。

v IPCS CTRACE COMP(SYSXCF) サブコマンドを使用して SVC ダン
プをフォーマットし、XCF コンポーネント・トレース・データを入手
します。

v 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。その際には、フォーマット済み SVC ダンプを提示してくださ
い。

発行元: システム間カップリング・ファシリティー (XCF)

00D

説明: CTRACE または CTRACEWR マクロを処理しているときに、エ
ラーが発生しました。レジスター 15 に、エラーを詳しく説明する理由
コードが入っています。

コード 説明

00000101 CTRACE DEFINE マクロで、パラメーター・リ
ストのバージョン番号が誤っています。

00000102 CTRACE DEFINE マクロで、コンポーネント名
の最初の文字が英字でも国別文字でもありませ
ん。または、コンポーネント名に英数字でも国別
文字でもない文字が 1 つまたは複数含まれてい
ます。

00000301 CTRACE DEFINE マクロのパラメーター・リス
ト内の要求されたサービスに関する予約フィール
ドまたは未使用フィールドに、ゼロ以外の値が見
付かりました。

00000302 CTRACE DELETE マクロのパラメーター・リス
ト内の要求されたサービスに関する予約フィール
ドまたは未使用フィールドに、ゼロ以外の値が見
付かりました。

00000401 CTRACE マクロで、誤ったサービス要求コード
が指定されています。有効なサービスは、
DEFINE および DELETE です。

00000501 CTRACE DEFINE マクロで、最小オプション・
ストリングの長さが 256 バイトを超えていま
す。

00010100 CTRACEWR マクロで、パラメーター・リストの
バージョン番号が誤っています。
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00010200 CTRACEWR マクロのパラメーター・リスト内の
要求されたサービスに関する予約フィールドまた
は未使用フィールドに、ゼロ以外の値が見付かり
ました。

00010300 CTRACEWR マクロで、渡されたバッファー長の
値がゼロ以下でした。

システムの処置: コンポーネント・トレース・サービスが異常終了しま
す。

プログラマーの応答: CTRACE または CTRACEWR マクロの入力を訂
正してください。CTRACE および CTRACEWR マクロについては、
OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler Services Reference

ALE-DYN を参照してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: コンポーネント・トレース

00F

説明: システムが、ハードウェア構成定義 (HCD) モジュール内で論理
エラーを検出しました。

システムの処置: システムはメッセージ CBDA099I を出します。シス
テムは現行タスクを異常終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 異常終了 X'00F' の診断については、
OS/390 ハードウェア構成定義 使用者の手引き を参照してください。

発行元: ハードウェア構成定義 (HCD)

012

説明: プログラムが TIMEUSED マクロを誤って出しました。レジスタ
ー 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

4 プログラムが、タスク制御ブロック (TCB) モードにないの
に、LINKAGE=SYSTEM を指定して TIMEUSED を出しま
した。

8 プログラムが、1 つまたは複数のロックを保持しているの
に、LINKAGE=SYSTEM を指定して TIMEUSED を出しま
した。

C 使用可能ロック解除タスク (EUT) のリカバリー・ルーチン
が実行されているときに、プログラムが
LINKAGE=SYSTEM を指定して TIMEUSED を出しまし
た。

システムの処置: システムは、TIMEUSED マクロを出したプログラム
を異常終了させます。

プログラマーの応答: 正しい環境で TIMEUSED が出されるように、コ
ードを修正してください。その後、プログラムを再実行してください。

発行元: タイマー監視

013

説明: OPEN マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生しまし
た。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC141I が出されま
す。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 にある
リターン・コード (IEC141I メッセージ・テキストに示されている) の
説明については、メッセージ IEC141I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC141I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

014

説明: 基本直接アクセス方式 (BDAM) データ・セットに対する
CLOSE マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生しました。こ
の完了コードと一緒に、メッセージ IEC208I が出されます。終了したタ
スクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 にあるリターン・コー
ド (IEC208I メッセージ・テキストに示されている) の説明について
は、メッセージ IEC208I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC208I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

015

説明: 印刷サービス・アクセス機能 (PSAF) がエラー状態を検出しまし
た。エラー状態は、この異常終了で一緒に出される固有の理由コードで
識別されます。

オペレーターの応答: システム処置、プログラマー応答、および理由コ
ードの説明については、印刷サービス・アクセス機能 使用者の手引きお
よび解説 (MVS 用) を参照してください。

発行元: DFSMSdfp

016

説明: 順次アクセス方式 (SAM) の SIO/PAGE FIX または直接アクセ
ス記憶装置 (DASD) のブロックの終わりモジュールで、エラーが発生し
ました。エラーを説明する理由コード (16 進数) は、次のとおりです。

コード 説明

04 DASD のブロックの終わりモジュールが、ユーザー要求のた
めに EXCPVR SVC 要求を出しましたが、直前の EXCPVR

SVC 要求が完了していません。以下のいずれかが発生しま
した。
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v データ・イベント制御ブロック (DECB) が 2 度使用され
た。

v 複数の READ や WRITE が出されたが、それらの要求に
対して CHECK マクロが同じ順序で出されなかった。

SAM の SIO/PAGE FIX 付加ルーチンが、この異常終了を出
しました。

08 ユーザー要求のために EXCPVR SVC 要求を出し、RACF

EXECUTE アクセス保護付きのデータ・セットを読み取ろう
としましたが、このユーザーは監視プログラム状態ではあり
ません。SAM の SIO 付加ルーチンが、この異常終了を出し
ました。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 最初の要求が完了する前に EXCPVR

SVC 要求が出された場合は、READ/WRITE 操作のために作成された
DECB をテストし、正常に完了していることを確認してから、それを再
使用するようにしてください。さらに、CHECK マクロが、関連する
READ または WRITE マクロと同じ順序で出されるようにしてくださ
い。

それ以外の場合は、タスクが監視プログラム状態である場合を除いて、
RACF EXECUTE アクセス権限で保護されているデータ・セットを読み
取ろうとしてはなりません。

発行元: DFSMSdfp

017

説明: プログラムが、SPTOKEN マクロと一緒に SUSPEND または
RESUME マクロを誤って出しました。レジスター 15 に、エラーを説明
する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

0100 SPTOKEN を指定した SUSPEND マクロを出したプログラ
ムが、ローカル・ロックまたは CML ロック以外のロックを
保持していました。

0104 SPTOKEN を指定した SUSPEND マクロ用に渡されたアク
セス・レジスター 1 の内容が無効です。

0108 SPTOKEN のアドレッシングに使用され、SPTOKEN を指定
した SUSPEND マクロ用に渡されたアクセス・リスト入り
口トークン (ALET) が無効です。

010C SPTOKEN を指定した SUSPEND マクロを出したプログラ
ムが、サービス要求ブロック (SRB) のもとで実行されてい
ませんでした。

0110 SUSPEND EXIT (SUSPEND マクロの EXIT キーワードで指
定) がシステムに誤ったリターン・コードを返しました。

0114 SPTOKEN を指定した SUSPEND マクロを処理していると
きに、再帰的エラーが発生しました。

0200 RESUME SPTOKEN= サービスを呼び出したプログラムが、
ロック階層で DISP ロックより上位またはそれと等位にある
ロックを保持していました。

0204 RESUME マクロ用に渡されたアクセス・レジスター 1 の内
容が無効です。

0208 SPTOKEN のアドレッシングに使用され、RESUME マクロ
用に渡された ALET が無効です。

020C RESUME マクロ用に渡された SPTOKEN が無効です。

0300 SPTOKEN および PURGE=YES を指定した RESUME マク

ロを出したプログラムが、SRB を除去するように要求しまし
た。この RESUME マクロを出したプログラムが、DISP ロ
ックより上位またはそれと等位にあるロックを保持していま
した。マクロを出す側でそのようなロックを保持してはなり
ません。

0304 PURGE=YES を指定した RESUME マクロ用に渡されたアク
セス・レジスター 1 の内容が無効です。

0308 SPTOKEN のアドレッシングに使用され、SPTOKEN および
PURGE=YES を指定した RESUME マクロ用に渡された
ALET が無効です。

030C SPTOKEN および PURGE=YES を指定した RESUME マク
ロ用に渡された SPTOKEN が無効です。

システムの処置: どの理由コードの場合も、システムは、SUSPEND ま
たは RESUME マクロを出したプログラムを異常終了させます。

理由コード X'0114' の場合にのみ、システムは、Logrec データ・セッ
ト・エラー・レコードと SVC ダンプを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=017,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時に SVC ダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラッ
プを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼して
ください。

2. 理由コードが X'0110' の場合は、エラー発生時のレジスターを見
て、以下のものを調べてください。

v レジスター 2 に、SUSPEND マクロ処理からのリターン・コード
が入っています。

v レジスター 3 および 4 に、SPTOKEN が入っています。

3. リンケージ・スタック内の現行項目のプログラム状況ワード (PSW)

を使用して、SUSPEND または RESUME マクロを出したモジュール
を識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。入手可能であれば、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。
理由コードが X'0110' の場合は、ステップ 2 で収集した問題デー
タを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

019

説明: 次のいずれかの呼び出し可能サービス要求が行われました。
v 無効な入力パラメーター値が指定されている。
v 必要な入力パラメーター値が指定されていない。

エラーを詳しく説明する 16 進数の理由コードは、次のとおりです。

コード 説明

00000000 要求が失敗しました。下位レベルのシステムのル
ーチンです。

00000110 識別およびアクセス要求が失敗しました。操作タ
イプが無効です。
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00000111 識別およびアクセス要求が失敗しました。オブジ
ェクト・タイプが無効です。

00000112 識別およびアクセス要求が失敗しました。スクロ
ール移動域の値が無効です。

00000113 識別およびアクセス要求が失敗しました。オブジ
ェクト状態が無効です。

00000114 識別およびアクセス要求が失敗しました。アクセ
ス・モードが無効です。

00000115 識別およびアクセス要求が失敗しました。オブジ
ェクト・サイズが無効です。

00000116 識別およびアクセス要求が失敗しました。オブジ
ェクト ID が無効です。

00000120 表示要求が失敗しました。操作タイプが無効で
す。

00000121 表示要求が失敗しました。オブジェクト ID が無
効です。

00000122 表示要求が失敗しました。使用タイプが無効で
す。

00000123 表示要求が失敗しました。ポストプロセスが無効
です。

00000124 表示要求が失敗しました。指定されたオフセット
が、オブジェクトの最大サイズを超えています。

00000126 表示要求が失敗しました。スパンが、オブジェク
トの最大サイズを超えて拡張されました。

00000130 スクロールアウト要求が失敗しました。オブジェ
クト ID が無効です。

00000131 スクロールアウト要求が失敗しました。指定され
たオフセットが、オブジェクトの最大サイズを超
えています。

00000132 スクロールアウト要求が失敗しました。データ・
オブジェクトにスクロール移動域がないため、
SCROLLOUT サービスを実行できません。

00000140 保管要求が失敗しました。オブジェクト ID が無
効です。

00000141 保管要求が失敗しました。指定されたオフセット
が、オブジェクトの最大サイズを超えています。

00000142 保管要求が失敗しました。データ・オブジェクト
が READ ONLY モードで識別およびアクセスさ
れているため、SAVE サービスは使用できませ
ん。

00000150 最新表示要求が失敗しました。オブジェクト ID

が無効です。

00000151 最新表示要求が失敗しました。指定されたオフセ
ットが、オブジェクトの最大サイズを超えていま
す。

00000160 EVW 要求が失敗しました。操作タイプは
『BEGIN』 または 『END』 でなければなりま
せん。

00000161 EVW 要求が失敗しました。指定されたオブジェ
クト ID が無効です。

00000162 EVW 要求が失敗しました。使用タイプは
『SEQ』 でなければなりません。

00000163 EVW 要求が失敗しました。ポストプロセスの入
力値は 『REPLACE』 または 『RETAIN』 でな
ければなりません。

00000164 EVW 要求が失敗しました。指定されたオフセッ
トが、オブジェクトの最大サイズを超えていま
す。

00000166 EVW 要求が失敗しました。スパンが、オブジェ
クトの最大サイズを超えて拡張されました。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: パラメーターとして有効な値を指定していること
を確認した上で、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: パラメーターが正しいのに問題が解決
されない場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付
けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

01A

説明: TSO/E LOGON 処理中にシステムが問題を検出しました。エラ
ーを詳しく説明する 16 進数の理由コードは、次のとおりです。

コード 説明

04 LOGON RACF インターフェース・ルーチンが、誤った機能
タイプを受け取りました。

08 RACF データベースにログオン情報を保管する際に、
RACROUTE マクロが誤ったパラメーターを受け取りまし
た。

10 RACF データベースからログオン情報を取得する際に、
RACROUTE マクロが誤ったパラメーターを受け取りまし
た。

18 RACROUTE マクロが、誤ったセグメント長を返しました。

1C LOGON パネルのロード・モジュール IKJLPxxx (xxx はパ
ネルを記述している言語を示す 3 文字のコード) に誤りがあ
ります。可変記録域 (VRA) に、LOGON パネルのアドレス
およびパネル内でアクセスされるオフセットが入っていま
す。

20 LOGON コマンドが、インストール・システム出口
IKJEFLN1 またはインストール・システム出口 IKJEFLN2 の
いずれかから与えられたデータ内でエラーを検出しました。
VRA に、誤りのあるパラメーター番号およびパラメーター
項目が入っています。

24 LOGON コマンドが、妥当性検査済みのデータ内でエラーを
検出しました。次のいずれかに該当します。

v インストール・システム出口 IKJEFLN1 またはインスト
ール・システム出口 IKJEFLN2 が、キーを X‘04’ に設定
して、あるフィールドを妥当性検査しました。LOGON プ
ロセッサーで、そのフィールドの値が無効であることが検
出されました。たとえば、どちらかの出口で新しいパスワ
ード・フィールドを妥当性検査したことが考えられます。
この場合には、LOGON で実行された RACROUTE

REQUEST=VERIFY によって、RACF は新しいパスワード
を拒否することがあります。
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v インストール・システム出口 IKJEFLN1 またはインスト
ール・システム出口 IKJEFLN2 のいずれかで、すでに妥
当性検査されたフィールド (キーが X‘04’) のキーを変更
しました。

v インストール・システム出口 IKJEFLN1 またはインスト
ール・システム出口 IKJEFLN2 のいずれかで、LOGON

プロセッサーからユーザーに、すでに妥当性検査されたフ
ィールド (キーが X‘04’) についてのプロンプトを出すよ
う、要求しました。

VRA に、誤りのある LOGON パネルのフィールド番号およ
びパラメーター項目が入っています。

28 LOGON ヘルプ・テキストのロード・モジュール IKJLHxxx

(xxx はヘルプ・テキストを記述している言語を示す 3 文字
のコード) に誤りがあります。VRA に、LOGON ヘルプ・
パネルのアドレスおよびパネル内でアクセスされるオフセッ
トが入っています。

2C インストール・システム出口 IKJEFLN1 またはインストー
ル・システム出口 IKJEFLN2 のいずれかで、UADS デー
タ・セットにのみ定義されているユーザーに関する LOGON

パネル上の顧客番号フィールドを妥当性検査しましたが、そ
の出口はプロシージャー名を提供しませんでした。

システムの処置: システムは TSO/E LOGON 試行を終了させます。シ
ステムは ABEND ダンプを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

01B

説明: RACONVRT を処理しているときにエラーが発生しました。エラ
ーを詳しく説明する 16 進数の理由コードは、次のとおりです。

コード 説明

04 RACROUTE マクロが、予期しないリターン・コードを返し
ました。

08 RACONVRT 入出力ルーチンが、誤ったデータ管理要求を受
け取りました。

システムの処置: システムはコマンドを異常終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ジョブの JCL を入手してください。
ジョブの SYSOUT 出力を入手してください。問題に関連した印刷出力
および出力データ・セットをすべて収集してください。プログラムに誤
りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを
検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

01C

説明: RACROUTE マクロが、予期しないリターン・コードを返しまし
た。

システムの処置: システムはコマンドを異常終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ジョブの JCL を入手してください。
ジョブの SYSOUT 出力を入手してください。問題に関連した印刷出力
および出力データ・セットをすべて収集してください。プログラムに誤
りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを
検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

01D

説明: DSPSERV または HSPSERV マクロを処理しているときに、シ
ステムが環境エラー以外のエラーを検出しました。マクロ処理は失敗し
ました。レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っています。

理由コードの zz の部分は、07 (CREAD の場合)、08 (CWRITE の場
合)、09 (SREAD の場合)、または 0A (SWRITE の場合) です。要求さ
れたサービスを判別できない場合は、zz は FE です。

コード 説明

xxzz07xx 呼び出し側が無許可のため、CREAD または
CWRITE 要求が失敗しました。

xxzz08xx 示されたアドレス・スペースが存在しないか、ま
たは呼び出し側からアクセスできません。

xxzz09xx 示されたハイパースペースが存在しないか、また
は呼び出し側からアクセスできません。ハイパー
スペースの所有者がスワップアウトされたことが
原因である可能性があります。

xxzz0Axx システムがマクロ要求を認識していません。

xxzz0Bxx 示されたハイパースペース仮想記憶域でストレー
ジ・キー違反が発生しました。

xxzz0Cxx 示されたアドレス・スペースの仮想記憶域に対し
て、呼び出し側が GETMAIN マクロを出してい
ません。

xxzz0Dxx 示されたアドレス・スペースの仮想記憶域でスト
レージ・キー違反が発生しました。

xxzz0Exx 示されたアドレス・スペースの仮想記憶域が、4

キロバイトの境界から始まっていないか、または
専用領域の境界内にありません。

xxzz0Fxx 示されたハイパースペース仮想記憶域が、4 キロ
バイトの境界から始まっていないか、またはハイ
パースペースの境界内にありません。

xxzz10xx 仮想域内データ・オブジェクトをマップしている
アドレス・スペースの仮想記憶域に対して、
SREAD または SWRITE 要求を出したときに、
そのアドレス・スペースの仮想記憶域が仮想入出
力 (VIO) ストレージ、固定ストレージ、または
割り込み禁止参照 (DREF) サブプールの一部であ
ったため、SREAD または SWRITE 要求が失敗
しました。
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xxzz11xx 呼び出し側が、NUMRANGE に許容範囲外の値を
指定しました。

xxzz12xx 呼び出し側がクロス・メモリー・モードのため、
SREAD または SWRITE 要求が失敗しました。

xxzz13xx SREAD または SWRITE 要求が、ESO ハイパー
スペースに対して出されたため、失敗しました。

xxzz14xx 呼び出し側が 31 ビットのアドレッシング・モー
ドにないため、要求が失敗しました。

xxzz15xx 示されたパラメーター・リストまたは範囲リスト
にアクセスできません。

xxzz16xx 呼び出し側が、誤ったパラメーター・リストのバ
ージョンを指定しました。

xxzz17xx パラメーター・リストに、矛盾したデータまたは
無効なデータが含まれています。

xxzz18xx DIV SAVE マクロがアクティブのときに呼び出
し側がハイパースペース・ストレージに対して
SWRITE 要求を出したため、この要求が失敗しま
した。

xxzz19xx 無許可の呼び出し側が、アクセス・リスト入り口
トークン (ALET) を指定せずに、共用標準ハイパ
ースペースに対して HSPSERV マクロを要求し
たため、このマクロが失敗しました。

xxzz1Axx 示されたアクセス・リスト入り口トークン
(ALET) は、指定した STOKEN によって示され
たハイパースペースに属していません。

xx0001xx 問題プログラム状態にあり、PSW キー 8 ～ F

を持つプログラムが、SCOPE=ALL または
SCOPE=COMMON のデータ・スペース、割り込
み禁止参照 (DREF) データ・スペース、または取
り出し保護なしのデータ・スペースを作成しよう
としたか、あるいはハイパースペースの所有権を
別のタスクに割り当てようとしました。

xx0002xx 監視プログラム状態にある呼び出し側が、その呼
び出し側のホーム・アドレス・スペースまたは 1

次アドレス・スペースにない所有者に代わって、
データ・スペースを作成しようとしました。

xx0003xx サービス要求ブロック (SRB) モード要求で、デ
ータ・スペースまたはハイパースペースの所有者
を指定しませんでした。

xx0004xx 監視プログラム状態にない呼び出し側が、デー
タ・スペースにストレージ・キーを割り当てるよ
うに要求しました。

xx0008xx 指定した所有者が存在しないため、システムはデ
ータ・スペースを作成しませんでした。

xx000Axx 問題プログラム状態にあり、PSW キー 8 ～ F

を持つプログラムが、データ・スペース名の接頭
部に “SYS” を使おうとしましたが、“SYS” はシ
ステム使用のために予約されています。

xx000Bxx 呼び出し側が、データ・スペースのサイズに誤っ
たブロック数を指定しました。

xx000Dxx 誤ったデータ・スペース名を指定しました。デー
タ・スペース名には、左寄せでブランク以外のも
のを指定しなければなりません。使用できる文字

は、英字、数字、および国別文字に限られ、数字
で始めることはできません。また、データ・スペ
ース名の右側にはブランクを埋め込む必要があり
ます。

xx000Exx 監視プログラム状態にある呼び出し側が、デー
タ・スペース名の接頭部に “SYSDS” を使おうと
しましたが、″SYSDS″ はシステム使用のために
予約されています。

xx000Fxx 無許可の呼び出し側が、ESO ハイパースペース
の作成を要求しました。

xx0011xx パラメーター・リストに矛盾があります。

xx0012xx 無許可の呼び出し側が、共用標準ハイパースペー
スの作成を要求しました。

xx0013xx 問題プログラム状態にあり、PSW キー 8 ～ F

を持つプログラムが、データ・スペースを作成
し、そのデータ・スペースの所有権を、呼び出し
側独自のタスクでもなく呼び出し側のジョブ・ス
テップ・タスクでもないタスクに割り当てようと
しました。

xx0014xx 呼び出し側がスワップ可能であったため、または
SCOPE=COMMON データ・スペースの所有者が
スワップ可能になったことがシステムにより検出
されたため、SCOPE=COMMON データ・スペー
スの作成に失敗しました。

xx0101xx 問題プログラムで TTOKEN を指定できないた
め、DELETE 要求が失敗しました。

xx0102xx 許可プログラムが、無効な TTOKEN を指定しま
した。

xx0103xx 許可プログラムが、そのプログラムのホーム・ア
ドレス・スペースまたは 1 次アドレス・スペー
スにない所有者に代わって、データ・スペースを
削除しようとしました。

xx0104xx TTOKEN の指定がないため、サービス要求ブロ
ック (SRB) モード要求が失敗しました。所有者
を判別するためには、TTOKEN が必要です。

xx0105xx 指定した STOKEN は、有効なデータ・スペース
を示していません。

xx0106xx 指定した STOKEN の所有者 (TTOKEN で指定)

は、データ・スペースの所有者ではありません。

xx0107xx 指定したデータ・スペースには、入出力定義済み
のページが含まれています。

xx0108xx 指定したデータ・スペースには、DIV マクロによ
ってマップされるページが含まれています。

xx0109xx 指定したデータ・スペースには、DIV SAVE 操
作が進行しているページが含まれています。

xx010Axx 問題プログラムが、SCOPE=ALL または
SCOPE=COMMON データ・スペースを削除しよ
うとしました。

xx010Bxx 問題プログラムが、呼び出し側のキーとは異なる
キーを持つ SCOPE=SINGLE データ・スペースを
削除しようとしました。

xx010Cxx 呼び出し側のタスクによって作成され、呼び出し
側のタスクでなく呼び出し側のジョブ・ステッ
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プ・タスクでもないタスクに所有権を割り当てら
れた SCOPE=SINGLE データ・スペースを、問題
プログラム状態にあり PSW キー 8 ～ F を持つ
プログラムで削除しようとしました。

xx010Dxx 非同期データ移動機能 (ADMF) がハイパースペ
ースとの間のデータ転送要求を処理している最中
に、呼び出し側がこのハイパースペースを削除し
ようとしました。

xx010Exx 呼び出し側が、1 つまたは複数の共用セグメント
があるデータ・スペースを削除しようとしまし
た。

xx0201xx データ・スペースが存在しないため、RELEASE

要求が失敗しました。

xx0202xx 開始アドレスがページ境界上にないため、
RELEASE 要求が失敗しました。

xx0203xx 入力 STOKEN が無効なため、RELEASE 要求が
失敗しました。

xx0204xx ブロック数が無効なため、RELEASE 要求が失敗
しました。

xx0205xx 要求したブロックの範囲がアドレス可能なデー
タ・スペースの範囲にないため、RELEASE 要求
が失敗しました。

xx0206xx 問題プログラム呼び出し側が SCOPE=ALL また
は SCOPE=COMMON データ・スペースを解放し
ようとしたため、RELEASE 要求が失敗しまし
た。

xx0207xx 問題プログラム状態にあるプログラムが、自身の
所有していないハイパースペースにあるストレー
ジ、または自身の所有していない (または作成し
なかった) SCOPE=SINGLE データ・スペースに
あるストレージを解放しようとしたため、あるい
は、自身の 1 次アドレス・スペースにない所有
者または現行のディスパッチング・タスクでない
所有者に代わってデータ・スペースを解放しよう
としたため、RELEASE 要求が失敗しました。

xx0208xx 監視プログラム状態にあるプログラムが、監視プ
ログラム状態のホーム・アドレス・スペースまた
は 1 次アドレス・スペースにない所有者に代わ
って専用データ・スペースを解放しようとしたた
め、RELEASE 要求が失敗しました。

xx0209xx 呼び出し側のキーが 0 以外であり、データ・ス
ペースのページのキーが呼び出し側のキーと一致
していないため、RELEASE 要求が失敗しまし
た。

xx020Axx データ・スペースのページが固定されているか、
または共用グループの別の表示内に固定されてい
るため、RELEASE 要求が失敗しました。

xx020Bxx 呼び出し側が、使用不可のときに、割り込み可能
参照ストレージの解放を要求したため、
RELEASE 要求が失敗しました。

xx020Cxx 呼び出し側が、READONLY であるページを要求
したため、RELEASE 要求が失敗しました。

xx0213xx 範囲リストの 1 つまたは複数の予約フィールド
に非ゼロの値が入っていたため、RELEASE 要求
が失敗しました。

xx0301xx データ・スペースが存在しないため、DEFINE

IOON 要求が失敗しました。

xx0302xx 開始アドレスが 4 キロバイトの境界上にないた
め、DEFINE IOON 要求が失敗しました。

xx0303xx 入力 STOKEN が無効なため、DEFINE IOON 要
求が失敗しました。

xx0304xx ブロック数が 1 より小さいため、DEFINE IOON

要求が失敗しました。

xx0305xx 要求したブロックの範囲がデータ・スペースの範
囲にないため、DEFINE IOON 要求が失敗しまし
た。

xx0306xx 呼び出し側が問題プログラム状態にあり、システ
ム・キーの状態にないため、DEFINE IOON 要求
が失敗しました。

xx0307xx 呼び出し側が、呼び出し側のホーム・アドレス・
スペースまたは 1 次アドレス・スペースにない
所有者に代わって、SCOPE=SINGLE データ・ス
ペースに対して DEFINE IOON を実行しようと
したため、DEFINE IOON 要求が失敗しました。

xx0308xx データ・スペースのページで DIV SAVE 操作が
進行中であったため、DEFINE IOON 要求が失敗
しました。

xx0309xx ハイパースペースに対して DEFINE IOON 要求
を出したため、DEFINE IOON 要求が失敗しまし
た。

xx030Bxx 呼び出し側が、使用不可のときに、割り込み禁止
参照 (DREF) 状態と IOON 状態のどちらでもな
いストレージを指定したため、DEFINE IOON 要
求が失敗しました。

xx030Cxx 入力範囲リストの 1 つまたは複数の予約フィー
ルドに非ゼロの値が入っていたため、DEFINE

IOON 要求が失敗しました。

xx0401xx データ・スペースが存在しないため、DEFINE

IOOFF 要求が失敗しました。

xx0402xx 開始アドレスが 4 キロバイトの境界上にないた
め、DEFINE IOOFF 要求が失敗しました。

xx0403xx 入力 STOKEN が無効なため、DEFINE IOOFF

要求が失敗しました。

xx0404xx ブロック数が 1 より小さいため、DEFINE

IOOFF 要求が失敗しました。

xx0405xx 要求したブロックの範囲がデータ・スペース内に
ないため、DEFINE IOOFF 要求が失敗しまし
た。

xx0406xx 呼び出し側が問題プログラム状態にあり、システ
ム・キーの状態にないため、DEFINE IOOFF 要
求が失敗しました。

xx0407xx 呼び出し側が、呼び出し側のホーム・アドレス・
スペースまたは 1 次アドレス・スペースにない
所有者に代わって、SCOPE=SINGLE データ・ス
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ペースに対して DEFINE IOOFF を実行しようと
したため、DEFINE IOOFF 要求が失敗しまし
た。

xx0408xx ハイパースペースに対して DEFINE IOOFF 要求
を出したため、DEFINE IOOFF 要求が失敗しま
した。

xx040Cxx 範囲リストの 1 つまたは複数の予約フィールド
に非ゼロの値が入っていたため、DEFINE IOOFF

要求が失敗しました。

xx0501xx 指定した STOKEN が有効なデータ・スペースを
示していないか、または呼び出し側で許可を得て
いないデータ・スペースを示しています。

xx0503xx 新しい現行サイズが、データ・スペースおよびハ
イパースペースの最大サイズを超えています。

xx0601xx データ・スペースが存在しないため、DEFINE

DREFON 要求が失敗しました。

xx0602xx 開始アドレスが 4 キロバイトの境界上にないた
め、DEFINE DREFON 要求が失敗しました。

xx0603xx 入力 STOKEN が無効なため、DEFINE DREFON

要求が失敗しました。

xx0604xx ブロック数が 1 より小さいため、DEFINE

DREFON 要求が失敗しました。

xx0605xx 要求したブロックの範囲がデータ・スペースの最
後を超えてしまうため、DEFINE DREFON 要求
が失敗しました。

xx0606xx 呼び出し側が監視プログラム状態にないため、
DEFINE DREFON 要求が失敗しました。

xx0607xx 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースまた
は 1 次アドレス・スペースにない所有者に代わ
って、SCOPE=SINGLE データ・スペース内のス
トレージに対して DEFINE DREFON を使用しよ
うとしたため、DEFINE DREFON 要求が失敗し
ました。

xx0608xx データ・スペースのページで DIV SAVE 操作が
進行中であったため、DEFINE DREFON 要求が
失敗しました。

xx0609xx 入力 STOKEN がハイパースペース用であるた
め、DEFINE DREFON 要求が失敗しました。

xx060Axx 指定した区域が、割り込み禁止参照 (DREF) 属性
で作成されたデータ・スペースの一部であるた
め、DEFINE DREFON 要求が失敗しました。

xx060Bxx 呼び出し側が、使用不可のときに、割り込み禁止
参照 (DREF) 状態でも IOON 状態でもないスト
レージを指定したため、DEFINE DREFON 要求
が失敗しました。

xx060Cxx 入力範囲リストの 1 つまたは複数の予約フィー
ルドに非ゼロの値が入っていたため、DEFINE

DREFON 要求が失敗しました。

xx060Dxx 要求側が、共用セグメントのあるデータ・スペー
スに対して DEFINE DREFON を実行しようとし
ました。

xx071Bxx CREAD 処理が、アドレス・スペースの仮想記憶
域に対して進行していた PGSER 修正を検出しま
した。

xx0B01xx データ・スペースが存在しないため、OUT が失
敗しました。

xx0B02xx 開始アドレスがページ境界上にないため、OUT

が失敗しました。

xx0B03xx 入力 STOKEN が呼び出し側のデータ・スペース
を示していないため、OUT が失敗しました。

xx0B04xx ブロック数が無効なため、OUT が失敗しまし
た。

xx0B05xx 要求したブロックの範囲がデータ・スペースの範
囲内にないため、OUT が失敗しました。

xx0B06xx 問題プログラム呼び出し側が SCOPE ALL また
は SCOPE COMMON データ・スペースを OUT

しようとしたため、OUT が失敗しました。

xx0B07xx 問題プログラム呼び出し側が、1 次アドレス・ス
ペースにない所有者に代わってデータ・スペース
を OUT しようとしたため、OUT が失敗しまし
た。

xx0B08xx 監視プログラム状態にあるプログラムが、ホー
ム・アドレス・スペースにない所有者に代わっ
て、SCOPE=SINGLE データ・スペースを OUT

しようとしたため、OUT が失敗しました。

xx0B09xx データ・スペースがハイパースペースであるた
め、OUT が失敗しました。

xx0C01xx データ・スペースが存在しないため、LOAD が失
敗しました。

xx0C02xx 開始アドレスがページ境界上にないため、LOAD

が失敗しました。

xx0C03xx 入力 STOKEN が無効であるため、LOAD が失敗
しました。

xx0C04xx ブロック数が無効であるため、LOAD が失敗しま
した。

xx0C05xx 要求したブロックの範囲がデータ・スペースの範
囲内にないため、LOAD が失敗しました。

xx0C06xx 問題プログラム呼び出し側が、SCOPE ALL また
は SCOPE COMMON データ・スペースに対して
LOAD を実行しようとしたため、LOAD が失敗
しました。

xx0C07xx 問題プログラム状態にあるプログラムの呼び出し
側が、あるデータ・スペースをそのデータ・スペ
ースの所有者に代わってロードしようとしたが、
そのデータ・スペースが所有者の 1 次アドレ
ス・スペースにないため、LOAD が失敗しまし
た。

xx0C08xx 監視プログラム状態にあるプログラムが、
SCOPE=SINGLE データ・スペースをそのデー
タ・スペースの所有者に代わってロードしようと
したが、そのデータ・スペースが所有者のホー
ム・アドレス・スペースにないため、LOAD が失
敗しました。
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xx0C09xx データ・スペースがハイパースペースであるた
め、LOAD が失敗しました。

xx0D01xx データ・スペースが存在しないため、DEFINE

DREFOFF が失敗しました。

xx0D02xx 開始アドレスが 4 キロバイトの境界上にないた
め、DEFINE DREFOFF が失敗しました。

xx0D03xx 入力 STOKEN が無効なため、DEFINE

DREFOFF が失敗しました。

xx0D04xx ブロック数が 1 より小さいため、DEFINE

DREFOFF が失敗しました。

xx0D05xx 要求したブロックの範囲がデータ・スペースの範
囲内にないため、DEFINE DREFOFF が失敗しま
した。

xx0D06xx 呼び出し側が、システムのプログラム状況ワード
(PSW) キーによる監視プログラム状態で処理して
いなかったため、DEFINE DREFOFF が失敗しま
した。

xx0D07xx 呼び出し側が、呼び出し側のホーム・アドレス・
スペースまたは 1 次アドレス・スペースにない
所有者に代わって、SCOPE=SINGLE データ・ス
ペースに対して DEFINE DREFOFF を実行しよ
うとしたため、DEFINE DREFOFF が失敗しまし
た。

xx0D09xx 入力 STOKEN がハイパースペース用であるた
め、DEFINE DREFOFF が失敗しました。

xx0D0Axx 指定した区域が、割り込み禁止参照属性で作成し
たデータ・スペースの一部であるため、DEFINE

DREFOFF が失敗しました。

xx0D0Dxx 要求側が、共用セグメントのあるデータ・スペー
スに対して DEFINE DREFOFF を実行しようと
しました。

xxFF01xx 2 次アドレス・スペース ID (ASID) が無効なた
め、DSPSERV マクロ要求が失敗しました。

xxFF02xx 呼び出し側がロックを保持しているときに
DISABLED=NO を指定したため、要求が失敗し
ました。

xxFF03xx 呼び出し側が無効なバージョンのマクロを出した
ため、DSPSERV マクロ要求が失敗しました。

xxFF04xx マクロのパラメーター・リスト内の予約フィール
ドがゼロでないため、DSPSERV マクロ要求が失
敗しました。

xxFF05xx 呼び出し側が不明のサービスを要求したため、
DSPSERV マクロ要求が失敗しました。

xxFF06xx 呼び出し側のパラメーター・リストを参照してい
るときに記憶保護例外が発生したため、
DSPSERV マクロ要求が失敗しました。

xxFF07xx DSPSERV マクロ要求が失敗しました。DSPSERV

マクロのサービスを使用する場合は、呼び出し側
は 31 ビットのアドレッシング・モードでなけれ
ばなりません。

xxFF08xx 呼び出し側が使用不可のときに、呼び出し側が使
用可能であることを必要とするサービスを要求し
たため、要求が失敗しました。

xxFF09xx システムが要求を処理するために必要な 1 つま
たは複数のロックを呼び出し側で保持しているた
め、要求が失敗しました。

xxFF0Axx 呼び出し側が、範囲リストをサポートしていない
サービスに対して入力範囲リストを指定したた
め、要求が失敗しました。

xxFF0Bxx 呼び出し側が NUMRANGE に対して誤った値を
指定したため、要求が失敗しました。この値は、
ゼロより大きくなければなりません。

xxFF0Cxx 呼び出し側が NUMRANGE に対して指定した値
が、無許可呼び出し側の場合に指定できる最大値
16 を超えていたため、要求が失敗しました。

xxFF0Dxx 呼び出し側が、呼び出し側の PSW キーを使用し
てサービスからアクセスすることのできない入力
範囲リストを指定したため、要求が失敗しまし
た。

xxFF10xx IOON または IOOFF が誤ってコーディングされ
ているため、DEFINE 要求が失敗しました。

システムの処置: システムは、ジョブに関するメッセージをジョブ・ロ
グに送り、失敗したジョブ・ステップについて ABEND ダンプを書き込
み、そのジョブの JCL および SYSOUT 出力を書き込みます。

プログラマーの応答: 呼び出し側がアプリケーション・プログラムの場
合は、そのプログラムを訂正してからジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 呼び出し側がインストール先で用意し
たものであれば、その呼び出し側を訂正してください。ジョブ・ログに
書き込まれたメッセージ、JCL、および SYSOUT 出力を調べてくださ
い。

呼び出し側が IBM 提供のプログラムの場合は、問題報告データベース
を検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、メッセ
ージ、JCL、SYSOUT 出力、および ABEND ダンプを提示してくださ
い。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

01F

説明: 作業単位が、その作業単位の項目をリンケージ・スタックからす
べて削除せずに終了しようとしました。レジスター 15 に、異常終了を
説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 作業単位が、対応する要求ブロック (RB) のリンケージ・ス
タック項目をスタックから削除せずに、EXIT マクロ (SVC

3) を出しました。

08 RB ルーチンが、自身で追加したリンケージ・スタック項目
をスタックから削除しませんでした。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させ、場合によってはダ
ンプを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=01F,ACTION=SVCD,MATCHLIM=1,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。
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1. 異常終了時に SVC ダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラッ
プを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼して
ください。

2. システム・トレースで、異常終了 X'01F' に関する SVC D 項目また
は SVCE D 項目を見付けてください。この項目を使用して、エラー
発生時にどのアドレス・スペースおよびタスク制御ブロック (TCB)

がアクティブであったかを判別してください。アドレス・スペース
ID (ASID) をメモしておいてください。

3. アクティブ・アドレス・スペースに関連した TCB のリンケージ・ス
タックを調べてください。

4. スタック上の、スタック解除抑止ビットがオンにセットされている項
目の後にある各項目を検査して、どのリンケージ・スタック項目がス
タックから削除されていないかを判別してください。スタック解除抑
止ビットは、リンケージ・スタック項目記述子 (LSED) の高位ビッ
トです。

5. スタックから削除されたリンケージ・スタック項目に関連したプログ
ラム状況ワード (PSW) アドレスを使用して、リンケージ・スタック
項目の除去に失敗したモジュールを識別してください。

v このモジュールが IBM モジュールでない場合は、このモジュール
に関して診断を継続してください。

v このモジュールが IBM モジュールである場合は、問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターで該当するモジュールを
担当している構成グループに連絡してください。その際には、収
集したすべてのデータを提示するとともに、入手可能であれば、
Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

020

説明: BDAM OPEN マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生
しました。

制御プログラムが、データ制御ブロックの DCBMACRF フィールドに
A、K、または I が入っていないことを検出しました。あるいは、エク
ステントのない BDAM データ・セットをオープンしようとしました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: 上記の前者の場合は、DCB マクロ命令の
MACRF オペランドに必ず A、K、または I を指定するようにしてくだ
さい。問題プログラムで、オープン処理の前に DCBMACRF フィールド
を正しく変更しているか調べてください。訂正後、プログラムを再アセ
ンブルしてからジョブ・ステップを再実行してください。

上記の後者の場合は、データ・セットを作成してから、そのデータ・セ
ットを BDAM ファイルとしてオープンしてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

021

説明: タスク管理マクロがアドレス・スペース制御ブロック (ASCB)

アドレスを渡しましたが、以下の理由コードに示されたエラーが発生し
ました。

コード 説明

00 移動または追加処理の場合に、入力 ASCB の高位ビットが
オンにセットされています。

04 追加処理の場合に、ASCB の ASCBNOQ ビットがオフにな
っています。

08 マスター・スケジューラー・アドレス・スペースの追加、移
動、または削除を行おうとしました。

0C 入力 ASCB の頭字語検査が失敗しました。

10 CHAP 項目機能コードが誤っています。

14 EXTENDED MOVE 機能コードが誤っています。

18 システムから渡された EXCNT カウントが誤っています。

1C 入力エンクレーブ制御ブロックの頭字語検査が失敗しまし
た。

システムの処置: システムは、マクロを出したプログラムを異常終了さ
せ、Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込み、ダンプを書
き込みます。

プログラマーの応答: ルーチンを呼び出すときは、ASCB アドレスの高
位バイトを必ずゼロにセットしてください。エラーを訂正してくださ
い。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 問題に関連した印刷出力および出力デ
ータ・セットをすべて収集してください。問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・
セット・レコードおよびダンプを提示してください。

発行元: タスク管理

022

説明: ベクトル処理サブシステム・サポート (VPSS) が、制御ポート 0

で装置終了条件の欠落を検出しました。VPSS は、処理を継続すること
もオペレーター・コマンドに応答することもできません。

システムの処置: VPSS 欠落割り込みハンドラー出口が、システム完了
コード X'022' で VPSS モニター・アドレス・スペースを異常終了させ
ます。システムは、メッセージ IGF991I を出して、VPSS モニター・ア
ドレス・スペースを終了させる原因となった 3838 アレイ・プロセッサ
ーを識別します。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。

オペレーターの応答: ハードウェア・サポートに連絡してください。

プログラマーの応答: 3838 アレイ・プロセッサーが装置終了で応答し
ない原因を判別してください。必要があれば、オペレーターが他の 3838

装置に対して VPSS コマンドを入力できるように、システム・オペレー
ターに VPSS を再始動するよう依頼してください。

発行元: ベクトル処理
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023

説明: LNKLST またはライブラリー・ルックアサイド機能 (LLA) がエ
ラーを検出しました。このエラーのため、LLA は一部の処理を完了でき
ませんでした。LLA は、異常終了コードとともに他の内容監視 (CSV)

メッセージを出します。複数の異常終了が発生した場合、LLA は一連の
異常終了に対して出す 1 つまたは複数のメッセージに、最初の異常終了
コードと理由コードを入れます。

異常終了の原因を説明する 16 進数の理由コードは、以下のいずれかで
す。

コード 説明

00000001 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築するた
めにディレクトリー項目を LNKLST ライブラリ
ーからコピーしているときに、動的割り振りまた
は割り振り解除が失敗しました。

00000002 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築するた
めにディレクトリー項目を LNKLST ライブラリ
ーからコピーしているときに、OPEN が失敗しま
した。

00000003 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、レコード・キーが
X'0000000000000000' である区分データ・セット
(PDS) ディレクトリー・ブロックを検出しまし
た。

00000004 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、誤ったレコード・キーを持つ PDS

ディレクトリー・ブロックを検出しました。つま
り、最後の PDS ディレクトリー項目が入ってい
る PDS ディレクトリー・ブロックに、正しいレ
コード・キーである X'FFFFFFFFFFFFFFFF' があ
りませんでした。

00000005 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、X'0000000000000000' の名前を持つ
PDS ディレクトリー項目を検出しました。

00000006 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、長さの指定が小さすぎて、必要な数
の PDS ディレクトリー項目を入れることができ
ない PDS ディレクトリー・ブロックを検出しま
した。

00000007 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、以下の両方の条件が当てはまる
PDS ディレクトリー・ブロックを検出しまし
た。
v ブロックに、ディレクトリー内の最後のディレ
クトリー項目が入っていない。

v ブロックのレコード・キーが、そのブロック内
の最後の PDS ディレクトリー項目の名前と異
なっている。

00000008 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、入出力エラーが発生しました。

00000009 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、最後の PDS ディレクトリー・ブロ
ックを検出しないうちに PDS ディレクトリーの
物理的な終わりに達しました。最後のブロック

は、レコード・キーとして
X'FFFFFFFFFFFFFFFF' を持っていなければなり
ません。

0000000A LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、LLA が管理するデータ・セットのデ
ィレクトリーのディレクトリー項目が多すぎて、
LLA で使用可能な仮想記憶域に入りきりませ
ん。

0000000B LLA で予期しない障害が発生しました。

00000014 LLA 処理時に入出力エラーが発生しました。

00000015 LLA 処理時にメディア・エラーが発生しまし
た。

00000016 データ・セット処理時にエラーが発生しました。

00000017 SMS 処理時にエラーが発生しました。

00000018 SMS が必要リソースの取得に失敗しました。

00000019 LLA 処理時にエラーが発生しました。

00000100 LLA アドレス・スペース初期設定の処理時に、
LLA のリソース・マネージャー・サブタスクの
ATTACH が失敗しました。

00000101 LLA アドレス・スペース初期設定の処理で、
LLA 取り出しインストール・システム出口
CSVLLIX1 が再入可能でないことが判別されまし
た。

00000102 LLA が、LLA のリソース・マネージャー・サブ
タスクの異常終了を検出しました。

00000103 LLA 取り出しインストール・システム出口
CSVLLIX1 が AMODE 24 でした。

00000201 LLA が、新規 LLA ディレクトリーを構築して
いるときに、LLA が管理するデータ・セットの
ディレクトリーから PDS または PDSE ディレク
トリー項目のテーブルを作成するのに失敗しまし
た。

00000202 新規 LLA ディレクトリー用の索引を構築してい
るときに、LLA が失敗しました。

00000203 新規 LLA ディレクトリーを構築しているとき
に、LNKLST 内にモジュールが見付かりません
でした。

00000204 LLA が管理するデータ・セットのリストのため
の LLA ディレクトリー構築処理で、予期しない
障害が発生しました。

00000205 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx を
解析しているときに、誤ったデータが検出された
ため、LLA ディレクトリー構築処理が失敗しま
した。

00000206 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx を
解析しているときに、LLA に予期しない障害が
発生したため、LLA ディレクトリー構築処理が
失敗しました。

00000207 LLA が管理するデータ・セットの特定のメンバ
ーに対するリフレッシュ要求を処理しているとき
に、LLA に予期しない障害が発生したため、
LLA ディレクトリー構築処理が失敗しました。
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00000208 LLA MVS オペレーター・コマンドを処理してい
るときに、LLA の parmlib データ・セット・リ
ソースに対して、ユーザーが適切なセキュリティ
ー許可機能 (SAF) およびセキュリティー製品
(RACF) の許可を持っていませんでした。

00000401 動的割り振り (SVC 99) が失敗しました。LLA

は、次のような処理を行っていたと考えられま
す。
v 新規 LLA ディレクトリーを構築する際に、

LLA のディレクトリーを読み取るために、
LLA が管理するデータ・セットを割り振って
いた。

v モジュールをステージングしているときに、
LLA が管理するデータ・セットからモジュー
ルをコピーするために、該当するデータ・セッ
トを割り振っていた。

v LLA の開始または更新要求を処理するため
に、SYS1.parmlib またはその他の parmlib デ
ータ・セットを割り振っていた。

v LLA が以前に割り振ったデータ・セットを割
り振り解除していた。

00000500 LLA が管理するライブラリーのモジュールを仮
想ルックアサイド機能 (VLF) データ・スペース
にステージングしているときに、動的割り振りま
たは割り振り解除が失敗しました。

00000501 LLA ステージング・インストール・システム出
口 CSVLLIX2 が AMODE 24 でした。

00000A00 選択モジュール・リフレッシュで、LLA が管理
するデータ・セットの PDS ディレクトリー項目
を取得しているときに、BLDL が 4 より大きい
リターン・コードを返しました。

00000A01 LLA ディレクトリー・リフレッシュ処理で、
LLA ディレクトリーの選択リフレッシュから累
計されたすべての PDS ディレクトリー項目を保
持するのに十分なストレージを取得できませんで
した。

00000A02 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA ディレクトリー更新を実行するために必要
な制御ステートメントが入っている) を読み取っ
ているときに、LLA ディレクトリー更新処理が
失敗しました。parmlib 読み取りルーチンが、入
力パラメーター・リストに誤ったデータが入って
いることを検出しました。

00000A03 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA ディレクトリー更新を実行するために必要
な制御ステートメントが入っている) を読み取っ
ているときに、LLA ディレクトリー・リフレッ
シュ処理に予期しない障害が発生しました。

00000A04 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA ディレクトリー更新を実行するために必要
な制御ステートメントが入っている) を解析して
いるときに、LLA ディレクトリー・リフレッシ
ュ処理に予期しない障害が発生しました。

00000A05 LLA が PDSE ライブラリーをリフレッシュでき
ませんでした。

00000A50 LLA のクロス・メモリー・ディレクトリー・ア
クセス・ルーチンに誤ったパラメーターが渡され
ました。

00000B00 数値が 1 より小さかったため、LLA モジュー
ル・ステージング処理で浮動小数点数を 64 ビッ
トの符号なし 2 進数に変換しませんでした。

00000B01 数値が大きすぎて 64 ビットで表現できないた
め、LLA のモジュール・ステージング処理で浮
動小数点数を 64 ビットの符号なし 2 進数に変
換できませんでした。

00000B02 数値が正規化されていないため、LLA のモジュ
ール・ステージング処理で浮動小数点数を 64 ビ
ットの符号なし 2 進数に変換できませんでし
た。

00000B50 LLA の検索ルーチンに、誤った LLPM パラメー
ター域が渡されました。

00000B51 LLA の検索ルーチンが、スーパーバイザー要求
ブロック (SVRB) のもとで実行されていないプロ
グラムから呼び出されました。

00000B52 LLA の検索ルーチンが、誤った DEB を入力に
指定して呼び出されました。

00000B53 LLA の検索ルーチンが、誤った LLPPCNCT の
値を指定して呼び出されました。

00000C00 LLA のコンポーネント・トレース・バッファー
へのポインターが、バッファーのために用意され
ているストレージの範囲外を示しています。

00000D00 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx を
処理しているときに、LLA ディレクトリー構築
処理に予期しない障害が発生しました。

00000D01 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA ディレクトリー更新を実行するために必要
な制御ステートメントが入っている) を読み取っ
ているときに、LLA ディレクトリー更新処理が
失敗しました。parmlib 読み取りルーチンが、入
力パラメーター・リストに誤ったデータが入って
いることを検出しました。

00000D02 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA ディレクトリー更新を実行するために必要
な制御ステートメントが入っている) を読み取っ
ているときに、LLA ディレクトリー・リフレッ
シュ処理に予期しない障害が発生しました。

00000D03 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA ディレクトリー更新を実行するために必要
な制御ステートメントが入っている) を解析して
いるときに、LLA ディレクトリー・リフレッシ
ュ処理に予期しない障害が発生しました。

00000D05 LLA の parmlib メンバーである CSVLLAxx

(LLA のディレクトリー更新を実行するために必
要な制御ステートメントが入っている) を割り振
っているときに、LLA ディレクトリー・リフレ
ッシュ処理に予期しない障害が発生しました。割
り振りは、IEFPRMLB サービスを使用して実行
されました。IEFPRMLB サービスによって出さ
れた前のメッセージが、この ABEND に付いて
きます。
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00000E01 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、動的割り振りまたは割り振り解除が失
敗しました。

00000E02 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、OPEN が失敗しました。

00000E03 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、管理するデータ・セットが見付かりま
せんでした。

00000E04 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、LLA が管理するデータ・セットが
PDS でないことを検出しました。

00000E05 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、LLA で扱わないデータ・セットに対
して FREEZE または NOFREEZE が指定されて
いることを検出しました。

00000E06 LLA MVS オペレーター・コマンドを処理してい
るときに、LLA が管理するデータ・セット・リ
ソースに対して、ユーザーが適切な SAF および
セキュリティー製品 (RACF) の許可を持っていま
せんでした。

00000E07 LLA が新規 LLA ディレクトリーを構築してい
るときに、LLA が管理するデータ・セットが、
ロード・ライブラリーとして認識されない PDSE

であることを検出しました。データ・セットが空
でなく、少なくとも 1 つのプログラム・オブジ
ェクトを含んでいることを確認してください。

00001200 呼び出し側が、誤ったデータ制御ブロック (DCB)

パラメーターを指定して LLACOPY マクロを呼
び出しました。

00001201 呼び出し側が、誤った DCB パラメーターを指定
して LLACOPY マクロを呼び出しました。DCB

が有効な DEB を指していません。

00001202 呼び出し側が LLACOPY マクロを呼び出しまし
たが、その LLACOPY の DCB で参照するデー
タ・セットに対して、ユーザーが適切な SAF セ
キュリティー (RACF) の許可を持っていません。

00001203 呼び出し側が、DCB パラメーターにゼロを指定
して LLACOPY マクロを呼び出しました。

00001204 呼び出し側が、誤ったレベル・パラメーター・リ
ストまたは非ゼロの予約フィールドを指定して
LLACOPY マクロを呼び出しました。

00001205 ユーザーが、問題プログラム状態にあるときに
LLACOPY マクロを呼び出しました。

システムの処置: このエラーが原因で LLA アドレス・スペースが終了
すると、システムは、通常、別のアドレス・スペースで LLA の再始動
を試行します。LLA は、CSV222I、CSV226E、CSV227I、CSV247I のう
ちの 1 つまたは複数のメッセージを出します。

障害が起きた LLA アドレス・スペースが、アクティブになったもので
はなく、それ以前の LLA アドレス・スペースの障害から回復するため
に作成されたものである場合、システムは LLA を再始動せずにメッセ
ージ CSV218E を出します。

以下のように、システムは理由コードに応じて特定の処置をとります。

コード システム処置

00000001 LLA は、このエラーの前に発生した異常終了に
ついて SVC ダンプをとり、エラーを Logrec デ
ータ・セットに記録しました。SVC 99 自体が失
敗した場合は、LLA は異常終了 X'023'、理由コ
ード X'00000401'、およびメッセージ CSV224I

を出します。このエラーが最初の LLA ディレク
トリー構築処理時に発生した場合は、LLA はさ
らに異常終了 X'023' および理由コード
X'00000201' を出して、LLA アドレス・スペース
を終了させます。

00000002 ～ 00000019

DFSMS が SVC ダンプをとる場合があります。
LLA は、このエラーを Logrec データ・セットに
記録します。示されたライブラリーは処理されま
せん。LLA はメッセージ CSV221I または
CSV247I を出しますが、そのメッセージ・テキス
トに、この理由コードが入っています。このエラ
ーが最初の LLA ディレクトリー構築処理時に発
生した場合は、LLA はさらに異常終了 X'023' お
よび理由コード X'00000201' を出して、LLA ア
ドレス・スペースを終了させます。

00000100 LLA は SVC ダンプをとり、このエラーを
Logrec データ・セットに記録します。その次に
システムがとる処置は、使用しているリリースに
よって異なります。MVS/SP 3.1 の場合は、LLA

アドレス・スペースが終了します。MVS/SP 3.1.0

以降の場合は、LLA は、タスク再生成の限界値
に達したかどうかを判別するまで、リソース管理
サブタスクなしで処理を継続します。限界値に達
していなければ、LLA はリソース管理サブタス
クの再生成を試行します。限界値に達していれ
ば、リソース管理サブタスクなしで処理を継続し
ます。

00000101 LLA の初期設定が、メッセージ CSV232I を出
し、CSVLLIX1 が LNKLST にインストールされ
ていない場合と同じように処理を継続します。

00000102 LLA のリソース管理サブタスクが異常終了し、
次に LLA アドレス・スペースも異常終了しま
す。

00000103 LLA の初期設定が、メッセージ CSV232I を出
し、CSVLLIX1 が LNKLST にインストールされ
ていない場合と同じように処理を継続します。

00000201 LLA は、動的割り振りエラーの場合はメッセー
ジ CSV224I を出し、PDS 関連の入出力エラーの
場合はメッセージ CSV225I を出し、PDSE 関連
のエラーの場合はメッセージ CSV247I を出しま
す。いずれの場合も、LLA はメッセージ
CSV221I を出します。このメッセージは、エラー
が発生するまでに LLA ディレクトリー構築がど
こまで進んでいたかを示すとともに、特定のエラ
ーを識別する理由コードを示します。その後、こ
のエラーが LLA ディレクトリー・リフレッシュ
処理時に発生した場合は、LLA はメッセージ
CSV217I を出し、古いディレクトリーをアクティ
ブに保ちます。これ以外の場合は、LLA アドレ
ス・スペースが終了します。

00000202、00000204、00000206、00000207

LLA が検出した元の異常終了について、LLA は
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SVC ダンプをとり、エラーを Logrec データ・セ
ットに記録します。その後、LLA はこの異常終
了を出します。このエラーが最初の LLA ディレ
クトリー構築処理時に発生した場合は、LLA は
LLA アドレス・スペースを終了させます。それ
以外の場合は、LLA は古いディレクトリーをア
クティブに保ちます。

00000203 LLA は SVC ダンプをとり、エラーを Logrec デ
ータ・セットに記録します。その後、このエラー
が LLA ディレクトリー・リフレッシュ処理時に
発生した場合は、LLA はメッセージ CSV217I を
出し、古いディレクトリーをアクティブに保ちま
す。これ以外の場合は、LLA アドレス・スペー
スが終了します。

00000205 LLA はメッセージ CSV235I および CSV236I を
出します。このエラーが LLA ディレクトリー・
リフレッシュ処理時に発生した場合は、LLA は
メッセージ CSV217I を出し、古いディレクトリ
ーをアクティブに保ちます。これ以外の場合は、
LLA アドレス・スペースが終了します。

00000208 このエラーが LLA ディレクトリー・リフレッシ
ュ処理時に発生した場合は、LLA はメッセージ
CSV217I を出し、古いディレクトリーをアクティ
ブに保ちます。このエラーが最初のディレクトリ
ー構築処理時に発生した場合は、LLA は異常終
了 X'023'、理由コード 204 を出して、LLA アド
レス・スペースを終了させます。

00000401 LLA はメッセージ CSV224I を出します。このメ
ッセージには、動的割り振りの特定のエラー・コ
ードと情報コードが含まれています。LLA は
SVC ダンプをとり、エラーを Logrec データ・セ
ットに記録します。この後に LLA がとる処置
は、動的割り振りが要求されたときに LLA が実
行していたタスクによって異なります。

v MVS/SP 3.1 で、新規ディレクトリーを構築す
る際に、LLA ディレクトリーを読み取るため
にデータ・セットを割り振っていた場合は、
LLA はメッセージ CSV221I を出します。こ
のエラーが LLA ディレクトリー・リフレッシ
ュ処理時に発生した場合は、LLA はさらにメ
ッセージ CSV217I を出し、古いディレクトリ
ーをアクティブに保ちます。このエラーが最初
のディレクトリー構築処理時に発生した場合
は、LLA は異常終了 X'023'、理由コード
X'00000201' を出して、LLA アドレス・スペー
スを終了させます。

v MVS/SP 3.1.0 以降で、新規ディレクトリーを
構築する際に、LLA ディレクトリーを読み取
るためにデータ・セットを割り振っていた場合
は、LLA はメッセージ CSV241I を出しま
す。このエラーが LLA ディレクトリー・リフ
レッシュ処理時に発生した場合は、LLA はさ
らにメッセージ CSV217I を出し、古いディレ
クトリーをアクティブに保ちます。このエラー
が最初のディレクトリー構築処理時に発生した
場合は、LLA は異常終了 X'023'、理由コード
X'00000204' を出して、LLA アドレス・スペー
スを終了させます。

v モジュールをステージングしているときに、モ
ジュールをコピーするためにデータ・セットを
割り振っていた場合は、LLA はこのライブラ
リーからモジュールをステージングしません。

v LLA 開始要求を処理するために parmlib デー
タ・セットを割り振っていた場合は、LLA は
メッセージ CSV235I、CSV236I を出し、LLA

アドレス・スペースを開始しません。

v LLA リフレッシュ要求を処理するために
parmlib データ・セットを割り振っていた場合
は、LLA はメッセージ CSV235I、CSV236I を
出し、古いディレクトリーをアクティブに保ち
ます。

v 以前に割り振ったデータ・セットを割り振り解
除していた場合は、LLA はそれ以上の処置を
とりません。

00000500 SVC 99 自体が失敗した場合は、LLA は異常終
了 X'023'、理由コード 401、およびメッセージ
CSV224I を出します。その後に LLA がとる処置
は、使用しているリリースによって異なります。

MVS/SP 3.1 の場合は、LLA は、このエラーの前
に発生した異常終了について SVC ダンプをと
り、エラーを Logrec データ・セットに記録しま
した。LLA のリソース・マネージャー・サブタ
スクが終了し、それによって LLA アドレス・ス
ペースが終了します。

MVS/SP 3.1.0 以降の場合は、LLA のリソース・
マネージャー・サブタスクが終了し、LLA は、
タスク再生成の限界値に達したかどうかを判別す
るまで、リソース管理サブタスクなしで処理を継
続します。限界値に達していなければ、LLA は
リソース管理サブタスクの再生成を試行します。
限界値に達していれば、リソース管理サブタスク
なしで処理を継続します。

00000501 LLA はメッセージ CSV232I を出し、LNKLST

に CSVLLIX2 がインストールされていない場合
と同じように処理を継続します。

00000A00 ～ 00000A05

LLA は SVC ダンプをとり、エラーを Logrec デ
ータ・セットに記録します。次に、メッセージ
CSV217I を出し、要求された LLA リフレッシュ
を実行しません。

00000A50 呼び出し側が LLA または BLDL の場合は、呼
び出し側が SVC ダンプをとり、エラーを Logrec

データ・セットに記録します。次に、呼び出し側
が異常終了 312 で LLA アドレス・スペースを
終了させます。

00000B00 ～ 00000B02

LLA は SVC ダンプをとり、エラーを Logrec デ
ータ・セットに記録します。次に、LLA のリソ
ース・マネージャー・サブタスクが終了し、LLA

は異常終了 X'023'、理由コード X'00000102' を出
して LLA アドレス・スペースを終了させます。

00000B50、00000B51、00000B52、00000B53

呼び出し側が BLDL の場合は、呼び出し側が
SVC ダンプをとり、エラーを Logrec データ・セ
ットに記録し、X'212' 異常終了で呼び出し側を異
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常終了させます。呼び出し側が LLA の場合は、
呼び出し側が SVC ダンプをとり、エラーを
Logrec データ・セットに記録し、プログラム取
り出しを用いてモジュールを提供します。

00000C00 LLA は SVC ダンプをとり、エラーを Logrec デ
ータ・セットに記録します。次に、LLA トレー
スが非アクティブにされ、LLA はコンポーネン
ト・トレース機能なしで処理を継続します。

00000D00、00000D01、00000D02、00000D03

LLA は SVC ダンプをとり、エラーを Logrec デ
ータ・セットに記録します。このエラーが LLA

ディレクトリー・リフレッシュ処理時に発生した
場合は、LLA はメッセージ CSV217I を出し、古
いディレクトリーをアクティブに保ちます。これ
以外の場合は、LLA アドレス・スペースが終了
します。

00000E01 LLA はメッセージ CSV224I を出します。このメ
ッセージには、動的割り振りの特定のエラー・コ
ードと情報コードが含まれています。このエラー
がデータ・セット割り振り時に発生した場合は、
LLA はメッセージ CSV241I を出します。このメ
ッセージには、割り振ることができなかったデー
タ・セットの名前が示されます。このエラーが
LLA ディレクトリー・リフレッシュ処理時に発
生した場合は、LLA はさらにメッセージ
CSV217I を出し、古いディレクトリーをアクティ
ブに保ちます。このエラーが最初のディレクトリ
ー構築処理時に発生した場合は、LLA は異常終
了 X'023'、理由コード X'204' を出して、アドレ
ス・スペースを終了させます。

00000E02 LLA はメッセージ CSV240I を出します。このメ
ッセージには、オープンできなかったデータ・セ
ットの名前が示されます。LLA は、このエラー
の前に発生した異常終了について SVC ダンプを
とり、エラーを Logrec データ・セットに記録し
ます。このエラーが LLA ディレクトリー・リフ
レッシュ処理時に発生した場合は、LLA はさら
にメッセージ CSV217I を出し、古いディレクト
リーをアクティブに保ちます。このエラーが最初
のディレクトリー構築処理時に発生した場合は、
LLA は異常終了 X'023'、理由コード X'204' を出
して、アドレス・スペースを終了させます。

00000E03 このエラーが LLA ディレクトリー・リフレッシ
ュ処理時に発生した場合は、LLA はさらにメッ
セージ CSV217I を出し、古いディレクトリーを
アクティブに保ちます。このエラーが最初のディ
レクトリー構築処理時に発生した場合は、LLA

は異常終了 X'023'、理由コード 204 を出して、
アドレス・スペースを終了させます。

00000E04 LLA はメッセージ CSV242I を出します。このメ
ッセージには、PDS でないデータ・セットの名
前が示されます。このエラーが LLA ディレクト
リー・リフレッシュ処理時に発生した場合は、
LLA はさらにメッセージ CSV217I を出し、古い
ディレクトリーをアクティブに保ちます。このエ
ラーが最初のディレクトリー構築処理時に発生し

た場合は、LLA は異常終了 X'023'、理由コード
X'204' を出して、アドレス・スペースを終了させ
ます。

00000E05 LLA はメッセージ CSV245I を出します。このメ
ッセージには、FREEZE または NOFREEZE が指
定されているデータ・セットの名前が示されま
す。このエラーが LLA ディレクトリー・リフレ
ッシュ処理時に発生した場合は、LLA はさらに
メッセージ CSV217I を出し、古いディレクトリ
ーをアクティブに保ちます。このエラーが最初の
ディレクトリー構築処理時に発生した場合は、
LLA は異常終了 X'023'、理由コード X'204' を出
して、アドレス・スペースを終了させます。

00000E06 このエラーが LLA ディレクトリー・リフレッシ
ュ処理時に発生した場合は、LLA はメッセージ
CSV217I を出し、古いディレクトリーをアクティ
ブに保ちます。このエラーが最初のディレクトリ
ー構築処理時に発生した場合は、LLA は異常終
了 X'023'、理由コード 204 を出して、LLA アド
レス・スペースを終了させます。

00000E07 LLA はメッセージ CSV242I を出します。このメ
ッセージには、データのみの PDSE または空の
PDSE の名前が示されます。このエラーが LLA

ディレクトリー・リフレッシュ処理時に発生した
場合は、LLA はさらにメッセージ CSV217I を出
し、古いディレクトリーをアクティブに保ちま
す。このエラーが最初のディレクトリー構築処理
時に発生した場合は、LLA は異常終了 X'023'、
理由コード X'00000204' を出して、LLA アドレ
ス・スペースを終了させます。

00001200 LLACOPY が異常終了します。

00001201 LLACOPY が異常終了します。

00001202 LLACOPY が異常終了します。

00001203 LLACOPY が異常終了します。

00001204 LLACOPY が異常終了します。

00001205 LLACOPY が異常終了します。

オペレーターの応答: ハードウェア・サポートに連絡してください。

プログラマーの応答: コンソールおよびシステム・ログ (SYSLOG) の
両方に出された CSV メッセージに対するアプリケーション・プログラ
マー応答に従ってください。その他の関連する異常終了についても、ア
プリケーション・プログラマー応答に従ってください。

下記の理由コードの場合は、それぞれ下記の処置をとってください。

コード 応答

00000101 LLA の取り出しインストール・システム出口
CSVLLIX1 が再入可能であることを確認し、この
出口を再びリンク・エディットしてください。

00000103 LLA の取り出しインストール・システム出口
CSVLLIX1 が AMODE 31 または AMODE ANY

であることを確認し、この出口を再びリンク・エ
ディットしてください。

00000203 LNKLST データ・セットに関するカタログが有
効であること、オーバーレイされていないことを
確認してください。
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00000208 LLA のオペレーター・コマンドを出したユーザ
ーが、LLA が管理するデータ・セットに対して
適切な RACF 許可 (更新) を持っていることを確
認してください。

00000501 LLA のステージング・インストール・システム
出口 CSVLLIX2 が AMODE 31 または AMODE

ANY であることを確認し、この出口を再びリン
ク・エディットしてください。

00000A00 CSV217I に対するプログラマー応答に従うととも
に、Logrec データ・セットを参照してくださ
い。Logrec データ・セットには、特定の入出力
エラーに関する情報が入っている場合がありま
す。特定の入出力エラーであることが明確でない
場合は、LLA を停止してから再始動してくださ
い。

00000A01 CSV217I に対するプログラマー応答に従ってくだ
さい。また、完全な LLA リフレッシュを出して
ください。

00000A50 ～ 00000B02

LLA を再始動してください。

00000B50、00000B51、00000B52、00000B53

システム・ログ (SYSLOG) に示されたすべての
関連メッセージおよび関連する異常終了のすべて
に応答してください。異常終了 X'212' に対する
プログラマー応答に従ってください。

00000C00 コンポーネント・トレース機能を回復させるに
は、LLA を停止してから再始動してください。

00000E03 LLA が管理するデータ・セットのリストが、
parmlib メンバーで正しく指定されていることを
確認してください。メッセージ CSV217I または
CSV218I に対するプログラマー応答に従ってくだ
さい。

00000E06 LLA のオペレーター・コマンドを出したユーザ
ーが、LLA が管理するデータ・セットに対して
適切な RACF 許可 (更新) を持っていることを確
認してください。

00000E07 指定した parmlib メンバーから PDSE データ専
用ライブラリーを除去してください。

00001200 LLACOPY マクロの DCB 入力パラメーターを訂
正してください。入力 DCB がオープンされてい
ること、オーバーレイされないことを確認してく
ださい。ジョブ・ステップを再実行してくださ
い。

00001201 LLACOPY マクロの DCB 入力パラメーターを訂
正してください。入力 DCB がオープンされてい
ること、オーバーレイされず有効な DEB を指し
ていることを確認してください。ジョブ・ステッ
プを再実行してください。

00001202 LLACOPY マクロの呼び出し側が、LLACOPY の
入力 DCB で記述されているデータ・セットに対
して、適切な RACF 許可を持っていることを確
認してください。ジョブ・ステップを再実行して
ください。

00001203 LLACOPY マクロの DCB 入力パラメーターを訂
正してください。入力 DCB は、オープンされて

いる有効な DCB でなければなりません。ジョ
ブ・ステップを再実行してください。

00001204 すべての予約フィールドがゼロであることを確認
してください。LLACOPY を呼び出すプログラム
のコンパイルまたはアセンブルに使用したマク
ロ・ライブラリーがターゲット環境に対応してい
ることを確認してください。ジョブ・ステップを
再実行してください。

00001205 LLACOPY マクロの呼び出し側が監視プログラム
状態であることを確認してください。ジョブ・ス
テップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: コンソールまたはジョブ・ログに出さ
れたメッセージおよび一緒に出された異常終了 (出された場合) に対す
るシステム・プログラマー応答に従ってください。

プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際に
は、以下のものを提示してください。

v 問題に関連したすべての印刷出力および出力データ・セット。

v ジョブのプログラム・リスト。

v ジョブの JCL。

v Logrec データ・セット・エラー・レコード。

発行元: 内容監視 (CSV)

024

説明: 印刷サービス機能 (PSF) で異常終了が発生しました。PSF の
ESTAE ルーチンが、PSF の再始動が可能かどうかを判別し、リカバリ
ー終了マネージャーが PSF の再始動を要求します。このシステム完了
コードと PSF 異常終了理由コードは、メッセージ APS050I または
APS521I のどちらかに示されます。

プログラマーの応答: メッセージ APS050I または APS521I の指示に
従って応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

025

説明: システム・エラーが発生したときに、システムで作業の一部を開
始していました。システムが異常終了を出したときのレジスター 15

に、理由コードが入っています。

コード 説明

0002 APPC Asynchronous_Manager 呼び出し可能サービスが、エラ
ー・コードをイニシエーターに返しました。

0003 スケジューラーの開始に使用するジョブのパラメーターが多
すぎることをシステムが検出しました。

0004 ユーザーがイニシエーターのもとでイニシエーターを実行し
ようとしました。

その他 システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムは SVC ダンプを書き込み、Logrec デー
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タ・セット・エラー・レコードを書き込み、イニシエーター処理を終了
させます。

システム・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をと
ってください。

コード 応答

0002 IBM サポート・センターに連絡してください。

0003 スケジューラーの開始に使用するジョブのパラメーターを調
べてください。

0004 異常終了の原因となったプログラムの名前を変更してくださ
い。

上記以外の理由コードの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

026

説明: システム間拡張サービス (XES) がエラーを検出しました。シス
プレックスの問題の診断について詳しくは、OS/390 MVS Diagnosis:

Reference を参照してください。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

0A060002 XES 処理は、SRB のタスク・パーコレーション
を防止することはできませんでした。しかし、
XES 処理は正常に継続しているので、ユーザー
側で処置をとる必要はありません。

0C010101 ユーザーの Complete Exit でのエラー。コネクタ
ーが終了します。アプリケーションの出口処理を
調べてください。システムはダンプを出しませ
ん。

0C150101 ユーザーの Contention Exit でのエラー。コネク
ターが終了します。アプリケーションの出口処理
を調べてください。システムはダンプを出しませ
ん。

0C150103 ユーザーの Contention Exit からのリターン・コ
ード・エラー。ユーザーは、再作成処理時に
Contention Exit を据え置くよう指定しましたが、
この構造は再作成されませんでした。コネクター
が終了します。アプリケーションの出口処理を調
べてください。システムはダンプを出しません。

0C340102 リストまたはキャッシュ接続に関するユーザーの
Complete Exit でのエラー。接続は終了します。

0C3F0101 ユーザーの Notify Exit でのエラー。コネクター
が終了します。アプリケーションの出口処理を調
べてください。システムはダンプを出しません。

0C5A0003 XES 処理は、SRB のタスク・パーコレーション
を防止することはできませんでした。しかし、
XES 処理は正常に継続しているので、ユーザー
側で処置をとる必要はありません。

0C5A0004 XES 処理は、SRB のタスク・パーコレーション
を防止することはできませんでした。しかし、

XES 処理は正常に継続しているので、ユーザー
側で処置をとる必要はありません。

0C680101 ユーザーの Notify Exit でのエラー。コネクター
が終了します。アプリケーションの出口処理を調
べてください。システムはダンプを出しません。

0E0A0101 ユーザーの List Transition Exit でのエラー。コ
ネクターが終了します。アプリケーションの出口
処理を調べてください。システムはダンプを出し
ません。

0E0D0001 ユーザーの Event Exit からの予期しないリター
ン・コード。コネクターが終了します。アプリケ
ーションの出口処理を調べてください。システム
はダンプを出しません。

0E0D0101 ユーザーの Event Exit でのエラー。コネクター
が終了します。アプリケーションの出口処理を調
べてください。システムはダンプを出しません。

システムの処置: ABEND に先立って、エラーを説明する追加メッセー
ジが出される場合があります。理由コードの第 3 バイトに 16 進値
’01’ が入っている場合は、IXLCONN サービスを出すコネクターがシス
テムによって終了されます。異常終了がユーザー出口の障害に関連して
いる場合を除いて、システムは SVC ダンプを出します。

オペレーターの応答: 下記の理由コードは、XES コンポーネントの内
部エラーを表しています。これらのエラーの場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡して援助を受けてください。

理由コード:

02040001 020A0001 020D0001 02120001 03200001

05010001 05060001 070B0001 07160001 081A0001

0A010001 0A010002 0A010102 0A020102 0A040103

0A060101 0A060103 0A090101 0A0D0001 0A0D0002

0A0D0004 0A060003 0A0D0101 0A130103 0A130104

0A130106 0A160001 0A160101 0A160102 0C090001

0C0A0001 0C0B0106 0C0C0105 0C0D0101 0C130101

0C170101 0C190001 0C1Cxxxx 0C1D0101 0C21xxxx

0C23xxxx 0C26xxxx 0C2A0001 0C2A0002 0C2A0003

0C2A0004 0C2A0005 0C2A0006 0C2A0007 0C2A0008

0C2A0009 0C2A000A 0C2A000B 0C2A000C 0C2A000D

0C2A000E 0C2A000F 0C2A0010 0C2A0011 0C2A0012

0C2A0013 0C2A0014 0C2D0001 0C2F0101 0C2F0102

0C30xxxx 0C340001 0C340002 0C340101 0C340103

0C340104 0C340105 0C340106 0C380001 0C380002

0C380003 0C380004 0C380005 0C380009 0C380106

0C380107 0C380108 0C390001 0C391013 0C3C0107

0C3C0108 0C400101 0C41xxxx 0C440101 0C460101

0C4A0101 0C4A0103 0C54xxxx 0C540101 0C560001

0C560002 0C560003 0C560004 0C560005 0C560150

0C5A0101 0C5A0102 0C5B1013 0C650001 0C670101

0C680102 0C6C0001 0C700102 0C740101 0C740103

0C760102 0C7C0001 0C7C0002 0C7C0003 0C830001

0C830002 0C830003 0C890101 0C890102 0C920002

0C950001 0C950102 0C950103 0C9E0001 0C9E0101

0D010001 0D010101 0D010102 0D010103 0D010104

0D070101 0D070102 0D070103 0D070104 0D070105

0D0C0001 0D0C0150 0D120101 0D120102 0D120103

0D120007 0D120008 0D120150 0D150004 0D150101

0D150102 0D150103 0D150150 0D180101 0D1C0001

0D1C0150 0E0A0102 0E0B0004 0E0C0103 0E0D0102

0E0F0101 0E120001 0E130004 0E130101 0E130102
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11050001

システム・プログラマーの応答:

下記の IPCS サブコマンドを用いて、SVC ダンプをフォーマットしてく
ださい。

v XESDATA (要約、明細、および例外のすべてのレベルのすべての報
告書を含む)

v CTRACE COMP(SYSXES) SUB((GLOBAL))

v CTRACE COMP(SYSXES) SUB((個別の接続))

CTRACE QUERY コマンドを出して、SYSXES に関連したサブネー
ム・トレースを表示することによって、個別の接続を判別することが
できます。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。
その際には、フォーマット済み SVC ダンプを提示してください。

発行元: システム間拡張サービス (XES)

027

説明: 印刷サービス機能 (PSF) で異常終了が発生しました。PSF の
ESTAE ルーチンは PSF の再始動が可能かどうかを判別しますが、リカ
バリー終了マネージャーは PSF の再始動を要求しません。このシステ
ム完了コードと PSF 異常終了理由コードは、メッセージ APS050I また
は APS521I のどちらかに示されます。

プログラマーの応答: メッセージ APS050I または APS521I の指示に
従って応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

028

説明: 以下のいずれかの理由で、システムがページング操作を完了でき
ませんでした。

v ページインまたはスワップイン操作中に、永続入出力エラーが発生し
ました。ページインまたはスワップインしようとしたデータは失われ
ます。

v 以前の入出力エラーが原因で、補助記憶装置上でページにアクセスで
きません。

v 中央記憶装置のページング管理で、判別不能のエラーが発生しまし
た。システムは処理を終了させます。レジスター 15 に理由コードが
入っている場合があります。

v タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E) のログオンが完
了する前に、オペレーターが TSO/E ユーザーを取り消しました。

v アドレス・スペースで、不連続なコードまたは大きな固定情報域が入
っているページ可能リンク・パック域 (PLPA) ページを参照しまし
た。システムはすでにこのエラーを検出し、メッセージ IEA928I を
出しています。メッセージ IEA928I を参照してください。

v スワップインまたはスワップアウト要求の処理中に、システムが予期
しないエラーを検出しました。このエラーは、レジスター 6 に入っ
ている理由コードで説明されます。

v 拡張ストレージ上の欠陥フレームには、ページの現行コピーだけが存
在します。システムが、欠陥のある拡張フレームから中央記憶装置に
ページを移そうとしたときに、エラーが発生しました。

v システムが補助記憶装置にページを書き込んだときに、入出力エラー
が発生しました。

v システムが仮想域内データ・オブジェクトからマップ済みウィンド
ウ・ページにデータを転送しようとしたときに、入出力エラーが発生
しました

システムの処置: システムは現行タスクまたはアドレス・スペースを異
常終了させます。

オペレーターの応答: システムがメッセージ IEA928I を出した場合
は、そのメッセージに対するオペレーター応答を参照してください。そ
れ以外の場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ハードウェア・エラーを示しているメ
ッセージを探してください。何らかのメッセージが見付かった場合は、
ハードウェア・サポートに連絡してください。問題報告データベースを
検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。この異常終了に関する情
報が Logrec データ・セット・エラー・レコードに入っていない場合が
あります。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM) および実記憶マネージャー
(RSM)

029

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) のページ操作開始ルーチンが、誤
った仮想入出力 (VIO) 要求を検出しました。

Logrec データ・セット・エラー・レコードに、誤った VIO 要求の理由
コードが入っています。

コード 説明

0004 論理グループ番号として許される最大の番号より大きい VIO

論理グループ番号を要求しました。

0008 要求した VIO 論理グループ番号は、どの論理グループにも
割り当てられていません。

000C 呼び出し側のプログラムは、要求した VIO 論理グループへ
のアクセス権を持っていません。

0010 要求した VIO 論理グループでは、すでに作業が保留にされ
ているため、新しい作業を受け入れることはできません。

0014 VIO データ・セット内のページ数より大きい VIO ページ番
号を要求しました。

0018 要求した VIO ページが存在しません。

0020 システムは、要求した VIO ページのためのテーブルをスト
レージ内に作成できませんでした。

0024 要求した VIO ページでは、以前に入出力エラーが発生して
います。

0028 要求した VIO ページの有効な補助記憶装置コピーがシステ
ムにありません。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 問題が解決できない場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM) および割り振り

26 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



02A

説明: スプール・データ・セットに対するデータ管理要求の実行時に、
エラーが発生しました。レジスター 2 に、この異常終了の原因を示す
16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00000004 データ管理制御ブロック (ACB または DEB) が
無効であることを HASCHAM が検出しました。

00000008 JES2 の UBUF が無効であることを HASCHAM

が検出しました。

0000000C HASCHAM が、スプール・データ・セットの逐
次化エラーを検出しました。

00000014 JES2 が、内部読み取りプログラムの CLOSE ま
たは ENDREQ 処理中にエラーを検出しました。
JES2 アクセス方式は、JES2 アドレス・スペース
から正しい応答を受け取りませんでした。

00000018 JES2 が、内部読み取りプログラム・データ・セ
ットの処理中にエラーを検出しました。JES2

は、このエラーを記述するメッセージ $HASP095

を出しました。

0000001C JES2 が、矛盾する一時保護バッファー・ポイン
ターを検出しました。

00000020 HASCHAM が、内部読み取りプログラム・デー
タ・セットの逐次化エラーを検出しました。

00000024 HASCHAM が、内部読み取りプログラム・デー
タ・セットの処理中に、JES2 内部論理エラーを
検出しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させ、ダンプを作成します。
理由コード X'0000000C' および X'00000020' の場合、システムはジョ
ブ・ステップを終了させ、ダンプを作成します。

システム・プログラマーの応答: ジョブのプログラム・リストを入手し
てください。ジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。JOB ステ
ートメントで MSGLEVEL=(1,1) を指定していない場合は、
MSGLEVEL=(1,1) を指定してから、ジョブを再実行してください。

問題プログラムでデータ管理制御ブロックまたは JES2 の UBUF 制御
ブロックを変更していないか調べてください。理由コード X'0000000C'

および X'00000020' の場合は、さらに、問題プログラムが複数のタスク
間で SYSIN、SYSOUT、または内部読み取りプログラム・データ・セッ
トを共用する際に、適切な逐次化手法を使用しているか調べてくださ
い。訂正後、ジョブ・ステップを再実行してください。

プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: JES2

02B

説明: ユーザー出口ルーチンが、$EXITnnn マクロ命令の MAXRC パ
ラメーターで指定されている最大リターン・コード値より大きいリター
ン・コードを出しました。

システムの処置: システムはユーザー・タスクを異常終了させ、ダンプ
を出します。

オペレーターの応答: $TEXIT コマンドを使用して、EXITnnn を使用不
可にしてください。

システム・プログラマーの応答: 問題に関連した印刷出力および出力デ
ータ・セットをすべて収集してください。

出口ルーチンが誤ったリターン・コードを出している場合は、そのルー
チンを訂正してください。出口ルーチンが正しいリターン・コードを出
している場合は、$EXITnnn マクロ命令に指定した最大リターン・コー
ド値を変更してください。その後、ジョブを再実行してください。

発行元: JES2

02C

説明: 機能サブシステム・アドレス・スペースの JES2 サポートでエラ
ーが発生しました。

このシステム完了コードが JES2 のメッセージなしで出された場合は、
以下の情報が適用されます。

ホット・スタート時に以下のいずれかが検出されました。
v HASPWARM が、アクティブ FSA を持たないアクティブ機能サブシ
ステム (FSS) を検出しました。

v JES2 が、FSS アドレス・スペースと接続されているアクティブ FSA

がないことを検出しました。

システムの処置: HASPWARM は、CALLRTM マクロを使用して FSS

アドレス・スペースを異常終了させます。

オペレーターの応答: $S PRT コマンドを入力して、FSS を再始動して
ください。

プログラマーの応答: この状態は、JES2 のホット・スタート時に機能
サブシステムのプリンターがドレーンされたか、始動されたことが原因
で発生しました。プリンターの初期設定パラメーターがホット・スター
トの間に変更された場合は、HASPWARM は FSS アドレス・スペース
を終了させました。

このシステム完了コードと一緒に、以下のメッセージの 1 つが表示され
ることがあります。

$HASP413

$HASP415

$HASP750

詳細については、OS/390 JES2 メッセージ を参照してください。

発行元: JES2

02D

説明: JES2 メインタスクが異常終了しました。この終了は、以下のい
ずれかのイベントによって発生しました。

v オペレーターが、JES2 を終了させる $PJES2,ABEND コマンドを出し
た。

v JES2 の重大なエラー / 異常終了が発生した。この異常終了に関する
詳しい説明は、メッセージ $HASP095 を参照してください。

システムの処置: システムは JES2 リカバリー / 終了処理を呼び出し
ます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題の性質を判別する助けとして、エ
ラー・メッセージ $HASP088 および $HASP095 を参照してください。

発行元: JES2
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02E

説明: 可用性マネージャー (AVM) 処理中にシステムがエラーを検出し
ました。このエラーを説明する理由コードは、以下のいずれかに示され
ます。

v エラー発生時の SDWA または RTM2WA データ域にあるレジスター
15。

v SDWA データ域の SDWACRC フィールド。

v メッセージ AVM010E。

理由コードのフォーマットは mmrrssss です。

理由コードの中の各文字は、以下の意味です。

mm 異常終了を出した可用性マネージャー・エントリー・ポイン
トの ID。

rr 16 進数のエラー標識。これは以下のいずれかです。

標識 説明

2 システムが中核内でエントリー・ポイ
ントを検出できませんでした。

12 システムがロード・モジュールを検出
できませんでした。

18 可用性マネージャーの 1 次ロード・
モジュールが、開始タスク制御プログ
ラム (STC) によって開始されていま
せん。

19 START AVM コマンドによって誤っ
たパラメーターが渡されました。可用
性マネージャーは、AVMMODE パラ
メーター内の OPERATOR、
THINLAYER、または RESTART の
いずれかの値を検査します。

28、2A、2B、48 可用性マネージャーは処理を正常に継
続します。ただし、可用性マネージャ
ーにさらにサブシステムを接続するに
は、追加するサブシステムと同数の現
行サブシステム・ユーザーを可用性マ
ネージャーから切り離す必要がありま
す。可用性マネージャーで扱えるサブ
システムの最大数に達しました。

34、35、37 可用性マネージャーが、入出力監視プ
ログラムからエラーのリターン・コー
ドを受け取りました。IOS リターン・
コードは、可用性マネージャーの理由
コードの 3 バイト目に示されます。
可用性マネージャーの理由コードの 4

バイト目には、関連した IOS 理由コ
ードが示されます。エラー標識には、
次のように、可用性マネージャーがど
の IOS サービスを使おうとしたのか
が示されます。

34 PREVENTIO

35 IOPIDENT-RELEASE

37 IOPIDENT-OBTAIN

39 可用性マネージャーが CALLAVM 要
求の結果を保管する際に、サブシステ

ム所有のストレージにアクセスできま
せんでした。可用性マネージャーが
CALLAVM 要求を検査してからその
要求を完了するまでの間に、サブシス
テムがストレージを解放してしまった
ことが原因と考えられます。

以下のエラー標識は、可用性マネージャーの内部エラーを示
しています。これらのエラーは、ほとんどの場合、可用性マ
ネージャーのアドレス・スペースを異常終了させます。
v 01

v 03 ～ 11

v 13 ～ 17

v 1A ～ 27

v 29

v 2C ～ 33

v 38

v 3A ～ 47

v 49

ssss 関連するシステム・サービス完了コード。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。

オペレーターの応答: エラー標識 rr に応じて、以下のいずれかを行っ
てください。

標識 応答

18 可用性マネージャーをイニシエーターのもとで開
始しようとしてはなりません。START コマンド
を使用してください。

19 START AVM コマンドを出すときに、
AVMMODE パラメーターを指定しないでくださ
い。

それ以外の場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: エラー標識 rr に応じて、以下のいず
れかを行ってください。

標識 応答

2 可用性マネージャーが正しくインストールされていることを
確認してください。可用性マネージャーのロード・モジュー
ルに正しい CSECT がすべて入っていることを確認してくだ
さい。

12 可用性マネージャーが正しくインストールされていることを
確認してください。ロード・ライブラリーに正しいロード・
モジュールが入っていることを確認してください。

34、35、37

障害のあるプログラムを訂正してください。

発行元: 可用性マネージャー (AVM)

030

説明: 基本索引順次アクセス方式 (BISAM) または待機索引順次アクセ
ス方式 (QISAM) の OPEN マクロ命令の処理中に、エラーが発生しまし
た。

データ制御ブロック (DCB) の DCBMACRF フィールドに、BISAM ま
たは QISAM に有効な操作モードが入っていないことが、制御プログラ
ムによって検出されました。DCBMACRF フィールドは、データ制御ブ
ロックをオープンする前に、DCB マクロ命令の MACRF オペランドに
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よって、または問題プログラムによってセットアップされます。

プログラマーの応答: DCB マクロ命令の MACRF オペランドに、有効
な操作モードが指定されていることを確認してください。DCBMACRF

フィールドが、問題プログラムによって誤ってセットアップされていた
り、変更されたりしていないか調べてください。訂正後、プログラムを
再アセンブルしてからジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

031

説明: QISAM を使用した処理で入出力エラーが発生しました。制御プ
ログラムは、エラー分析ルーチン (SYNAD) に制御を渡そうとしました
が、(1) データ制御ブロックの DCBSYNAD フィールドに有効な
SYNAD ルーチンのアドレスが入っていないこと、または (2) タスク終
了によって CLOSE マクロ命令が実行された後に、エラーが発生したこ
と (問題プログラムが、CLOSE マクロ命令を処理せずに監視プログラム
に制御を渡したこと) を検出しました。タスクは異常終了しました。デ
ータ制御ブロックの DCBEXCD1 および DCBEXCD2 フィールドには、
次のように、元のエラーの原因として考えられるものが示されます。

DCBEXCD1:

ビット 説明

0 レコードが見付からない。

1 下限としての実アドレスが誤っている。

2 スペースが見付からない。

3 要求が誤っている。

4 訂正不能の入力エラー。

5 訂正不能の出力エラー。

6 ブロックに到達できなかった (入力)。

7 ブロックに到達できなかった (更新)。

DCBEXCD2:

ビット 説明

0 シーケンス・チェック。

1 重複レコード。

2 エラー検出時に DCB がクローズされていた。

3 オーバーフロー・レコード。

4 PUT: フィールドの長さが、データ制御ブロックの
DCBLRECL フィールドに示されている値より大きい。

5 - 7 (予約済みビット)。

プログラマーの応答: データ制御ブロックの DCBEXCD1 および
DCBEXCD2 フィールドを検査して、エラーの原因を判別してくださ
い。入出力エラーが検出されたときに制御を受け取るエラー分析ルーチ
ンのアドレスを指定してください。また、CLOSE 時にエラーが発生し
た場合は、監視プログラムに制御を返す前に、QISAM CLOSE マクロ命
令を実行してください。QISAM CLOSE マクロ命令の処理時にエラーが

発生した場合は、メッセージ IEC011I または IEC203I の指示に従って
応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

032

説明: 基本索引順次アクセス方式 (BISAM) または待機索引順次アクセ
ス方式 (QISAM) の OPEN マクロ命令の処理中に、エラーが発生しまし
た。

データ制御ブロック (DCB) の DCBMACRF フィールドに、ISAM に有
効な情報が入っていないことが、制御プログラムによって検出されまし
た。

プログラマーの応答: DCB マクロ命令の MACRF オペランドに、有効
な情報が指定されていることを確認してください。DCBMACRF フィー
ルドが、オープン処理の前に問題プログラムによって誤って変更されて
いないかどうか検査してください。

訂正後、プログラムを再アセンブルしてからジョブ・ステップを再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

033

説明: 索引順次データ・セットに対する OPEN マクロ命令の処理中
に、エラーが発生しました。索引順次アクセス方式 (ISAM) OPEN 実行
プログラムの処理中にエラーが発生した場合は、レジスター 15 に 16

進数の理由コードが入っています。

コード 説明

01 最高位索引を読み取っているときに、入出力エラーが発生し
ました。

02 基本区域内の最後のデータ・レコードの後にあるファイル終
わりマークを検索しているときに、入出力エラーが発生しま
した。データ制御ブロック (DCB) の DCBLPDA フィールド
に、基本区域内の最後のレコードのアドレスが入っていま
す。

03 独立オーバーフロー域内の最後のデータ・レコードの後にあ
るファイル終わりマークを検索しているときに、入出力エラ
ーが発生しました。データ制御ブロック (DCB) の
DCBLIOV フィールドに、独立オーバーフロー域内の最後の
レコードのアドレスが入っています。

04 データ制御ブロック (DCB) の DCBMSHIA フィールドに、
タスクに割り当てられた仮想記憶域の境界の外側にある位置
を指定するアドレスが入っていたか、またはタスク制御ブロ
ック (TCB) 内に指定されたものと異なるストレージ保護キ
ーをもつアドレスが入っていました。
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05 再開ロードのためのオープン処理で、最後の基本データ・ブ
ロックを読み取っているときに、入出力エラーが発生しまし
た。

v マルチボリューム ISAM データ・セットの全ボリュームが
取り付けられていませんでした。

プログラマーの応答: DCBLPDA、DCBLIOV、および DCBMSHIA フ
ィールドが問題プログラムによって誤って指定または変更されていない
か調べてください。異常終了時のレジスター 4 に DCB のアドレスが入
っています。訂正後、プログラムを再アセンブルしてからジョブ・ステ
ップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

034

説明: BISAM OPEN マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。
可変長レコードの場合に、DCBMSWA 内のアドレスが無効であること
を制御プログラムが検出しました。アドレスが仮想記憶域の境界の外側
であるか、またはそのアドレスの記憶保護キーが TCB 内の記憶保護キ
ーと異なっています。

データ制御ブロック (DCB) のフィールドが示している仮想記憶域が小
さすぎて、データ・セットの最高位索引が入りきらないことを、制御プ
ログラムが検出しました。最高位索引用に予約する必要のある仮想記憶
域のサイズは、OPEN 終了時にデータ制御ブロックの DCBNCRHI フィ
ールドに置かれます。

プログラマーの応答: このエラーは、以下のいずれかの処置によって訂
正することができます。

v DCB の MSWA オペランドに有効なアドレスを指定します。このフ
ィールドが誤って変更されることがないか調べてください。

v DCBSMSI および DCBMSHIA フィールドを適切に指定して、十分な
仮想記憶域を提供します。

v 仮想記憶域を提供しません。DCBSMSI および DCBMSHIA フィール
ドの内容を指定しないか、またはこれらのフィールドをゼロにセット
します。こうすると、最高位索引は仮想記憶域にロードされずに処理
されます。

訂正後、プログラムを再アセンブルしてからジョブ・ステップを再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

035

説明: BISAM OPEN マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。

新しいレコードをデータ・セットに追加するときに、データ制御ブロッ
ク (DCB) の DCBMSWA および DCBSMSW フィールドが示している
仮想記憶域が小さすぎて、基本区域からの 1 トラックが入りきらないこ

とを、制御プログラムが検出しました。DCBSMSW に指定すべき適切な
値が ISAM によって計算され、レジスター 15 に入れて返されます。こ
の値が 65535 より大きい場合は、ISAM にこの作業域を取得させるよう
にする必要があります。

プログラマーの応答: このエラーは、以下のいずれかの処置によって訂
正することができます。

v DCBMSWA および DCBSMSW フィールドを適切に指定して、十分
な仮想記憶域を提供します。

v 固定長レコードの場合は、仮想記憶域を提供しません。DCBMSWA

および DCBSMSW フィールドの内容を指定しないか、またはこれら
のフィールドをゼロにセットします。仮想記憶作業域が必要になるの
は、可変長レコードの場合だけです。

訂正後、プログラムを再アセンブルしてからジョブ・ステップを再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

036

説明: BISAM または QISAM の OPEN マクロ命令の処理中に、エラ
ーが発生しました。

直接アクセス装置上に、データ・セット用の基本区域としてスペースが
割り振られていないことを、制御プログラムが検出しました。

v QISAM ロード・モードにおいて、データ・セット生成時に、DD ス
テートメントの SPACE パラメーターで 1 次割り振り量が指定され
ませんでした。

v データ・セットのデータ・セット制御ブロック (DSCB) が、問題プロ
グラムによって誤って変更されました。

プログラマーの応答: 上記の 1 番目の場合には、データ・セットを順
番にダンプしてから、QISAM ロード・モードを使用して再作成する必
要があります。DD ステートメントの SPACE パラメーターに 1 次割り
振り量を指定して、ジョブを再始動してください。基本区域が複数のボ
リュームにわたる場合は、必要なボリュームの数および装置の数を指定
してください。

上記の 2 番目の場合には、データ・セット制御ブロックが問題プログラ
ムによって誤って変更されていないか調べてください。訂正後、プログ
ラムを再アセンブルしてからジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

037

説明: BISAM または QISAM の OPEN マクロ命令の処理中に、エラ
ーが発生しました。プログラマー提供のバッファーが、処理されるレコ
ードに不適切であることを、制御プログラムが検出しました。
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v BUILD マクロ命令を使用してバッファーを取得した場合は、DCB マ
クロ命令の BUFNO オペランドが指定されていないか、または BUFL

オペランドに指定した値が小さすぎます。

v GETPOOL マクロ命令を使用してバッファーを取得した場合は、バッ
ファー長オペランドに指定した値が小さすぎます。

プログラマーの応答: バッファーを正しく指定してください。その後
で、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

038

説明: QISAM ロード・モードで OPEN マクロ命令を処理していると
きに、エラーが発生しました。

索引域のために直接アクセス装置上に割り振ったスペースを使いきって
しまったか、またはそのスペースが複数のボリュームにわたっているこ
とを、制御プログラムが検出しました。ISAM データ・セットの索引
は、1 つのボリューム上に置かなければなりません。

プログラマーの応答: 新規データ・セットを作成している場合は、DD

ステートメントの SPACE パラメーターにより大きなスペース割り振り
を指定して、ジョブを再始動する必要があります。

既存のデータ・セットを更新している場合は、データ・セットを順番に
ダンプし、既存のデータ・セットをスクラッチした上で、QISAM ロー
ド・モードを使って順次データ・セットからデータ・セットを再作成す
る必要があります。DD ステートメントの SPACE パラメーターにより
大きなスペース割り振りを指定して、ジョブを再始動してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

039

説明: QISAM を使用してデータ・セットを走査しているときに、エラ
ーが発生しました。

データ・セット終わり (EOD) に達しました。データ制御ブロック
(DCB) の DCBEODAD フィールドに、データ・セット終わり出口ルー
チンのアドレスが入っていないことを、制御プログラムが検出しまし
た。

プログラマーの応答: データ・セットの終わりに達したときに制御を受
け取るルーチンのアドレスを、データ・セットの終わりに達する以前
に、DCB マクロ命令の EODAD オペランドまたは問題プログラムのど
ちらかで指定していることを確認してください。その後で、プログラム
を再アセンブルして、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ

ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

03A

説明: BISAM または QISAM の CLOSE マクロ命令の処理中に、エラ
ーが発生しました。

直接アクセス装置から仮想記憶域に読み込まれたフォーマット 2 のデー
タ・セット制御ブロック (DSCB) が、データ制御ブロック (DCB) の各
種のフィールドによって更新されています。この更新されたデータ・セ
ット制御ブロックを直接アクセス装置に再び書き込もうとしたときに、
エラーが発生しました。

ISAM インターフェースを使って VSAM データ・セットを処理してい
る場合は、このシステム完了コードと一緒にメッセージ IEC251I が出さ
れることがあります。この場合、終了したタスクの説明については、メ
ッセージ IEC251I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: 問題が発生したデータ・セットおよび問題の性質
を判別してください。

このシステム完了コードと一緒にメッセージ IEC251I が出された場合
は、メッセージ IEC251I の指示に従って応答してください。

ABEND 時には、レジスター 4 が OPEN/CLOSE/END-OF-VOLUME の
作業域を指しています。作業域の中の X'64' の位置にジョブ・ファイル
制御ブロック (JFCB) のアドレスがありますが、この JFCB の内容は、
44 文字のデータ・セット名で始まっています。データ・セットの装置ア
ドレスが入っている装置制御ブロック (UCB) のアドレスは、作業域の
中の X'230' の位置に置かれています。データ・イベント・ブロック
(DEB) のアドレスが入っているユーザーの DCB のアドレスは、作業域
の中の X'238' の位置に置かれています。データ・セットの問題を訂正
してから、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

03B

説明: 索引順次データ・セットに対する OPEN マクロ命令の処理中
に、エラーが発生しました。レジスター 15 に 16 進数の理由コードが
入っていない場合は、以下の理由でレコードを処理できませんでした。

v ブロック・サイズ (DCBBLKSI) が論理レコード長 (DCBLRECL) よ
り小さい。

v ブロック・サイズ (DCBBLKSI) が論理レコード長の倍数でない。

ISAM OPEN 実行プログラムの処理中にエラーが発生した場合は、レジ
スター 15 に 16 進数の理由コードが入っています。この場合は、以下
の理由でレコードを処理できませんでした。

コード 説明

01 フォーマット 2 のデータ・セット制御ブロック (DSCB)

が、1/2 1/21/21/2MSG 8028 1/2 1/21/21/2MSG 8028 デー
タ・セットが作成されなかったこと (DS2STIND が X'20' で
ない) を示しているか、あるいは、フォーマット 2 の
DSCB が、データ・セットが作成された後でデータ制御ブロ
ック (DCB) がクローズされなかったことを示しています。
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03 可変長レコードの場合に、データ制御ブロック (DCB) の相
対キー位置 (DCBRKP) フィールドが 4 より小さくなってい
ます。

04 相対キー位置 (DCBRKP) にキーの長さ (DCBKEYLE) を加
えたものが、論理レコード長 (DCBLRECL) より大きくなっ
ています。

05 データ制御ブロックの DCBKEYLE フィールドにゼロが入っ
ています。

06 データ制御ブロック (DCB) の DCBKEYLE フィールドが、
フォーマット 1 の DSCB の DS1KEYL フィールドの値と
等しくありません。

07 PUT 操作の準備として QISAM データ制御ブロックがオー
プンされましたが、OPEN マクロ命令が出力用として出され
ていませんでした。

09 データ制御ブロック (DCBLRECL) 内の論理レコード長がゼ
ロです。

0A フォーマット 1 の DSCB 内のレコード・フォーマット
(DS1RECFM) は固定ブロック化レコードを示していますが、
ブロック・サイズ (DCBBLKSI) が論理レコード長
(DCBLRECL) と等しくなっています。

0B ブロック・サイズ (DCBBLKSI) がフォーマット 1 の DSCB

内のブロック・サイズ (DS1BLKL) と異なっています。

0C 論理レコード長 (DCBLRECL) がフォーマット 1 の DSCB

内の論理レコード長 (DS1LRECL) と異なっています。

0D PUT 操作の準備として QISAM データ制御ブロックがオー
プンされましたが、JCL 内に DISP=SHR がコーディングさ
れていました。

0E レコード・フォーマット (DCBRECFM) の値がゼロになって
います。

0F レコード・フォーマット (DCBRECFM) の値が、データ・セ
ットの作成時に指定したレコード・フォーマットの値
(DS1RECFM) と異なっています。

レジスター 2 に、異常終了の原因となった DCB のアドレスが入ってい
ます。

ISAM インターフェースを使って VSAM データ・セットを処理してい
る場合は、このシステム完了コードと一緒にメッセージ IEC161I が出さ
れることがあります。この場合、終了したタスクに関する説明は、メッ
セージ IEC161I を参照してください。VSAM の ISAM インターフェー
スがシステム完了コード 03B を出すのは、以下のいずれかの場合で
す。

v アクセス方式サービスの値と DCB の値で、LRECL、KEYLE、RKP

が一致していない。

v DISP=OLD を指定して出力用に DCB がオープンされたが、論理レコ
ードの数がゼロより大きい (RELOAD を意味する)。

v VSAM 構造をオープンする要求に対して、OPEN ACB エラー・コー
ド 116 が返された。

プログラマーの応答: 出された理由コードに応じて、以下の処置をとっ
てください。

コード 応答

01 データ・セットが適切に作成されていること、お

よびデータ・セットを作成したタスクがデータ制
御ブロックをクローズすることを確認してくださ
い。

03 可変長レコードを使用している場合は、DCBRKP

フィールドの値が 4 より小さくないことを確認
してください。

04 データ制御ブロックの DCBRKP フィールドの値
を DCBKEYLE フィールドの値に加えたとき
に、DCBLRECL フィールドの値を超えないこと
を確認してください。

05、06 DCBKEYLE フィールドを訂正してください。既
存の ISAM データ・セットの場合は、DCB マク
ロ命令から KEYLEN オペランドを取り除いてく
ださい。こうすれば、データ・セット制御ブロッ
クがキーの長さの値を提供します。

07 OPEN マクロ命令のオプション 1 に、OUTPUT

が指定されていることを確認してください。

09、0A、0B、0C データ制御ブロック (DCB) にブロック・サイズ
(BLKSIZE) と論理レコード長 (LRECL) が正しく
指定されていること、これらの値に矛盾がないこ
とを確認してください。

0D PUT 操作のためにオープンしている QISAM デ
ータ制御ブロックに対する JCL に、DISP=OLD

をコーディングしてください。

0E、0F レコード・フォーマットが正しく指定されている
ことを確認してください。既存の ISAM デー
タ・セットの場合は、VTOC をリストして、デー
タ・セットの正しいフォーマットを判別してくだ
さい。

レジスター 15 に 16 進数の理由コードが入っていない場合は、以下の
点を確認してください。

1. データ制御ブロック (DCB) に、ブロック・サイズ (BLKSIZE) と論
理レコード長 (LRECL) が正しく指定されていること。

2. BLKSIZE と LRECL の間に矛盾がないこと。

ISAM インターフェースが ABEND を出した場合は、DCB マクロの
MACRF オペランドに有効な操作モードが指定されているか確認してく
ださい。さらに、データ・セット内にレコードがあるときに、ロード・
モードで DCB をオープンしていないかを確認してください。

どの場合も、ジョブ・ステップを再実行してください。

このシステム完了コードと一緒にメッセージ IEC161I が出された場合
は、メッセージ IEC161I の指示に従って応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp
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03C

説明: ページ不在、セグメント不在、または ASTE の障害が発生しま
した。RSM は、以下のいずれかの条件を検出しました。

レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っています。理由コード中
の x で示すバイトには、診断データが入っています。この診断データ
は、IBM によって要求される場合があります。

コード 説明

xxxx08xx 障害が発生したときに、割り込み禁止のプログラ
ムが RSM ロック、またはそれより上位のロック
を保持していました。

xxxx0Dxx 作業単位が割り込み禁止で実行されているとき
に、ページ不在を解決するために使用できる中央
記憶装置のフレームが存在しませんでした。

システムの処置: システムは現行タスクに対して異常終了を出します。

プログラマーの応答: 理由コードが X'xxxx0Dxx' の場合は、ジョブを
再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は、システム・プ
ログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

03D

説明: (1) QISAM または BISAM の OPEN マクロ命令、または (2)

BDAM の OPEN マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生しま
した。

以下のいずれかが発生しました。

v (1) の場合に、DD ステートメントで索引順次編成を指定していませ
ん (DCB パラメーターの DSORG=IS または DSORG=ISU サブパラ
メーターで指定できます)。

v (1) の場合で、データ・セットが複数のボリュームにまたがっている
ときに、DD ステートメントで VOLUME パラメーターの SER サブ
パラメーターに、正しいシーケンスでボリューム通し番号を指定して
いないか、または一部のボリューム通し番号を指定していません。索
引が入っているボリュームの通し番号を最初に指定しなければなりま
せん。ボリュームの数と割り振られている装置の数は同じでなければ
ならず、しかもすべてのボリュームを取り付けておく必要がありま
す。

v (2) の場合に、DD ステートメントで VOLUME パラメーターの SER

サブパラメーターに、正しいシーケンスでボリューム通し番号を指定
していません。

v (2) の場合に、DCB DSORG=DA であり、DD ステートメントで索引
順次データ・セット名を指定しています。

このシステム完了コードと一緒にメッセージ IEC156I が出されることが
あります。この場合、終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジ
スター 15 に入っているリターン・コード (メッセージ・テキスト内の
rc) の説明については、メッセージ IEC156I の説明を参照してくださ
い。

プログラマーの応答: 必要に応じて DCB パラメーターまたは SER サ
ブパラメーターを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行してくださ
い。

このシステム完了コードと一緒にメッセージ IEC156I が出された場合
は、メッセージの指示に従って応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

03E

説明: QISAM OPEN マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。
最後の基本データ・レコードの位置によって、再開ロードでこれ以上レ
コードを追加する余地がないことが示されました。

索引順次データ・セットのロードは、そのデータ・セットのための最初
の OPEN/PUT/CLOSE サイクルの中で完了しなければなりません。デー
タが作成されなかった場合は、ロードのためにオープンおよびクローズ
された索引順次データ・セットが、続いてロードされる場合がありま
す。

レコードを追加するためのスペースがない ISAM データ・セットの基本
区域に、再開ロードでレコードを追加しようとしたと考えられます。

プログラマーの応答: より大きなスペースを割り振ってデータ・セット
を再ロードするか、または BISAM を使ってレコードを追加してくださ
い。

訂正後、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

03F

説明: チェックポイント・リスタート処理中に、エラーが検出されまし
た。この完了コードと一緒に、メッセージ IHJxxxI および該当する理由
コードが出されます。

システムの処置: ジョブが異常終了し、ダンプが作成されます。

プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージの指示に従って応答し
てください。

発行元: DFSMSdfp

040

説明: 通信アクセス方式 (TCAM) の回線グループ・データ・セットに
対して OPEN マクロを処理しているときに、エラーが発生しました。

システムの処置: ユーザーが回線グループ DCB マクロの EXLST= オ
ペランドにアドレスをコーディングした場合は、レジスター 0 にエラ
ー・コードが挿入されます。出口ルーチンで、レジスター 0 にあるコー
ドを検査することができます。ユーザー出口を指定していない場合は、
コンソール・メッセージ IED008I の説明にエラー・タイプが表示されま
す。

プログラマーの応答: 該当する応答については、メッセージ IED008I

の情報を参照してください。

発行元: テレプロセシング
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041

説明: 通信アクセス方式 (TCAM) のメッセージ・キュー・データ・セ
ットに対して OPEN マクロを処理しているときに、エラーが発生しま
した。

システムの処置: ユーザーがメッセージ・キュー DCB マクロ命令の
EXLST= オペランドにアドレスをコーディングした場合は、レジスター
0 にエラー・コードが挿入されます。出口ルーチンで、レジスター 0 に
あるコードを検査することができます。インストール・システム出口を
指定していない場合は、コンソール・メッセージ IED008I の説明にエラ
ー・タイプが表示されます。

プログラマーの応答: 該当する応答については、メッセージ IED008I

の情報を参照してください。システムに ACF/TCAM (通信アクセス方式
拡張通信機能) プログラム・プロダクトがインストールされている場合
は、該当する ACF/TCAM メッセージの資料を参照してください。

発行元: テレプロセシング

043

説明: 通信アクセス方式 (TCAM) のアプリケーション・プログラム・
データ・セットに対して OPEN マクロを処理しているときに、エラー
が発生しました。

レジスター 0 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っていま
す。

コード 説明

01 TCAM のアプリケーション・プログラム・データ・セットに
対して OPEN マクロを出したときに、システム内にアクテ
ィブのメッセージ制御プログラム (MCP) がありませんでし
た。

02 アプリケーション・プログラムに関連した DD ステートメ
ントの QNAME= パラメーターが、端末テーブルに定義され
ている処理記入項目の名前と異なっています。または、アプ
リケーション・プログラムのデータ制御ブロック (DCB) が
出力専用でオープンされているときに、TPROCESS マクロ
命令内に QUEUES= オペランドがありました。または、ア
プリケーション・プログラムの DCB が入力のためにオープ
ンされているときに、TPROCESS マクロ命令に QUEUES=

オペランドが指定されていませんでした。

03 アプリケーション・プログラムに関連した DD ステートメ
ントの QNAME= パラメーターで指定した処理記入項目が、
別のアプリケーション・プログラムによって現在使用されて
います。

04 内部制御ブロックを作成するための十分な仮想記憶域が
MCP 内にないか、または、処理記入項目作業域に対する
PGFN マクロが失敗しました。

05 内部制御ブロックを作成するための十分な仮想記憶域が、ア
プリケーション・プログラム域内にありません。

06 アプリケーション・プログラムが、保護されているキューを
オープンしようとしました。この要求は、システム・オペレ
ーターによって拒否されました。

07 アプリケーション・プログラムが許可プログラムでないの
に、ユーザーが TCAM INTRO マクロの AUTHA パラメー
ターに AUTHA=YES をコーディングしたか、またはデフォ
ルト値として YES を使用しました。

08 ページ制御ブロック (PCB) のエラーです。TPROCESS 記入

項目の PCB を別のタスクが使用しているときに、その
TPROCESS 記入項目に対して OPEN を出しました。

09 IGG01946 (DCB OPEN) への入力として、DD ステートメン
トで修飾された TCAM ジョブ名と一致する TCAM ジョブ
名が見付かりませんでした。

0A 要求した環境チェックポイント・レコードの数が、書き込み
可能な環境チェックポイント・レコードの数を超えていま
す。

システムの処置: データ・セットに対する DCB マクロの EXLST= オ
ペランドで ABEND インストール・システム出口を指定している場合
は、システムはその出口ルーチンに制御を与えます。出口ルーチンから
戻った場合や、ABEND インストール・システム出口を指定していない
場合、システムはタスクを異常終了させます。このシステム完了コード
と一緒に、メッセージ IED015I が出されることがあります。

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラム・データ・セット
に対する DCB マクロの EXLST= オペランドで ABEND インストー
ル・システム出口を指定している場合は、処置は必要ありません。

レジスター 0 の内容によって、次のようにとるべき処置が示されます。

レジスター 0 応答

01 MCP がアクティブであることを確認してから、
アプリケーション・プログラムを開始してくださ
い。

02 QNAME= パラメーターをコーディングし直し
て、有効な処理記入項目の名前を指定してくださ
い。

03 QNAME= パラメーターをコーディングし直し
て、有効な処理記入項目の名前を指定してくださ
い。

04 MCP の JOB ステートメントに、より大きな領
域サイズまたは区画サイズを指定してください。
または、より大きなシステム・キュー・スペース
を指定して、システムを再始動してください。

05 アプリケーション・プログラムの JOB ステート
メントに、より大きな区画サイズを指定してくだ
さい。

06 キューに関連した SECURE=YES オペランドをコ
ーディングし直すか、またはキューをオープンで
きるようにシステム・オペレーターに依頼してく
ださい。

07 アプリケーション・プログラムを許可プログラム
として許可ライブラリーにリンク・エディットす
るか、または TCAM INTRO マクロに
AUTHA=NO を指定してください。

08 PCB に関するすべての TPROCESS 記入項目
を、同じアプリケーション・プログラム内でオー
プンしてください。

09 必要なジョブ名を指定して TCAM を開始する
か、または QNAME=procname.jobname オペラン
ドのジョブ名を変更してからアプリケーション・
プログラムを再始動してください。

0A 書き込み可能な環境チェックポイント・レコード
の数を増やすか、または要求する環境チェックポ
イント・レコードの数を減らしてください。
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発行元: テレプロセシング

044

説明: FE 共通書き込み (COMWRITE) タスクの処理中に、エラーが発
生しました。COMWRITE タスクは終了しました。

このエラーの性質は、レジスター 3 の 16 進数の内容で示されます。

レジスター 3 説明

01 出力装置での永続入出力エラーです。レジスター
7 にユーザー ID が示され、レジスター 8 に障
害 DECB のアドレスが示されます。

02 STAE ルーチンが失敗しました。レジスター 15

にリターン・コードが示されます。

03 ユーザーのパラメーター・リストが誤っていると
きに、パラメーター・リストを必要とする出力が
指定されました。レジスター 7 に、COMWRITE

に保管されているパラメーター・リストのアドレ
スが示されます。レジスター 11 に、エラー・メ
ッセージのアドレスが示されます。

05 出力 DCB のオープンが失敗しました。

06 指定されているトレースのどれかで、トレース・
テーブルのサイズの 2 分の 1 が、トレース・デ
ータ・セット用に指定されている最大ブロック・
サイズを超えています。

プログラマーの応答: レジスター 3 にある 16 進数の内容に応じて、
以下のように応答してください。

レジスター 3 応答

01 記録メディアの状況を検査してください。記録メ
ディアに異常がなければ、ハードウェア・サポー
ト担当員に連絡してください。

02 ハードウェア・サポート担当員に連絡してくださ
い。

03 パラメーター・リストを検査してください。

05 DD ステートメントの欠落です。DD ステートメ
ントを組み込んで、ジョブを再実行してくださ
い。

06 トレース・テーブルのサイズの 2 分の 1 が、ト
レース・データ・セット用に指定されている最大
ブロック・サイズを超えることがないようにして
ください。

発行元: DFSMSdfp

045

説明: 通信アクセス方式 (TCAM) のメッセージ制御プログラム (MCP)

を処理しているときに、エラーが発生しました。MCP は終了します。

レジスター 15 の下位バイトに、エラーを説明する 16 進数の理由コー
ドが入っています。

コード 説明

01 データ・セットの容量を超えている再使用不可ディスク・レ
コードに対して入出力が要求されました。再使用不可ディス
ク・データ・セットは折り返すことができません。

02 再使用可能ディスクで、新規のトラフィックが多量に急激に

発生したため、論理読み取りエラーが発生しました。このト
ラフィックのために、未送信のメッセージは、代替宛先キュ
ーにコピーされる前にオーバーレイされてしまいます。

03 端末に送信するためにメッセージを取り出そうとしたとき
に、論理読み取りエラーが発生しました。

04 あるデータ・セットから別のデータ・セットにメッセージを
コピーするために必要なコピー・サブタスクが、ディスクの
OPEN によってロードされていません。多重経路メッセージ
または配布リスト・メッセージが、異なるメッセージ・キュ
ー・タイプに送られるためにエンキューされています。メッ
セージをキューに入れるためには、コピー・サブタスクが必
要です。ディスク・メッセージ・キューのデータ制御ブロッ
ク (DCB) を正常にオープンできなかったことが原因です。

05 オープンされていないディスク・メッセージ・キュー・デー
タ・セットに対して、入出力が要求されました。

06 INTRO マクロに FEATURE=(,,NOTIMER) が指定されている
のに、システム・タイマーを必要とする機能が呼び出されま
した。

07 再使用可能ディスク・データ・セットより長いメッセージが
入力されました。

08 ディスク読み取りエラーが発生しました。これは、ハードウ
ェア・エラーです (論理読み取りエラーではありません)。

09 チェックポイント・データ・セットのために十分なスペース
が割り振られていないか、または再始動時にチェックポイン
ト・データ・セットからレコードを読み取ろうとして、読み
取りエラーが発生しました。

0A チェックポイント・データ・セットが小さすぎるか、または
INTRO マクロに指定されているチェックポイント・レコー
ド数が大きすぎるかのどちらかです。

システムの処置: システムは異常終了します。システムは、エラーを
Logrec データ・セットに書き込みます。

プログラマーの応答: リターン・コード X'08' 以外は、ユーザー・エラ
ーと考えられます。特定の理由コードに対する処置を判別するには、レ
ジスター 15 の理由コードに基づいた以下の手順に従ってください。

コード 応答

01 より大きなデータ・セットを指定するか、または
より早い時点でクローズして終了するように要求
してください。

02、03、07 より大きなデータ・セット、または複数のエクス
テントにわたるデータ・セットを指定してくださ
い。

04、05 回線に対して OPEN マクロを出す前に、メッセ
ージ・キュー・データ・セットが正常にオープン
されているかテストしてください。

06 FEATURE=(,,TIMER) を指定してください。MCP

を再アセンブルして、再実行してください。

09 障害の原因は、ABEND の直前にオペレーターに
出されたメッセージで説明されています。このメ
ッセージの中で、応答が述べられています。

0A チェックポイント・データ・セットのためにさら
に大きなスペースを割り振るか、または INTRO

マクロに指定するチェックポイント・レコード数
を小さくしてください。
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システム・プログラマーの応答: リターン・コードが X'08' の場合は、
ジョブ・ログ内のメッセージを見て詳しい情報を調べてください。ハー
ドウェア・サポートに連絡してください。その際には、Logrec データ・
セット・エラー・レコードおよびジョブの SYSOUT 出力を提示してく
ださい。X’08’ 以外のリターン・コードの場合は、問題報告データベー
スを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: テレプロセシング

046

説明: 通信アクセス方式 (TCAM) のメッセージ制御プログラム (MCP)

が終了しましたが、アプリケーション・プログラム・データ・セットが
まだオープンされています。アプリケーション・プログラム・データ・
セットは、システム完了コード X'046' で終了するようにスケジュール
されています。

システムの処置: アプリケーション・プログラムが異常終了します。

プログラマーの応答: MCP の異常終了によって出されたシステム完了
コードに対するプログラマー応答を参照してください。

発行元: テレプロセシング

047

説明: 無許可プログラムが、制限付きの Supervisor Call (SVC) 命令を
出しました。

許可プログラムは、

v 監視プログラム状態で実行されます。

v PSW キー 0 ～ 7 を保持します。

v APF 許可ライブラリーに常駐します。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=047,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレー
ターに依頼してください。

2. システム・トレースで、異常終了 X'047' に関する SVC D 項目また
は *SVCE D 項目を見付けてください。

3. ステップ 2 で見付かった項目の前にある SVC 項目を見付けてくだ
さい。この SVC 項目は、ステップ 2 で見付かった項目と同一の
TCB に関するものであるとともに、同一の ASID を持っていなけれ
ばなりません。この SVC 項目の PSW に、制限付き SVC を出した
無許可プログラムのアドレスが入っています。

4. ステップ 3 で見付かった PSW を使って、制限付き SVC を出した
無許可モジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v モジュール接頭部が IED または IKJ である IBM モジュールの
場合は、そのモジュールは TCAM モジュールと考えられます。そ
の TCAM MCP プログラム内の INTRO マクロに AUTHA=NO

を指定して、ジョブを再実行してください。問題が繰り返し発生
する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見
付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン

ターの TCAM 担当グループに連絡してください。その際には、
SVC ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを
提示してください。

v TCAM の一部でない IBM モジュールの場合は、問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターで該当するモジュールを
担当している構成グループに連絡してください。その際には、SVC

ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示し
てください。

発行元: 監視プログラム制御

048

説明: ACF/TCAM (通信アクセス方式拡張通信機能) がサポートしてい
るサブシステムのアドレス・スペースで、エラー条件が検出されまし
た。ACF/TCAM サブシステムは、リカバリーが不可能なことを検出し
ました。サブシステムは異常終了します。レジスター 0 に、以下の障害
コードのいずれかが入っています。

コード 説明

001 サブシステム・インターフェースが、許可されたパスで実行
されているのではないときに、要求パラメーター・リスト
(RPL) のアドレスが誤っていました。

002 機能リカバリー・ルーチン (FRR) によるリカバリーがサブ
システムに通知される前に、異常終了が発生しました。

システムの処置: サブシステムを再始動してください。

プログラマーの応答: SVC ダンプを印刷してください。SVC ダンプ
は、SYS1.DUMP データ・セット内に保管されています。

システム・プログラマーの応答: 対話式問題制御システム (IPCS) を使
用して、SVC ダンプをフォーマットしてください。問題報告データベー
スを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: テレプロセシング

049

説明: ACF/TCAM (通信アクセス方式拡張通信機能) がサポートしてい
るサブシステムのアドレス・スペースまたは TCAM (通信アクセス方式)

付加ルーチンで、エラー条件が検出されました。FRR は、サブシステム
を回復させることができませんでした。

システムの処置: リカバリーが不可能であった理由を説明する Logrec

データ・セット項目が作成されています。SVC ダンプが SYS1.DUMP

に書き込まれています。

オペレーターの応答: システムを再始動してください。

プログラマーの応答: ダンプおよび Logrec 項目を印刷してください。

システム・プログラマーの応答: 対話式問題制御システム (IPCS) を使
用して、SVC ダンプをフォーマットしてください。問題報告データベー
スを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: テレプロセシング
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04A

説明: MVSSERV プログラムが、データ管理サービスに対して誤った
要求を出しました。詳しい情報は、理由コードによって示されます。

コード 説明

004 プログラムが、データ管理サービスに対する要求の中で誤っ
た命令コードを渡しました。

008 プログラムが、データ管理の GET マクロに対して、サポー
トされていない要求を出しました。

012 プログラムが、データ管理の PUT マクロに対して、サポー
トされていない要求を出しました。

システムの処置: MVSSERV プログラムは異常終了します。システム
は ABEND ダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、ABEND ダンプを提示してくださ
い。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

04B

説明: 誤った命令コードが TSO リンケージ援助ルーチン (LAR) に渡
されました。レジスター 15 に、終了の理由を示す 16 進数のコードが
入っています。

コード 説明

004 端末モニター・プログラム用の LAR が、誤った機能番号を
受け取りました。

008 サービス・ルーチンの LAR が、誤ったサービス・ルーチ
ン・エントリー・ポイントで呼び出されました。

システムの処置: TSO は、要求されたサービスを実行しません。シス
テムは ABEND ダンプを書き込みます。システムは Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを書き込みます。

プログラマーの応答: 呼び出しルーチンを調べて、命令コードを訂正し
てください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、ABEND ダンプおよび Logrec デ
ータ・セット・レコードを提示してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

04C

説明: ユーザーが TMP (端末モニター・プログラム) を呼び出しまし
た。TMP は、ゼロ以外の完了コードで完了したプログラムをタスク消去
します。このゼロ以外の完了コードは、レジスター 15 に示されます。

システムの処置: システムはユーザー・リターン・コードを変更しませ
ん。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

04E

説明: システムは、内部の IBM DATABASE 2 (DB2) 処理でエラーを
検出すると、接続されているユーザー・タスク (TCB) またはシステム
独自の内部タスクのどれかを異常終了させます。この異常終了コードに
関連した理由コードの詳細については、「DB2 メッセージおよびコー
ド」を参照してください。

システムの処置: システムは、接続されているユーザー・タスクまたは
DB2 内部タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: SDWA セクションの ‘エラー発生時の汎用レジ
スター’ のレジスター 15 を調べ、一緒に出された理由コードを見付け
てください。さらに、ユーザーの端末に表示された情報、および対応す
る Logrec データ・セット項目の情報を調べてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

04F

説明: データ保全性の問題を回避するために、サブシステムが異常終了
しました。通常は、終了の前に、システム完了コード 04E が 1 つまた
は複数出されます。DATABASE 2 (DB2) の異常終了時には、アクティ
ブ DB2 接続を持つユーザー・タスクがシステム完了コード X'04F' で異
常終了することがあります。また、ごくまれに、接続されているアドレ
ス全体が異常終了することもあります (MEMTERM)。ただし、取り消し
を何度も試行した後で、サブシステムがアドレス・スペースを終了させ
る場合は、DB2 内部エラーではありません。

システムの処置: サブシステムは DB2 を異常終了させます。

オペレーターの応答: メッセージ DSNV086E がコンソールの画面に表
示されます。最初に、このメッセージおよび一緒に出されたサブシステ
ム終了の理由コードをコピーしてください。次に、システム・プログラ
マーに連絡してください。

プログラマーの応答: サブシステムが DB2 を異常終了させた場合は、
メッセージ DSNV086E の中に表示されたサブシステム終了の理由コー
ドを記録してください。さらに、以下の点に注意する必要があります。

1. サブシステム終了前にシステム完了コード X'04E' が出された場合
は、以下の処置をとります。SDWA セクションの ‘エラー発生時の
汎用レジスター’ のレジスター 15 を調べ、一緒に出された理由コー
ドを見付けてください。さらに、ユーザーの端末に表示された情報、
および対応する Logrec データ・セット項目の情報を調べてくださ
い。

2. サブシステム終了前にシステム完了コード X'04E' が出されなかった
場合は、‘DB2 SUBSYSTEM TERMINATION REQUESTED -

REASON=xxxxxxxx.’ というタイトルが付いている SVC ダンプが必
要になります。このメッセージ中の理由コードと MVS オペレータ
ー・メッセージ中の理由コードは同じものになります。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。
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発行元: DFSMSdfp

051

説明: MVSSERV プログラムが、データ管理サービスに対して誤った
要求を出しました。詳しい情報は、理由コードによって示されます。

コード 説明

004 プログラムが、データ管理サービスに対する要求の中で誤っ
た命令コードを渡しました。

システムの処置: MVSSERV プログラムは終了します。システムは
ABEND ダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、ABEND ダンプを提示してくださ
い。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

052

説明: プログラムが、プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH) サービ
ス・ルーチンによる処理を要求する際に、マクロを誤って出しました。

レジスター 15 に、16 進数の理由コードが xxyy のフォーマットで入っ
ています。ただし、xx は出されたマクロを示し、yy はエラーを示して
います。これらの理由コードの説明については、システム・プログラマ
ー応答を参照してください。

システムの処置: システムは、マクロを出したプログラムを異常終了さ
せます。システムは ABEND ダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: ABEND ダンプを入手し、異常終了に
関連した理由コードを見付けてください。

システム・トレース・テーブルで、最後の *SVCE D 項目を見付けてく
ださい。最後の *SVCE D 項目の前にある PC 項目に、失敗したマクロ
のプログラム内でのアドレスが示されます。

インストール先で用意したプログラムがこのマクロを出した場合は、そ
のプログラムを訂正してください。システム・コンポーネントがこのマ
クロを出した場合や、問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データ
ベースを検索して、修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
ABEND ダンプを提示してください。

レジスター 15 に示される理由コードは以下のとおりです。

コード 説明

01yy プログラムは LXRES マクロを出しました。

0101 パラメーター・リスト内の予約フィールドが 0 ではありま
せん。レジスター 5 に、パラメーター・リストの最初のワ
ードが入っています。

0102 パラメーター・リスト内のフォーマット番号フィールドが無
効です。レジスター 5 に、パラメーター・リストの最初の
ワードが入っています。

0103 リンケージ索引 (LX) リスト内の要求カウントが無効です。
レジスター 5 に、パラメーター・リストの最初のワードが
入っています。

0104 ジョブ・ステップが LXRES マクロを出そうとしましたが、
その前のジョブ・ステップがスペース切り替え項目テーブル

を所有していました。(後続のジョブ・ステップでは、
PC/AUTH マクロを出すことはできません。)

02yy プログラムは LXFRE マクロを出しました。

0201 パラメーター・リスト内の予約フィールドが 0 ではありま
せん。レジスター 5 に、パラメーター・リストの最初のワ
ードが入っています。

0202 パラメーター・リスト内のフォーマット番号フィールドが無
効です。レジスター 5 に、パラメーター・リストの最初の
ワードが入っています。

0203 リンケージ索引 (LX) リスト内の要求カウントが無効です。
レジスター 5 に、パラメーター・リストの最初のワードが
入っています。

0211 リンケージ索引 (LX) が誤っています。レジスター 5 に、
誤った LX が入っています。

0212 リンケージ索引 (LX) が、ホーム・アドレス・スペースによ
って所有されていません。レジスター 5 に、誤った LX が
入っています。

0213 リンケージ索引 (LX) が誤っています (これはシステム LX

です)。レジスター 5 に、このリンケージ索引が入っていま
す。

0214 リンケージ索引 (LX) に 1 つまたは複数の項目テーブルが
接続されていますが、LXFRE マクロで FORCE=YES を指定
していません。

0215 あるリンケージ索引 (LX) が LX リスト内に複数回現れまし
た。

03yy プログラムは ETCRE マクロを出しました。レジスター 2

に、エラーが検出された項目の索引が入っています。

0301 ENTRIES パラメーターに指定された項目テーブル記述
(ETD) のヘッダーで、予約フィールドが 0 ではありませ
ん。

0302 項目テーブル記述 (ETD) 内のフォーマット番号フィールド
が誤っています。

0303 ETDNUM フィールド内の要求カウントが無効です。

0304 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。

0311 項目テーブル記述 (ETD) 内の 20 バイトの記述エレメント
のうちの 1 つで、予約フィールドが 0 ではありません。レ
ジスター 2 に、この記述エレメントに関連した項目索引が
入っています。

0312 20 バイトの記述エレメントのうちの 1 つで識別されたプロ
グラムが見付かりませんでした。レジスター 2 に、この記
述エレメントに関連した項目索引が入っています。

0313 項目索引が昇順に並んでいません。レジスター 2 に、昇順
に並んでいない項目索引が入っています。

0314 ジョブ・ステップが ETCRE マクロを出そうとしましたが、
その前のジョブ・ステップがスペース切り替え項目テーブル
を所有していました。(後続のジョブ・ステップでは、
PC/AUTH マクロを出すことはできません。)

0315 項目テーブル記述 (ETD) の拡張部分にある予約フィールド
が非ゼロです。

0316 スタッキング・プログラム呼び出し (PC) だけに有効なオプ
ションが、基本 PC に対して指定されています。
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0317 ETDPKMC と ETDPKC が誤った組み合わせで指定されてい
ます。ETDEF マクロで、以下のいずれかになっています。
v EK を指定せずに PKM=REPLACE を指定している。
v EK の値が、EKM リストに指定されているキーの 1 つで
はない。

0318 拡張許可索引 (EAX) が、有効な許可索引 (AX) の範囲内に
ありません。

0319 指定された拡張許可索引 (EAX) は、ホーム・アドレス・ス
ペースによって予約されたものではありません。

0320 関連リカバリー・ルーチン (ARR) の名前が見付かりません
でした。

0321 項目テーブル記述 (ETD) で、関連リカバリー・ルーチン
(ARR) が実行されている間は CANCEL/DETACH 処理を据
え置くように要求しました。PC/AUTH にはこの処理を据え
置く許可は与えられていません。おそらく、監視プログラム
状態またはキー 0 で実行されていないからです。

0322 項目テーブル記述 (ETD) で、ARR が実行されている間は
CANCEL/DETACH 処理または非同期出口を据え置くように
要求しましたが、ARR が指定されていません。

0323 項目テーブル記述子 (ETD) に、使用できる最大の索引より
大きい索引が指定されています。

04yy プログラムは ETDES マクロを出しました。

0401 パラメーター・リスト内の予約入力フィールドが 0 ではあ
りません。

0402 パラメーター・リスト内のフォーマット番号フィールドが無
効です。

0411 指定されたトークンが無効です。

0412 プログラムは、システム項目テーブルに対してトークンを指
定しましたが、PURGE=YES を指定していません。

0413 指定されたトークンは、ホーム・アドレス・スペースが所有
していない項目テーブルに対するものです。

0414 プログラムは、使用中の項目テーブルに対してトークンを指
定しましたが、PURGE=YES を指定していません。

05yy プログラムは ETCON マクロを出しました。

0501 予約入力フィールドが 0 ではありません。

0502 フォーマット番号フィールドが無効です。

0503 トークン・リスト・カウントまたはリンケージ索引 (LX) リ
スト・カウントが無効です。

0511 トークン・リスト・カウントとリンケージ索引 (LX) リス
ト・カウントが等しくありません。

0512 指定されたリンケージ索引 (LX) はすでに使用中です。レジ
スター 2 に、誤った LX が入っています。

0513 指定されたリンケージ索引 (LX) は予約されていません。レ
ジスター 2 に、誤った LX が入っています。

0514 指定されたトークンが誤っています。

0515 指定されたトークンは、すでにホーム・アドレス・スペース
のリンケージ・テーブルに接続されている項目テーブルに対
するものです。レジスター 2 に、誤ったトークンが入って
います。

0516 指定されたトークンは、接続を許可されていない項目テーブ
ルに対するものです。レジスター 2 に、誤ったトークンが
入っています。

0517 項目テーブルおよび対応するリンケージ索引が、同一のアド
レス・スペースによって所有されていません。レジスター 2

に、この LX が入っています。

0519 あるトークンがトークン・リスト内に複数回現れました。レ
ジスター 2 に、このトークンが入っています。

051A あるリンケージ索引 (LX) が LX リスト内に複数回現れまし
た。

06yy プログラムは ETDIS マクロを出しました。

0603 トークン・カウントが無効です。レジスター 2 に、誤った
カウントが入っています。

0604 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。レジスター 2 に、この値が入っています。

0611 指定されたトークンが誤っています。レジスター 2 に、こ
のトークンが入っています。

0612 指定されたトークンは、システム項目テーブルに対するもの
です。レジスター 2 に、このトークンが入っています。

0613 指定されたトークンは、接続されていない項目テーブルに対
するものです。レジスター 2 に、このトークンが入ってい
ます。

0614 あるトークンがトークン・リスト内に複数回現れました。レ
ジスター 2 に、このトークンが入っています。

0615 LXFRE マクロが、誤ったアドレス・スペース ID (ASID) を
ETDIS マクロに渡しました。レジスター 2 に、誤った
ASID が入っています。

07yy プログラムは AXRES マクロを出しました。

0703 要求カウントが無効です。レジスター 4 に、この要求カウ
ントが入っています。

0704 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。

0705 ジョブ・ステップが AXRES マクロを出そうとしましたが、
その前のジョブ・ステップがスペース切り替え項目テーブル
を所有していました。(後続のジョブ・ステップでは、
PC/AUTH マクロを出すことはできません。)

08yy プログラムは AXFRE マクロを出しました。

0803 要求カウントが無効です。レジスター 4 に、この要求カウ
ントが入っています。

0804 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。

0813 許可索引 (AX) は、ホーム・アドレス・スペースによって予
約されたものではありません。レジスター 4 に、この AX

が入っています。

0814 許可索引 (AX) はまだ使用中です。レジスター 4 に、この
AX を使用しているアドレス・スペース制御ブロック
(ASCB) のアドレスが入っています。レジスター 5 に、この
AX が入っています。

0817 ある許可索引 (AX) が許可索引リスト内に複数回現れまし
た。レジスター 4 に、重複している AX が入っています。
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0818 許可索引 (AX) は、拡張許可索引 (EAX) として使用中であ
る可能性があります。

0823 0 または 1 に等しい許可索引 (AX) が許可索引リスト内に
あります。0 または 1 の AX は解放できません。レジスタ
ー 4 に、この AX が入っています。

09yy プログラムは AXEXT マクロを出しました。

0901 予約入力フィールドが 0 ではありません。

0904 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。

0918 入力として渡されたアドレス・スペース ID (ASID) は、ア
クティブ・アドレス・スペースの ASID ではありません。レ
ジスター 4 に、この ASID が入っています。

0Ayy プログラムは AXSET マクロを出しました。

0A01 予約入力フィールドが 0 ではありません。

0A04 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。

0A19 許可索引 (AX) が、許可索引割り振りテーブル (AXAT) 内
にありません。レジスター 4 に、この許可索引が入ってい
ます。

0A20 許可索引 (AX) は予約されていません。レジスター 4 に、
この許可索引が入っています。

0A21 ホーム・アドレス・スペースに、アドレス・スペース切り替
えを引き起こす可能性のある 1 つまたは複数の SASN=OLD

スペース切り替え項目テーブルが接続されています。

0A23 マスター・アドレス・スペースの許可索引 (AX) は、1 でな
ければなりません。レジスター 4 に、要求された AX 値 (1

でないため無効なもの) が入っています。

0Byy プログラムは ATSET マクロを出しました。

0B01 予約入力フィールドが 0 ではありません。

0B04 呼び出し側が非ゼロの値をレジスター 1 に入れて渡しまし
た。

0B19 指定された許可索引 (AX) は、許可索引割り振りテーブル
(AXAT) 内にありません。レジスター 4 の 2 番目のハーフ
ワードに、AX の値が入っています。レジスター 4 の最初
のハーフワードの内容は未定義であり、予測不能です。

0B20 指定された許可索引 (AX) は予約されていません。レジスタ
ー 4 に、この AX が入っています。

0B22 指定された許可索引 (AX) は、事前定義の許可テーブル項目
に対するものです。レジスター 4 に、この AX が入ってい
ます。

11yy プログラムは STACK パラメーターを指定して PCLINK マ
クロを出しました。

1112 プログラムが保持している 1 つまたは複数のロックが、
PCLINK 処理における内部エラーの原因となっています。
SAVE=NO を指定した場合は、レジスター 5 に、呼び出し
側のリターン・コードが入っています。SAVE=YES を指定
した場合は、レジスター 8 に、呼び出し側のリターン・コ
ードが入っています。

12yy プログラムは UNSTACK パラメーターを指定して PCLINK

マクロを出しました。

1211 マクロに UNSTACK,THRU または UNSTACK,TO パラメー

ターが含まれていますが、現行の PCLINK スタック・エレ
メント・チェーンが空でした。

1212 指定されたトークンは、PCLINK スタック・エレメント
(STKE) チェーン上に存在しない PCLINK スタック・エレメ
ントに対するものでした。レジスター 2 に、このトークン
が入っています。

13yy プログラムは EXTRACT パラメーターを指定して PCLINK

マクロを出しました。

1313 指定されたトークンは、最も新しくスタックされた PCLINK

スタック・エレメント (STKE) 以外の STKE に対するもの
でした。

レジスター 2 に、現行エレメントのトークンが入っていま
す。

この問題は、アプリケーション・プログラムまたはシステム
が原因で起こります。

1314 指定されたトークンが無効です。レジスター 2 に、誤った
トークンが入っています。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

053

説明: プログラムが、プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH) サービ
スまたはプログラム呼び出しリンケージ・サービスによる処理を要求し
ました。エラーのために、PC/AUTH によるマクロ処理は正常に実行さ
れませんでした。システムは、システム診断作業域 (SDWA) の
SDWAGRSV フィールドにレジスターを記録します。

レジスター 15 に、16 進数の理由コードが xxyy のフォーマットで入っ
ています。ただし、xx は出されたマクロを示し、yy はエラーを示して
います。これらの理由コードの説明については、システム・プログラマ
ー応答を参照してください。

システムの処置: PC/AUTH が再試行を要求しない限り、マクロを出し
たプログラムはシステムによって異常終了されます。システムは、SVC

ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みま
す。

システム・プログラマーの応答: 理由コードの説明を参照してくださ
い。下記の理由コードのどれかが出された場合は、それぞれの説明に従
って処置してください。

v 理由コード X'xx97' : SDWA 可変記録域 (SDWAVRA) を調べて元の
異常終了コードと理由コードを見付け、その異常終了に関して診断を
継続してください。

v 理由コード X'xx98' : メッセージ IEA139E を調べてください。この
メッセージは、元の障害の発生時に PC/AUTH が出したものです。

v 理由コード X'xx99' : SDWA 可変記録域 (SDWAVRA) を調べて、無
効な PC/AUTH 制御ブロックを見付けてください。

v 理由コード X'0112' : アプリケーション・プログラムを変更して、使
用するリンケージ索引 (LX) の数を減らすか、または parmlib メンバ
ー IEASYSxx 内の NSYSLX パラメーターを使用して、システム LX

の数の制限値を変更してください。

問題を修正できない場合は、問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、SVC ダンプ (システム・トレ
ース・テーブルを含む) および Logrec データ・セット・エラー・レコ
ードを提示してください。

レジスター 15 に示される理由コードは以下のとおりです。
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コード 説明

01yy プログラムは LXRES マクロを出しました。

0101 PC/AUTH が動的作業域を要求しましたが、この要求が失敗
しました。レジスター 5 に、要求からのリターン・コード
が入っています。

0105 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージで、新規のリンケージ索引割り振りテーブル
(LXAT) 用のストレージを要求しました。しかし、この要求
が失敗しました。レジスター 5 に、要求からのリターン・
コードが入っています。

0109 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージにある既存のリンケージ索引割り振りテーブル
(LXAT) を解放するように要求しました。しかし、この要求
が失敗しました。レジスター 5 に、要求からのリターン・
コードが入っています。

010A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 5 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0111 PC/AUTH が 1 つまたは複数のリンケージ索引 (LX) を予約
できませんでした。システムがサポートする LX の最大数を
超えてしまうからです。レジスター 5 に、現在予約されて
いない LX の数が入っています。

0112 プログラムが、使用可能なシステム・リンケージ索引 (シス
テム LX) の数より多いシステム LX を予約しようとしまし
た。システム・リンケージ索引の合計数は、システム機能テ
ーブル内の LX の数と parmlib メンバー IEASYSxx 内の
NSYSLX パラメーターの値の合計です。NSYSLX のデフォ
ルト値は 165 です。

0197 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0198 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0199 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 5 に、予期される頭字語が入っています。

02yy プログラムは LXFRE マクロを出しました。

0201 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 5 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0205 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージで、新規の強制切断キュー・ブロック (FDQB) 用
のストレージを要求しました。しかし、この要求が失敗しま
した。レジスター 5 に、要求からのリターン・コードが入
っています。

0209 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージにある強制切断キュー・ブロック (FDQB) を解放
するように要求しました。しかし、この要求が失敗しまし
た。レジスター 5 に、要求からのリターン・コードが入っ
ています。

020A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 5 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0211 PC/AUTH は、FORCE 要求を処理するために、強制切断キ
ュー (FDQ) を構築していました。サービスが、項目テーブ
ル情報ブロック (ETIB) チェーンを検索しているときに、同
じアドレス・スペース ID (ASID)/ リンケージ索引 (LX) の
値を持つ複数の接続記述 (ETIXCD) を検出しました。

0297 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0298 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0299 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 5 に、予期される頭字語が入っています。

03yy プログラムは ETCRE マクロを出しました。

0301 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0302 PC/AUTH が、システム・キュー域 (SQA) 内のストレージ
を要求しましたが、この要求が失敗しました。レジスター 2

に、要求からのリターン・コードが入っています。

0303 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを要求しまし
た。しかし、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、
要求からのリターン・コードが入っています。

0305 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを要求しました。しかし、この要
求が失敗しました。レジスター 2 に、要求からのリター
ン・コードが入っています。

0306 PC/AUTH が、システム・キュー域 (SQA) 内のストレージ
を解放するように要求しましたが、この要求が失敗しまし
た。レジスター 2 に、要求からのリターン・コードが入っ
ています。

0307 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを解放するよう
に要求しました。しかし、この要求が失敗しました。レジス
ター 2 に、要求からのリターン・コードが入っています。

0309 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを解放するように要求しました。
しかし、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求
からのリターン・コードが入っています。

030A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0397 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0398 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0399 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 2 に、予期される頭字語が入っています。

04yy プログラムは ETDES マクロを出しました。
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0401 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0406 PC/AUTH が、システム・キュー域 (SQA) 内のストレージ
を解放するように要求しましたが、この要求が失敗しまし
た。レジスター 2 に、要求からのリターン・コードが入っ
ています。

0407 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを解放するよう
に要求しました。しかし、この要求が失敗しました。レジス
ター 2 に、要求からのリターン・コードが入っています。

0409 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを解放するように要求しました。
しかし、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求
からのリターン・コードが入っています。

040A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0497 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0498 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0499 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 2 に、予期される頭字語が入っています。

05yy プログラムは ETCON マクロを出しました。

0501 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0503 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを要求しまし
た。しかし、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、
要求からのリターン・コードが入っています。

0505 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを要求しました。しかし、この要
求が失敗しました。レジスター 2 に、要求からのリター
ン・コードが入っています。

0507 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを解放するよう
に要求しました。しかし、この要求が失敗しました。レジス
ター 2 に、要求からのリターン・コードが入っています。

050A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0597 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0598 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0599 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 2 に、予期される頭字語が入っています。

06yy プログラムは ETDIS マクロを出しました。

0601 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0609 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを解放するように要求しました。
しかし、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求
からのリターン・コードが入っています。

060A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 2 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0697 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0698 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0699 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 2 に、予期される頭字語が入っています。

07yy プログラムは AXRES マクロを出しました。

0701 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0705 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを要求しました。しかし、この要
求が失敗しました。レジスター 4 に、要求からのリター
ン・コードが入っています。

0709 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのページ可能
ストレージ内のストレージを解放するように要求しました。
しかし、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求
からのリターン・コードが入っています。

070A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0712 PC/AUTH は要求を満たすことができません。許可索引 (AX)

カウントによる AX の合計数が、システムでサポートされ
る最大数を超えてしまうからです。レジスター 4 に、要求
に対する AX カウントが入っています。

0797 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0798 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0799 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 4 に、予期される頭字語が入っています。

08yy プログラムは AXFRE マクロを出しました。

0801 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
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が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

080A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0897 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0898 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0899 プログラム PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤
っています。レジスター 4 に、予期される頭字語が入って
います。

09yy プログラムは AXEXT マクロを出しました。

0901 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

090A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0997 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0998 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0999 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 4 に、予期される頭字語が入っています。

0Ayy プログラムは AXSET マクロを出しました。

0A01 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0A0A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0A30 サービスがホーム・アドレス・スペースの許可索引 (AX) を
セットする前に、予期しないエラーが発生しました。

0A31 サービスがホーム・アドレス・スペースの許可索引 (AX) を
セットした後で (ただし、結合切断ルーチンが他のアドレ
ス・スペースへのすべての結合を切断する前に) 、予期しな
いエラーが発生しました。

0A32 サービスがホーム・アドレス・スペースの許可索引 (AX) を
セットし、結合切断ルーチンが他のアドレス・スペースへの
すべての結合を切断した後で、予期しないエラーが発生しま
した。

0A97 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0A98 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0A99 プログラム PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤
っています。レジスター 4 に、予期される頭字語が入って
います。

0Byy プログラムは ATSET マクロを出しました。

0B01 PC/AUTH が、動的作業域用のストレージを要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0B03 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを要求しまし
た。しかし、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、
要求からのリターン・コードが入っています。

0B07 PC/AUTH が、PC/AUTH アドレス・スペースのローカル・
システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを解放するよう
に要求しました。しかし、この要求が失敗しました。レジス
ター 4 に、要求からのリターン・コードが入っています。

0B0A PC/AUTH が、動的作業域を解放するように要求しました
が、この要求が失敗しました。レジスター 4 に、要求から
のリターン・コードが入っています。

0B30 サービスがホーム・アドレス・スペースの許可テーブル
(AT) 内の許可ビットをセットする前に、予期しないエラー
が発生しました。

0B31 サービスがホーム・アドレス・スペースの許可テーブル
(AT) 内の許可ビットをセットした後で (ただし、結合切断ル
ーチンが他のアドレス・スペースへのすべての結合を切断す
る前に) 、予期しないエラーが発生しました。

0B32 サービスがホーム・アドレス・スペースの許可テーブル
(AT) 内の許可ビットをセットし、結合切断ルーチンが他の
アドレス・スペースへのすべての結合を切断した後で、予期
しないエラーが発生しました。

0B97 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0B98 PC/AUTH は、以前に失敗したので、要求を処理できませ
ん。

0B99 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 4 に、予期される頭字語が入っています。

0Cyy PC/AUTH リソース・マネージャーがエラーを検出しまし
た。

0C01 リソース・マネージャーが、動的作業域用のストレージを要
求しましたが、この要求が失敗しました。レジスター 2

に、要求からのリターン・コードが入っています。

0C06 リソース・マネージャーが、システム・キュー域 (SQA) 内
のストレージを解放するように要求しましたが、この要求が
失敗しました。レジスター 2 に、要求からのリターン・コ
ードが入っています。

0C07 リソース・マネージャーが、PC/AUTH アドレス・スペース
のローカル・システム・キュー域 (LSQA) 内のストレージを
解放するように要求しました。しかし、この要求が失敗しま
した。レジスター 2 に、要求からのリターン・コードが入
っています。
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0C09 リソース・マネージャーが、PC/AUTH アドレス・スペース
のページ可能ストレージ内のストレージを解放するように要
求しました。しかし、この要求が失敗しました。レジスター
2 に、要求からのリターン・コードが入っています。

0C0A リソース・マネージャーが、動的作業域を解放するように要
求しましたが、この要求が失敗しました。レジスター 2

に、要求からのリターン・コードが入っています。

0C97 予期しないエラーが発生しました。PC/AUTH が処理してい
たときに、別の異常終了が発生しました。システムは、この
異常終了を X'053' に変換しました。SDWA 可変記録域
(SDWAVRA) を調べて元の異常終了コードと理由コードを見
付け、そのコードに関して診断を継続してください。

0C99 PC/AUTH 制御ブロックの先頭にある頭字語が誤っていま
す。レジスター 2 に、予期される頭字語が入っています。

0CC1 終了アドレス・スペースのアドレス・スペース制御ブロック
(ASCB) 内の ASCBAXR カウントが小さすぎます。

0CC2 終了アドレス・スペースのアドレス・スペース制御ブロック
(ASCB) 内の ASCBLXR カウントが小さすぎます。

0CC3 結合切断ルーチンが、非ゼロのリターン・コードを出しまし
た。

0Dyy プログラム呼び出し許可機能リカバリー・ルーチン
(PC/AUTH FRR) がエラーを検出しました。yy の値が 88 お
よび 89 以外の場合は、PC/AUTH FRR は、制御中のサービ
スについて誤ったコードを検出したので、どの PC/AUTH サ
ービスが実行されているか判別できません。この場合、ダン
プのタイトルに PCRAEERC =nnnn が示されます (nnnn

は、FRR が 制御を受け取ったときにプログラム呼び出しリ
カバリー域 (PCRA) の PCRAEERC フィールドに入ってい
た値です)。

0D88 単一スレッドのキュー検査の後で、FRR がリターン・コード
X'18' を受け取りました。

0D89 2 重スレッドのキュー検査の後で、FRR がリターン・コード
X'18' を受け取りました。

11yy プログラムは STACK パラメーターを指定して PCLINK マ
クロを出しました。

1110 PC/AUTH が、共通ストレージ域 (CSA) 内のストレージ用の
ストレージを要求しました。しかし、この要求が失敗しまし
た。レジスター 2 に、要求からのリターン・コードが入っ
ています。

12yy プログラムは UNSTACK パラメーターを指定して PCLINK

マクロを出しました。

1211 スタック・エレメント (STKE) キューで、次の STKE を指
すポインターのどれかが誤っています。レジスター 2 に、
誤ったポインターが入っています。

1212 スタック・エレメント・キューで、次のスタック・エレメン
ト (STKE) のアドレス・スペース ID (ASID) を含んでいる
フィールドのどれかが誤っています。レジスター 2 に、誤
った ASID が入っています。

1297 エラーの原因は不明です。SDWA 可変記録域 (SDWAVRA)

を調べて、PCLINK マクロが出した元の異常終了コードと理
由コードを見付けてください。異常終了コードは VRAOA

フィールドに入っており、理由コードは VRAOR15 フィー
ルドに入っています。

14yy PC/AUTH の初期設定時にエラーが発生しました。システム
は、SVC ダンプも Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドも書き込みません。

1411 プログラムが、システム・アドレス・スペース作成から非ゼ
ロのリターン・コードを受け取りました。レジスター 2 に
元のリターン・コードが入っており、レジスター 3 に元の
理由コードが入っています。

1412 ルーチンが、システム・アドレス・スペース初期設定から非
ゼロのリターン・コードを受け取りました。レジスター 2

に元のリターン・コードが入っており、レジスター 3 に元
の理由コードが入っています。

1413 ルーチンが NUCLKUP マクロを出しましたが、システムは
この要求を処理できませんでした。レジスター 2 に元のリ
ターン・コードが入っており、レジスター 3 に、NUCLKUP

に渡されたパラメーターが入っています。

1414 システム機能テーブル (SFT) 内の最高リンケージ索引 (LX)

値と、システム・ベクトル・テーブル (SVT) の SVTNSLX

フィールド内の値の合計が、10 進数の 1023 を超えていま
す。この状態は、SFT または SVT が誤って変更されたこと
を示しています。レジスター 2 に SFT 内の最高 LX 値が
入っており、レジスター 3 に SVTNSLX フィールド内の値
が入っています。

1415 ルーチンが、結合切断から誤ったリターン・コードを受け取
りました。レジスター 2 に、このリターン・コードが入っ
ています。

15yy PC/AUTH サービスが異常終了しました。

1501 1 次アドレス・スペース番号 (PASN) アクセス・リストを更
新しているときに、予期しないエラーが発生しました。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

054

説明: プログラムがスケジューラー JCL 機能 (SJF) サービスを要求し
たときに、回復不能エラーが発生しました。

これは内部エラーです。以下の有効な理由コード (10 進数) を IBM サ
ポート・センターに報告してください。

理由コード:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 23 24 25 26

27 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 100

システムの処置: システムは SJF 処理を異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: スケジューラー JCL 機能 (SJF)
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055

説明: システムは、イベント通知のための listen 要求またはシグナル要
求を処理しているときに、エラーを検出しました。レジスター 15 に、
エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

24 要求側のイベント・パラメーター・リストが入っているスト
レージが、初期妥当性検査の後でオーバーレイされました。

28 処理待ちの listen 要求のどれかにエラーが発生しました。

30 ENF シグナル・プリプロセス・ルーチンが、無効なリター
ン・コードを返しました。

34 ENF 初期設定時に、ENF が、必要なシグナル・プリプロセ
ス・ルーチンのアドレスを取得できませんでした。

38 listen 要求を表す制御ブロックには、listen 側のビットマップ
修飾子と、現行イベントに関連したビットマップ修飾子とを
比較するためには無効な指示が含まれています。

3C システムが、IEFSCHAS アドレス・スペースを作成できませ
んでした。エラー発生時のレジスター 2 と 3 に、それぞ
れ、ASCRE マクロからのリターン・コードと理由コードが
入っています。

40 システムが、ENF の XCF グループの結合や作成を行うこと
ができませんでした。エラー発生時のレジスター 2 と 3

に、それぞれ、IXCJOIN マクロからのリターン・コードと理
由コードが入っています。

44 システムが、ENF の XCF グループの他のメンバーに関する
情報を入手できませんでした。エラー発生時のレジスター 2

と 3 に、それぞれ、IXCQUERY マクロからのリターン・コ
ードと理由コードが入っています。

48 システムが、シスプレックス内の他のシステムにイベント通
知を送信できませんでした。エラー発生時のレジスター 2

と 3 に、それぞれ、IXCMSGO マクロからのリターン・コ
ードと理由コードが入っています。

4C システムが、シスプレックス内の他のシステムからイベント
通知を受信できませんでした。エラー発生時のレジスター 2

と 3 に、それぞれ、IXCMSGI マクロからのリターン・コー
ドと理由コードが入っています。

システムの処置: 理由コードが X'34' の場合は、ENF 初期設定が失敗
しました。理由コードが X'3C'、X'40'、および X'44' の場合は、ENF シ
スプレックス全体にわたる通知が利用不能です。それ以外の理由コード
の場合は、システムは現行タスクを異常終了させます。その他の処理は
すべて継続されます。

プログラマーの応答: イベント・パラメーター・リストのデータを指定
し直してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: イベント通知機能 (ENF)

056

説明: IBM 2250 ディスプレイ装置用のグラフィック・アテンション・
サービス・ルーチンの処理中に、エラーが発生しました。このルーチン
が、誤った装置制御ブロック (UCB) を参照しました。このルーチン
は、データ制御ブロック (DCB) を通じて装置制御ブロックへの参照を

取得しました。ユーザーは、このルーチンにデータ制御ブロックのアド
レスを与えるために、ANALYZ マクロ命令の第 1 オペランドのポーリ
ング・リスト・アドレス、または GSERV マクロ命令の第 1 オペラン
ドのリスト項目アドレスを使用します。データ制御ブロック内の
DCBDEBAD フィールドがデータ・エクステント・ブロック (DEB) を
指し、データ・エクステント・ブロックが装置制御ブロックを指しま
す。制御プログラムは、装置制御ブロックを使用して、入出力装置に関
する情報を取得します。それぞれの装置制御ブロックが 1 つの入出力装
置に関連付けられています。

プログラマーの応答: ANALYZ または GSERV マクロ命令の第 1 オ
ペランドを調べて、ポーリング・リスト・アドレスまたはリスト項目ア
ドレスが正しく指定されているか確認してください。第 1 オペランドが
正しい場合は、マクロ展開およびデータ制御ブロックがプログラム・エ
ラーによって誤って変更されていないか確認してください。エラーを訂
正した後、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

057

説明: IBM 2250 ディスプレイ装置用のグラフィック・アテンション・
サービス・ルーチンの処理中に、エラーが発生しました。このルーチン
が、グラフィック・デバイス以外の装置と関連付けられている装置制御
ブロック (UCB) を参照しました。このルーチンは、データ制御ブロッ
ク (DCB) を通じて装置制御ブロックへの参照を取得しました。ユーザ
ーは、このルーチンにデータ制御ブロックのアドレスを与えるために、
ANALYZ マクロ命令の第 1 オペランドのポーリング・リスト・アドレ
ス、または GSERV マクロ命令の第 1 オペランドのリスト項目アドレ
スを使用します。データ制御ブロック内の DCBDEBAD フィールドがデ
ータ・エクステント・ブロック (DEB) を指し、データ・エクステン
ト・ブロックが装置制御ブロックを指します。制御プログラムは、装置
制御ブロックを使用して、入出力装置に関する情報を取得します。それ
ぞれの装置制御ブロックが 1 つの入出力装置に関連付けられています。

プログラマーの応答: ANALYZ または GSERV マクロ命令の第 1 オ
ペランドを調べて、ポーリング・リスト・アドレスまたはリスト項目ア
ドレスが正しく指定されているか確認してください。第 1 オペランドが
正しい場合は、マクロ展開およびデータ制御ブロックがプログラム・エ
ラーによって誤って変更されていないか確認してください。エラーを訂
正した後、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

058

説明: 監視プログラム制御が、作業単位のクロス・メモリー環境を確立
しているときに、エラーを検出しました。レジスター 15 に 16 進数の
理由コードが入っています。問題報告データベースを検索するときや、
IBM サポート・センターに問題を報告するときに、この理由コードを使
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用してください。レジスター 15 の理由コードは、以下のいずれかで
す。

コード 説明

00 クロス・メモリー環境を確立する試みが失敗しました。ター
ゲット ASID がクロス・メモリー・アドレスに無効でした。

04 作業単位の 1 次アドレス・スペースのジョブ・ステップ・
タスクが終了しました。レジスター 12 の下位ハーフワード
に、1 次 ASID 番号が入っています。

08 作業単位には、誤った 1 次 ASID に対するアドレス可能度
があります。レジスター 12 の下位ハーフワードに、1 次
ASID 番号が入っています。1 次アドレス・スペースの終了
が、このエラーの原因と考えられます。

0C 作業単位の 2 次アドレス・スペースのジョブ・ステップ・
タスクが終了しました。レジスター 11 の下位ハーフワード
に、2 次 ASID 番号が入っています。

10 作業単位には、誤った 2 次 ASID に対するアドレス可能度
があります。レジスター 11 の下位ハーフワードに、2 次
ASID 番号が入っています。2 次アドレス・スペースの終了
が、このエラーの原因と考えられます。

14 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

18 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

1C 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

20 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

24 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

28 クロス・メモリー・アドレスを確立する試みが失敗しまし
た。ターゲット ASID に対する ASCB が、妥当性検査に合
格しませんでした。ターゲット ASCB の最初の 4 バイトに
文字 ’ASCB’ が含まれていませんでした。レジスター 12

に、無効な ASCB のアドレスが入っています。

2C 作業単位には、誤った 1 次 ASID に対するアドレス可能度
があります。レジスター 12 の下位ハーフワードに、1 次
ASID 番号が入っています。1 次アドレス・スペースの終了
が、このエラーの原因と考えられます。

30 作業単位には、誤った 2 次 ASID に対するアドレス可能度
があります。レジスター 11 の下位ハーフワードに、2 次
ASID 番号が入っています。2 次アドレス・スペースの終了
が、このエラーの原因と考えられます。

34 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

38 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

3C 内部エラー。IBM サポート・センターに連絡してください。

上記の理由コードの場合、この異常終了が正常であることもあります。
すなわち、作業単位の 1 次または 2 次アドレス・スペースが終了した
場合、あるいは 1 次または 2 次アドレス・スペースのジョブ・ステッ
プ・タスクが終了した場合は、必要なクロス・メモリー接続を行えず、
作業単位が異常終了コード X'058' で異常終了します。理由コードを使
用して IBM データベースを検索し、IBM サポート・センターに問題を
報告するときに、それらの結果を提示してください。

システムの処置: システムは、クロス・メモリー・サービスを要求した
プログラムを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・
エラー・レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=058,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラー発生時にレジスター 14 に入っているアドレスを使用して、ク
ロス・メモリー・サービスを要求したモジュールを識別してくださ
い。

2. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを
入手するように、オペレーターに依頼してください。IBM サポー
ト・センターでこのモジュールを担当している構成グループに連絡し
てください。その際には、SVC ダンプと障害の理由コードを提示す
るとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラー・
レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

059

説明: 監視プログラム制御が、停止またはリセット処理中にエラーを検
出しました。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コー
ドが入っています。

コード 説明

00 停止処理が、使用不可のプログラム状況ワード (PSW) を入
力として受け取りました。

08 停止 / リセット処理中に、回復不能エラーが発生しました。

0C 停止処理が、ロックが解除されたタスク制御ブロック (TCB)

を持つタスクを停止する要求を検出しました。このタスクは
すでに停止されています。

10 リセット処理が、ロックされた TCB をリセットする要求を
検出しました。このタスクは、ローカル・ロックまたはクロ
ス・メモリー・ローカル (CML) ロックを保持していません
でした。

14 リセット処理が、ロックされた TCB をリセットする要求を
検出しましたが、アドレス・スペース制御ブロック (ASCB)

のロックワードに延期値の X'7FFFFFFF' が入っていません
でした。

18 プログラムが、機能リカバリー・ルーチン (FRR) を通常ス
タックから削除するように要求しましたが、そのプログラム
が通常スタックで現在実行されていません。

1C 停止 / リセット処理が、サービス要求ブロック (SRB) のも
とで実行されているルーチンのリンケージ・スタックを取得
することができませんでした。

20 リセット処理が、ロックされた SRB をリセットする要求を
検出しましたが、ASCB のロックワードに延期値の
X'7FFFFFFF' が入っていませんでした。

システムの処置: システムは、停止またはリセット処理を要求したプロ
グラムを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=059,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 理由コードが X'08' または X'1C' の場合は、SLIP トラップを設定し
て SVC ダンプを入手するように、オペレーターに依頼してくださ
い。IBM サポート・センターで監視プログラム制御を担当している
構成グループに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示

46 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードも提示してください。

2. 上記以外の理由コードの場合は、エラー発生時にレジスター 14 に入
っているアドレスを使用して、どのモジュールが停止またはリセット
処理を要求したのかを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、SLIP ト
ラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレーターに
依頼してください。IBM サポート・センターでこのモジュールを
担当している構成グループに連絡してください。その際には、SVC

ダンプを提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・
セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

05A

説明: 監視プログラム制御が、サービス要求ブロック (SRB) を解放す
る要求、または延期 SRB (SSRB) を解放する要求でエラーを検出しまし
た。レジスター 15 に 16 進数の理由コードが入っています。問題報告
データベースを検索するときや、IBM サポート・センターに問題を報告
するときに、この理由コードを使用してください。

システムの処置: システムは、SRB または SSRB を解放しようとした
プログラムを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・
エラー・レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=05A,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラー発生時にレジスター 14 に入っていたアドレスを使用して、
SRB または SSRB を解放しようとしたモジュールを識別してくださ
い。

2. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在せず、異常終了でダンプが書き込まれなかった場合は、
SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレータ
ーに依頼してください。IBM サポート・センターでこのモジュール
を担当している構成グループに連絡してください。その際には、使用
したダンプと障害の理由コードを提示するとともに、入手可能であれ
ば、Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示してくださ
い。

発行元: 監視プログラム制御

05B

説明: サービス要求ブロック (SRB) モードで実行中のシステム・サー
ビスが、処理時間の制限をセットするために SRBTIMER マクロを出し
ました。時間制限が切れたときに、タイマー監視がサービスを終了させ
ました。

システムの処置: システムは、システム・サービスを異常終了させま
す。

オペレーターの応答: Logrec データ・セット・エラー・レコードを保
存してください。ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: タイマー監視

05C

説明: ジョブ・ステップのためにデータ・セットを割り振っているとき
に、エラーが発生しました。レジスター 15 に 16 進数の理由コードが
入っています。この理由コードを IBM サポート・センターに報告して
ください。

有効な 16 進数の理由コードは以下のとおりです。

コード 説明

001 システム・アドレス・スペース初期設定が、割り
振りアドレス・スペースを作成する要求を拒否し
ました。

002 割り振りアドレス・スペースが、GETMAIN 処理
からゼロ以外のリターン・コードを受け取りまし
た。

003 表示割り振りテーブル・マネージャーが要求を受
け取りましたが、この要求が処理されると、
DALTUSE カウントの値がゼロより小さくなって
しまいます。

004 割り振りモジュールが POST マクロ命令を出
し、マクロ処理は、ERRET パラメーターで指定
されたルーチンに入りました。

005 割り振りモジュールが ESTAE マクロ命令を出し
ましたが、ESTAE 処理からのリターン・コード
がゼロではありませんでした。

006 割り振りモジュールが STIMERM マクロ命令を
出し、マクロ処理は、ERRET パラメーターで指
定されたルーチンに入りました。

101 割り振り初期設定処理時に、適格装置テーブル
(EDT) 検査ルーチンに対して、ATTACH マクロ
命令が出されました。ATTACH ルーチンからの
リターン・コードがゼロではありませんでした。

201 DDR SWAP 時に、装置制御ブロック (UCB) ポ
インター・リスト (UPL) を、スワップされた
UCB を反映するように更新するために、割り振
りが呼び出されました。しかし、スワップされた
一方または両方の UCB アドレスが UPL に入っ
ていませんでした。

202 単一の SWA ブロックの読み取り位置指定に誤り
があるか、または無効な UCB アドレスが
IEFAB4A4 に渡されました。

203 SIOTDDIB が DDIB を指していないことを
IEFAB4FP が検出しました。

224 IEFAUTOS ENQ が保持されていません。

225 必須の装置配列が存在しません。

226 必須の装置タイプ配列が存在しません。

227 機能要求が無効です。

228 すでに、カップリング・ファシリティー (CF) ロ
ックが保持されています。

229 必須の XES ロックが保持されていません。

230 IEFSALOC からのリターン・コードが不明です。

231 キュー・マネージャーのキュー・ブロック・ポイ
ンターが無効です。
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301 ジョブ・ステップのすべての割り振り要求の処理
の終了時に、満たされていない要求が検出されま
した。誤って変更された適格装置テーブル
(EDT)、あるいは、非 VSAM データ・セットに
対して VSAM パラメーターを指定していること
が原因として考えられます。

303 EDL ストレージ管理機能でエラーが発生しまし
た。

304 IEFAB480 から予期しないリターン・コードが返
されました。

305 EDT ライブラリー・セクションが存在しない
か、または現行の構成からライブラリー名を取得
する際にエラーが発生したかのいずれかです。

306 IEFAB480 はコスト調整値がゼロであることを検
出しました。この値がゼロであると、変換済みコ
スト (TC) を減少させることができません。

307 IEFAB480 は有効な変換済みコスト (TC) を持つ
エッジを検出しましたが、この変換済みコストを
一度も調整しませんでした。

308 同一の磁気テープ・ドライブに 2 つのジョブが
割り振られています。

309 JES3 が選択した装置は、割り振り適格装置リス
ト (EDL) にありません。

30D 割り振りモジュールがデータ・セット・スタッキ
ング操作のために SMS を呼び出しました。
SMS は認識されないリターン・コードを返しま
した。

30E 割り振りモジュールがデバイス・プール・サービ
スのために SMS を呼び出しました。 SMS は認
識されないリターン・コードを返しました。

501 JES3 から未定義のリターン・コードが返されま
した。

604 IEFAB4MG (マクロ IEFMSGBL によって呼び出
された) がメッセージを作成しようとしました
が、メッセージ定義が見付かりませんでした。

608 IEFAB4MG (マクロ IEFMSGBL によって呼び出
された) がメッセージを作成しようとしました
が、このメッセージに必要な SIOT ポインターが
見付かりませんでした。

60C IEFAB4MG (マクロ IEFMSGBL によって呼び出
された) がメッセージを作成しようとしました
が、誤った数の変数が提供されていました。

610 IEFAB4MG (マクロ IEFMSGBL によって呼び出
された) がメッセージを作成しようとしました
が、無効なバッファーが渡されていました。

614 IEFAB4MG (マクロ IEFMSGBL によって呼び出
された) がメッセージを作成しようとしました
が、メッセージ・バッファー用のストレージが定
義されていませんでした。

618 IEFAB4MG (マクロ IEFMSGBL によって呼び出
された) がメッセージを作成しようとしました
が、メッセージ・テキストが長すぎました。

701 スケジューラー JCL 機能 (SJF) が、予期しない
リターン・コードまたは理由コードを返しまし
た。

702 SVC 99 の呼び出し側が、SYSZTIOT リソースを
保持していないのに、TIOT リソースの取得を要
求しました。

704 チェーン解除すべき SIOT が SIOT チェーン内
で見付かりません。

804 割り振りで、動的通信テーブルから DSAB 項目
を除去しようとしましたが、その項目が存在して
いませんでした。

807 割り振りで、動的通信テーブル内の DSAB 項目
を、使用中の処理を除去する資格を持つものとし
てマークしようとしましたが、その項目が存在し
ていませんでした。

80B 割り振りで、動的通信テーブル内の DSAB 項目
の TCB アドレスを変更しようとしましたが、そ
の項目が存在していませんでした。

8FF 割り振りの動的通信テーブル・マネージャーが、
無効な機能コードを用いて呼び出されました。

90001 EXTR IEFHB431 の LOAD が失敗しました。

90002 IEFHB430 の ATTACH が失敗しました。

90003 IXLCONN がパラメーター・エラーを返しまし
た。

90004 ENFREQ サービスが失敗しました。

90005 XES ロックの解放が失敗しました。

90006 IEFHB430 の ATTACH が失敗しました。

90007 再作成完了 (IXLEERSP) 応答が失敗しました。

90008 IEFHB430 が失敗しましたが、これは再始動可能
ではありません。

90009 XES ロックの解放が失敗しました。

9000A OASD リストが破壊されました。

9000B AWTR CPOOL の作成が失敗しました。

9000C IXLDISC サービスが失敗しました。

9000D AWTR CPOOL の作成が失敗しました。

9000E GRS ラッチ作成 (ISGLCRT) が失敗しました。

9000F IXLCONN が失敗しました。

90010 IXLLIST サービスが、IEFAUTOS の初期設定に
失敗しました。

90012 IXLLIST サービスが、IEFAUTOS の初期設定に
失敗しました。

90013 IXLLIST サービスが、IEFAUTOS の初期設定に
失敗しました。

90014 IXLLIST サービスが、IEFAUTOS の初期設定に
失敗しました。

90015 IXLLIST サービスが、IEFAUTOS の初期設定に
失敗しました。

90016 IEFHB430 の ATTACH が失敗しました。
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90017 XES ロックの解放が失敗しました。

90018 再作成時に、IXLLIST が失敗しました。

90019 終結処置処理時に、LOCK が失敗しました。

9001A 終結処置処理時に、IXLLIST が失敗しました。

9001B XES ロックの解放が失敗しました。

9001C 終結処置処理時に、IXLLIST が失敗しました。

9001D IXLLIST モニター・リストが失敗しました。

9001E ベクトルのサイズが小さすぎます。

9001F 再接続時に、IEFAUTOS が定義されていませ
ん。

90020 再接続時にアクティブ・ポリシーがありません。

90021 IXLLIST サービスが失敗しました。

90022 IXLCONN サービスが失敗しました。

90023 IXLCONN サービスが失敗しました。

90025 再作成時に、IXLDISC サービスが失敗しまし
た。

90026 IXLEERSP が DISCFAIL に失敗しました。

90027 IXLREBLD が失敗しました。

90028 IXLEERSP が QUIESCE に失敗しました。

90029 IXLEERSP が CLEANUP に失敗しました。

9002A IXLEERSP が REBUILDSTOP に失敗しました。

9002B IXLREBLD が失敗しました。

9002D IEFAUTOS 構造がいっぱいです。

9002E IXLCONN が失敗しました。

9002F IXLLIST サービスが失敗しました。

90030 IXLLIST モニター・リストが失敗しました。

システムの処置: システムは、異常終了コードおよび理由コードと一緒
にメッセージ IEF100I またはメッセージ IEF197I を出します。システ
ムは、ジョブ・ステップのための割り振り処理を停止させます。システ
ムはジョブを終了させ、SVC ダンプを書き込み、Logrec データ・セッ
ト・エラー・レコードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、異常終了時に出された
理由コードを報告してください。

発行元: 割り振り / 割り振り解除

05D

説明: プログラムが、無効な CALLDISP マクロを出しました。レジス
ター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 プログラムは使用不可であり、スーパービットがセットされ
ています。

04 現行の機能リカバリー・ルーチン (FRR) スタックは、通常
の FRR スタックではありません。

08 プログラムがロックを保持しているときに、マクロで
FRRSTK=SAVE を指定しました。または、プログラムが

LOCAL ロックまたはクロス・メモリー・ローカル (CML)

ロック以外のロックを保持しているときに、マクロで
FRRSTK=NOSAVE を指定しました。

0C プログラムは、リカバリー終了マネージャーの第 1 レベル
(RTM1)、RTM1 によって呼び出されたサービス、または
FRR です。

10 プログラムがタスク制御ブロック (TCB) モードにありませ
んでした。

14 入力時、レジスター 0 に無効な機能コードが入っていまし
た。

18 入力時、レジスター 1 に 0 が入っていませんでした。

1C *** この理由コードは MVS/ESA SP 5.2 では削除されまし
た。** * プログラムが LOCAL ロックまたは CML ロック
を保持しているときに、マクロで FRRSTK=SAVE を指定し
ましたが、通常の FRR スタック上に使用可能ロック解除タ
スク (EUT) の FRR が存在しません。

システムの処置: システムは、CALLDISP マクロを出したプログラム
を異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=05D,ACTION=SVCD,MATCHLIM=1,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレー
ターに依頼してください。

2. 次のようにしてダンプを分析し、異常終了したプログラムへ
Supervisor Call (SVC) またはブランチ命令のどちらを使用して入っ
たかを調べてください。システム・トレースで、SVC X'74' 項目を探
してください。宛先コード 08 は、UNIQUE-1 欄にあります。

v SVC X’74’ 項目が見付かった場合は、SVC 命令を使用してプログ
ラムへ入っています。この SVC 項目の PSW ADDR 欄にあるア
ドレスを使って、CALLDISP マクロを出したモジュールを識別し
てください。

v SVC X’74’ 項目が見付からなかった場合は、ブランチ命令を使用
してプログラムへ入っています。この場合は、レジスター 14 に
呼び出し側のアドレスが入っています。レジスター 14 にあるア
ドレスを使って、CALLDISP マクロを出したモジュールを識別し
てください。

3. モジュールを識別した後、以下のいずれかの処置をとってください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示すると
ともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラー・レ
コードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

05E

説明: プログラムが SRBSTAT マクロを出しましたが、そのプログラ
ムが以下のいずれかです。
v 無効な環境にある。
v 無効なパラメーターを指定した。
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レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 プログラムがロックを保持しています。

04 現行の機能リカバリー・ルーチン (FRR) スタックは、通常
の FRR スタックではありません。

08 プログラムにスーパービットがセットされています。

0C プログラムがサービス要求ブロック (SRB) モードにありま
せん。

10 プログラムが使用不可です。

14 リカバリー終了マネージャーの第 1 レベル (RTM1)、RTM1

によって呼び出されたサービス、または FRR が、SRBSTAT

マクロの RESTORE パラメーターを使用しました。

18 マクロの RESTORE パラメーターの処理に入る際に、
PCLINK のスタック・ヘッダーがゼロではありませんでし
た。

1C プログラムではマクロに RESTORE または MODIFY を指定
しましたが、状況保管域に有効な状況が入っていません。

20 マクロの RESTORE パラメーターの処理で、正しいプロセ
ッサー類似性を取得するように SRB をスケジュールしまし
たが、SRB を実行できませんでした。

24 プログラムではマクロに MODIFY を指定しましたが、レジ
スター 0 に無効な MODIFY ID コードが入っています。

システムの処置: システムは、SRBSTAT マクロを出したプログラムを
異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコ
ードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=05E,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: エラー発生時にレジスター 14 に入っ
ていたアドレスを使って、SRBSTAT マクロを出したプログラムを識別
してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュールに関
して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、SLIP トラップ
を設定して SVC ダンプを入手するように、オペレーターに依頼して
ください。IBM サポート・センターでこのモジュールを担当している
構成グループに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示す
るとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラー・レ
コードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

05F

説明: VSPC アドレス・スペースでエラーを検出しました。

システムの処置: VSPC アドレス・スペースおよび VSPC アドレス・
スペースに依存するすべてのアドレス・スペースが異常終了しました。
システムは Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みま
す。

システムは、ジョブに関するメッセージをジョブ・ログに送ります。シ
ステムは、失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを書き込みま
す。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ジョブ・ログ内のメッセージを調べて
ください。JOB ステートメントで MSGLEVEL=(1,1) を指定していない
場合は、MSGLEVEL=(1,1) を指定してから、ジョブを再実行してくださ
い。ジョブの JCL を入手してください。ジョブの SYSOUT 出力を入手
してください。失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを入手して
ください。問題に関連した印刷出力および出力データ・セットをすべて
収集してください。Logrec データ・セット・エラー・レコードを入手し
てください。

プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: ベクトル処理

060

説明: 大量データ転送プログラム (BDT)、BDT TQI、またはいずれか
のアドレス・スペース内のサブタスクが終了しています。1 つまたは複
数のエラー・メッセージによって理由が説明されます。レジスター 15

に次のいずれかの理由コードが入っている場合もあります。

コード 説明

3014 BDTINGL でスプール・エラーが検出されました。

3024 300 を超える DYNALLOC および CELLPOOL ステートメ
ントがあります (BDTINGL)。

8000 BDTINIT のマスター ESTAE から非ゼロのコードが返され
ました。

9000 BDTABMN の FAILDAP ルーチンでエラーが検出されまし
た。

A000 BDTGSC1 の ESTAE から非ゼロのコードが返されました。

C000 ABEND マクロが BDTINTK によって出されました。

D000 BDT が、FTF 機能と NJE 機能の両方を登録することがで
きませんでした。

E000 BDTTQIAS の ESTAE から非ゼロのコードが返されまし
た。

F000 BDTTQMSG の ESTAE から非ゼロのコードが返されまし
た。

F800 BDTTQMSG の再試行 ESTAE から非ゼロのコードが返され
ました。

システムの処置: BDT またはそのサブタスクが終了し、ダンプを出す
場合もあります。この異常終了コードの場合、エラーを説明するメッセ
ージが出されます。

システム・プログラマーの応答: ダンプ、および出されたコードとメッ
セージを使用して、エラーの原因を調べてください。詳しくは、OS/390

BDT メッセージとコード を参照してください。

発行元: 大量データ転送プログラム (BDT)

061

説明: グラフィック・データ制御ブロックに対して CLOSE マクロ命令
を処理しているときに、エラーが発生しました。

グラフィック CLOSE 実行プログラムが、クローズ・タスクによって指
定 (SPAR マクロ命令を使って) されなかったグラフィック・アテンシ
ョン制御ブロック (GACB) に対して DAR マクロ命令を出しました。
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システムの処置: グラフィック・アテンション制御ブロックに対して
SPAR マクロ命令を出したタスクで、異常終了が発生しました。

プログラマーの応答: SPAR マクロ命令を出したタスクで、グラフィッ
ク・アテンション制御ブロックに対して DAR マクロ命令を出してか
ら、クローズ・タスクで CLOSE マクロ命令を出してください。その後
で、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

062

説明: FORTRAN IV、COBOL、および PL/I のグラフィック・サブル
ーチン・パッケージ (GSP) のルーチンを処理しているときに、エラーが
発生しました。

プログラマーが INGSP サブルーチンの呼び出しで ‘ヌル’ 引き数として
指定した絶対値に等しいか、またはそれより大きいリターン・コードを
生成する条件が、発生しました。GSPCB 内の GSPARRAY フィールド
は、生成されたリターン・コードを識別しています。また、レジスター
2 には最後に呼び出された状況テーブル項目のアドレスが入っており、
レジスター 3 には GSPARRAY フィールドのアドレスが入っていま
す。

プログラマーの応答: ジョブ・ステップの異常終了の原因となった条件
を判別して、それに応じてプログラムを変更してください。その後で、
ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

063

説明: グラフィック・プログラムの処理中に、2250 のオペレーターが
ディスプレイ装置の英数字キーボードで CANCEL キーを押しました。
2250 のオペレーターは、終了オプションの表示画面で TERMINATE オ
プションか DUMP オプションのいずれかを選択しました。問題プログ
ラムは、ダンプを出して終了する場合と、ダンプを出さずに終了する場
合があります。

オペレーターの応答: 問題がある場合は、オペレーターがプログラムを
終了させる原因となった条件をシステム・プログラマーに報告してくだ
さい。

プログラマーの応答: 2250 のオペレーターから与えられた情報に応じ
て処置をとってください。

発行元: DFSMSdfp

064

説明: クロス・メモリー・ローカル・ロック (CML) を保持しているア
ドレス・スペースが、そのロックを解放する前に異常終了しました。

注: この異常終了は、アドレス・スペースの完了に直接に関連していま
す。この異常終了は通知情報であり、アドレス・スペースの完了と
独立してトレースする必要はありません。

システムの処置: システムは、CML ロック処理のリカバリーに制御を
与えます。他のシステム処理は継続されます。

発行元: 監視プログラム制御

065

説明: SSAFF マクロを処理しているときに、システムがエラーを検出
しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 サブシステム類似性テーブル (SSAT) に対する索引が、現在
定義されているサブシステムの数より多くなっています。

08 呼び出し側がタスク制御ブロック (TCB) モードではありま
せん。

0C SSAT を構築するためのローカル・システム・キュー域
(LSQA) のストレージが不足しています。

10 指定された TCB が誤っています。TCB 頭字語が含まれてい
ません。

14 呼び出し側が使用不可です。

1C 呼び出し側のアドレスには、ホーム・アドレス・スペースに
対するアドレス可能度がありません。

20 指定された TCB は、現在アクティブである TCB ではな
く、現在アクティブである TCB のサブタスクでもありませ
ん。

システムの処置: システムは、SSAFF マクロを出したプログラムを異
常終了させます。システムは、Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドおよびダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: 理由コード 04、08、10、14、1C、および 20 の
場合は、おそらく呼び出し側のエラーです。エラーを訂正してくださ
い。ジョブを再実行してください。

理由コード 0C の場合は、システム・エラーと考えられます。システ
ム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題に関連した印刷出力および出力デ
ータ・セットをすべて収集してください。問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・
セット・レコードおよびダンプを提示してください。

発行元: タスク管理

066

説明: タスクとサービス・ルーチンのディスパッチャーがエラーを検出
しました。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コード
が入っています。
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コード 説明

04 サービス要求ブロック (SRB) のもとで実行されて完了した
ルーチンが、ディスパッチャーに制御を返したときに、シス
テム・ロックを保持していました。

0C 延期サービス要求ブロック (SSRB) のもとで実行されたルー
チンが、障害のあるアドレス・スペースのクロス・メモリ
ー・ローカル (CML) ロックを保持していました。
ASCBFAIL ビットがオンにセットされています。ASCBFAIL

ビットは、障害のあるアドレス・スペースのアドレス・スペ
ース制御ブロック (ASCB) 内にあります。

10 SRB または SSRB の SRBASCB フィールドが、誤った頭字
語を持つ ASCB を指しています。

14 タスクが、障害のあるアドレス・スペースの CML ロックを
保持しています。障害のあるアドレス・スペースに関する
ASCBFAIL ビットはオンにセットされています。

18 ディスパッチャー内のエラーが原因で、現行タスクの状況を
保管できませんでした。

1C タスクが、SRB エントリー・ポイントを通じてディスパッチ
ャーに再入しようとしました。

20 SRB のもとで実行されたルーチンが、タスク・エントリー・
ポイントを通じてディスパッチャーに再入しようとしまし
た。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させ、Logrec データ・
セット・エラー・レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,ENABLE,COMP=066

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 理由コードが X'04' の場合は、ステップ 3 に進んでください。

2. X’04’ 以外の理由コードの場合は、ステップ 6 に進んでください。

3. 理由コードが X'04' の場合は、異常終了で Logrec データ・セット・
エラー・レコードが書き込まれていなければ、SLIP トラップを設定
して SVC ダンプを入手するように、オペレーターに依頼してくださ
い。ダンプをフォーマットして、以下のものを調べてください。
v レジスター 2 からレジスター 8 まで
v レジスター 10 からレジスター 13 まで

上記のレジスターは、SRB ルーチンが制御を放棄したときの SRB

ルーチンのレジスターです。

4. これらのレジスターの中に、基底レジスターと思われるものがあるか
を次のようにして調べてください。ストレージ内の同一の記憶場所付
近を示すアドレスが入っているレジスターの組を見付けてください。
このようなレジスターの組があった場合は、その組の中で最も下位の
アドレスが入っているレジスターを見付けてください。おそらく、そ
のレジスターが基底レジスターです。このレジスターを基底レジスタ
ーとして使用しているモジュールを識別してください。

5. 問題の発生時にどのロックが保持されていたかを判別してください。
現行ロック保持ストリングは、以下の 2 つの異なる場所にありま
す。

v エラー発生時のレジスター 14

v 異常終了 X'066' に対する SVCE D トレース項目の PSACLHS フ
ィールド

6. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合、または SVC ダンプを入手していない場合
は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレ

ーターに依頼してください。IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、以下のものを提示してください。
v SVC ダンプ
v システム・トレース
v Logrec データ・セット・エラー・レコード (入手可能な場合)

発行元: 監視プログラム制御

067

説明: アクセス・レジスター変換例外が発生しました。レジスター 15

に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。理由コー
ドの x の部分は診断データです。

コード 説明

00000004 プログラムが、ページ不在、セグメント不在、ま
たは削除されたデータ・スペースでのアドレス・
スペース 2 次項目テーブル (ASTE) 妥当性の障
害を検出しました。

00000008 アクセス・リスト項目 (ALE) が作成された後
で、ターゲット・アドレス・スペースが作成され
ました。

0000000C 割り込まれたプログラムの拡張許可索引 (EAX)

が、専用 ALE で指定されたターゲット・アドレ
ス・スペースに対するストレージ・アドレス・レ
ジスター (SAR) 設定 (SSAR) 権限を持っていま
せん。

00000010 ALE 内の EAX が、ターゲット・アドレス・ス
ペースに対する SSAR 権限を持っていません。

00000014 誤ったデータ・スペースまたは削除されたデー
タ・スペースを参照しようとしたときに、ASTE

シーケンス例外が発生しました。

00000018 アクセス・レジスター変換の 2 次レベル割り込
みハンドラー (SLIH) で、予期しないエラーが発
生しました。

00000020 削除されているサブスペースへのアクセスをプロ
グラムが試みたときに、ASTE 妥当性例外が発生
しました。

00000024 削除されているサブスペースへのアクセスをプロ
グラムが試みたときに、ASTE シーケンス例外が
発生しました。

xxxx0Axx プログラムが、削除されているデータ・スペース
を参照しようとしました。

xxxx0Bxx システムがデータ・スペースのページを実記憶装
置に移そうとしたときに、予期しないエラーが発
生しました。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させ、失敗したジョブ・
ステップの ABEND ダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを入手してください。
ジョブ・ステップの JCL に、ABEND ダンプ用の DD ステートメン
トが入っていない場合は、SYSMDUMP DD ステートメントを追加し
てください。

2. レジスター 15 にある理由コードを確認してください。

3. エラー発生時の PSW アドレスを使って、ロード・モジュールの名前
を入手してください。
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4. インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュールを訂
正してから、ジョブ・ステップを再実行してください。

5. IBM モジュールの場合、または問題が繰り返し発生する場合は、問
題報告データベースを検索して、修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

068

説明: JES2 サブタスクが異常終了しました。レジスター 15 に、異常
終了したサブタスクを識別する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 異常終了したサブタスクの名前

100 HASPCKVR - JES2 DEBUG オプションが、APPLCOPY 作
成のエラーを検出しました。

104 HASPCKVR - データ保全性のエラーが検出されました。

108 HASPCKVR - JES2 DEBUG オプションが、チェックポイン
ト・バージョン作成のエラーを検出しました。

200 HASPSUBS - サブタスク作業のデキュー・エラーが発生しま
した。

300 HASPSUBS - ネットワーク・パス・マネージャーが、
$NATGET サービスからの予期しないリターン・コードを検
出しました。

304 HASPSUBS - ネットワーク・パス・マネージャーの絶対パス
作業キューでエラーが検出されました。

400 HASPACCT - $SMFBUSY キューでエラーが検出されまし
た。

600 CFEVENT - JES2 カップリング・ファシリティー出口が異常
終了しました。

604 HASPCKCF - カップリング・ファシリティー書き込み要求
(IXLLIST REQUEST=WRITE) がタイムアウトになりまし
た。

608 HASPCKCF - カップリング・ファシリティー読み取り要求
(IXLLIST REQUEST=READ) からの予期しないリターン・コ
ードが検出されました。

60C HASPCKCF - カップリング・ファシリティー書き込み要求
(IXLLIST REQUEST=WRITE) からの予期しないリターン・
コードが検出されました。

610 HASPCKCF - JES2 チェックポイント構造のエレメントに関
連した、誤ったリスト・エレメント制御値が検出されまし
た。

614 HASPCKCF - カップリング・ファシリティー読み取り要求
(IXLLIST REQUEST=WRITE) からの予期しないリターン・
コードが検出されました。

618 HASPCKCF - LIST 0 の処理中に、カップリング・ファシリ
ティー要求 (IXLLIST) からの予期しないリターン・コード
が検出されました。

61C HASPCKCF - LIST 0 の処理中に、カップリング・ファシリ
ティー要求 (IXLLIST) からの予期しないリターン・コード
が検出されました。

システムの処置: 以下のように、システムは理由コードに応じて特定の
処置をとります。

コード システム処置

100 サブタスクは、次回にデータ・セットがポストされたとき
に、チェックポイント・データ・セット全体を回復させ、再
コピーします。チェックポイント・データを参照しているア
プリケーション・プログラムでは、正しくないコピー標識を
調べることによって、この異常終了を検出することができま
す。

104 サブタスクは回復し、通常の処理を再開します。

108 サブタスクは回復し、通常の処理を再開します。

200 サブタスクは、作業の検索を回復させて再開しようとしま
す。1 つまたは複数の要求が失われる場合があります。対応
するプロセッサーはポストされないので、そのプロセッサー
が一時的に失われる可能性があります。

300 JES2 メインタスクが異常終了します。リカバリー機能は、
ネットワーク・パス・マネージャー制御ブロックを再作成す
るか、または場合によってはネットワーク・パス・マネージ
ャーを使用不可にします。

304 JES2 メインタスクが異常終了します。リカバリー機能は、
ネットワーク・パス・マネージャー制御ブロックを再作成す
るか、または場合によってはネットワーク・パス・マネージ
ャーを使用不可にします。

400 JES2 アドレス・スペースが終了します。

600 再試行が可能な場合は、サブタスクは回復しようとします。
再試行が可能でない場合は、JES2 はパーコレートします。

604 JES2 はこれをチェックポイントの論理入出力エラーとして
扱い、チェックポイント再構成に入ります。

608 ～ 61C

JES2 はこれをチェックポイントの論理入出力エラーとして
扱い、チェックポイント再構成に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コード別の指示に従って応答して
ください。

コード 応答

100 コピー障害の理由を判別してください。問題が繰り返し発生
する場合は、アプリケーションによるチェックポイントのコ
ピーを使用不可にしてください。

104 障害の理由を判別してください。IBM サポート・センターに
連絡してください。

108 障害の理由を判別してください。IBM サポート・センターに
連絡してください。

200 障害の理由を判別してください。失われた JES2 プロセッサ
ーがある場合は、それを回復させるために、JES2 を再始動
しなければなりません。

300 障害の理由を判別してください。IBM サポート・センターに
連絡してください。

304 障害の理由を判別してください。IBM サポート・センターに
連絡してください。

400 障害の理由を判別してください。JES2 を再始動しなければ
なりません。IBM サポート・センターに連絡してください。

600 障害の理由を判別してください。IBM サポート・センターに
連絡してください。

604 再構成メッセージに応答してください。障害の理由を判別し
てください。IBM サポート・センターに連絡してください。
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608 ～ 61C

再構成メッセージに応答してください。障害の理由を判別し
てください。IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: JES2

069

説明: アドレス・スペースが終了しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

コード 説明

00 以下のいずれかの要求からの新規アドレス・スペースを作成
中に、エラーが発生しました。
v ASCRE マクロ
v CALL IEEMB881

v LOGON コマンド
v MOUNT コマンド
v START コマンド

04 ASCRE 作成のアドレス・スペースを破棄するために呼び出
し側が出した要求が完了しました。

システムの処置: 理由コードが 00 の場合は、システムは以下の処置を
とります。
v 新規アドレス・スペースを終了させる。
v ダンプを書き込む。
v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込む。
v メッセージを出す。

理由コードが 04 の場合は、システムは以下の処置をとります。
v 新規アドレス・スペースを終了させる。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが 00 の場合は、以下の処
置をとります。

1. 新規アドレス・スペースを作成できなかった理由を判別してくださ
い。

v モジュールが ASCRE マクロを出した場合は、ASCRE から返され
たリターン・コードと理由コードを調べてください。リターン・
コードと理由コードの説明については、OS/390 MVS Programming:

Authorized Assembler Services Reference ALE-DYN を参照してくだ
さい。

v モジュールが IEEMB881 を直接呼び出した場合や、新規アドレ
ス・スペースを作成するためにオペレーターがコマンドを入力し
た場合は、モジュール IEEMB881 から返されたリターン・コード
を調べてください。

2. この問題を解決できない場合は、問題報告データベースを検索して、
問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターに連絡してください。その際には、ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

理由コードが 04 の場合は、処置をとる必要はありません。

発行元: マスター・スケジューラー

06A

説明: サービス要求ブロックの機能リカバリー・ルーチン (FRR) で、
SERIAL=YES オプションを指定して SETRP マクロを出しました。この
マクロは、SRB と関連付けられているタスクのリカバリー・ルーチンに
対して、逐次パーコレーションを要求します。パーコレーションを準備
するために、リカバリー終了マネージャー (RTM) では、タスクのロー

カル・システム・キュー域 (LSQA) のストレージを要求しました。しか
し、この要求が失敗しました。

システムの処置: RTM はタスクを異常終了させます。システムは、失
敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを書き込みます。このダンプ
には、FRR に入る原因となった元の問題に関するエラー発生時の情報は
含まれていないので注意してください。システムは Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=06A,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 問題報告データベースを検索して、この問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、異常終了の ABEND ダンプを入手し
てください。

2. ダンプを調べて、GETMAIN マクロが失敗した理由を見付けてくだ
さい。LSQA GETMAIN ループの可能性を検査してください。

3. 障害の理由が判別できず、ダンプからさらに詳しい情報が必要な場合
は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレ
ーターに依頼してください。

4. IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、ダンプ
を提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・
エラー・レコードも提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

06B

説明: 超過スピン・ループ通知ルーチンに対する入力パラメーターのう
ち、少なくとも 1 つが無効です。これは、システム・エラーと考えられ
ます。レジスター 4 に入力スピン・ループの理由コードが入っており、
レジスター 5 にターゲット・プロセッサー ID が入っています。

システムの処置: システムは、超過スピン・ループ通知ルーチンの呼び
出し側を異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

06C

説明: SLIP 処理中に、以下のいずれかが発生しました。

v プログラム・イベント記録 (PER) 割り込みの処理中に、モニターさ
れているプログラムが、下位ストレージをオーバーレイすることにな
る Move Character Long (MVCL) 命令を出した。

v SLIP 処理を制御する環境標識がオーバーレイされたか、または他の
何らかの理由で無効であった。

システムの処置: システムは、現行イベントについて SLIP 処理を終了
させます。システム内の PER の状況、および既存の SLIP トラップの
状況は変更されません。

システム・プログラマーの応答: モニターされているプログラムが問題
の原因である場合は、そのプログラムを訂正してください。問題が解決
できない場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付
けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)
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06D

説明: SLIP 処理で、誤ったパラメーター・リストが SLIP に渡された
ことが検出されました。

システムの処置: システムは、現行イベントについて SLIP 処理を終了
させます。システム内のプログラム・イベント記録 (PER) の状況、およ
び既存の SLIP トラップの状況は変更されません。システムは、この問
題に関するメッセージをジョブ・ログに送ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=06D,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、この異常終了
に関する ABEND ダンプを入手してください。ダンプがない場合は、
SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに
依頼してください。IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ダンプを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

06E

説明: SLIP がプログラム・イベント記録 (PER) トラップをアクティブ
にまたは非アクティブにしているときに、以下のいずれかが発生しまし
た。

v グローバル PER トラップの場合に、SLIP がセル・プール・ストレー
ジを要求しました。この要求が、ゼロ以外のリターン・コード (エラ
ーを示す) を返しました。

v SLIP がセル・プール・ストレージの解放を要求しました。この要求
が、0 および 20 以外のリターン・コード (エラーを示す) を返しま
した。

システムの処置: SLIP 処理は終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=06E,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、異常終了に関
するダンプを入手してください。その上で、IBM サポート・センターに
連絡してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

06F

説明: アクティブ SLIP トラップが ACTION=RECOVERY を要求しま
した。SLIP は、コマンド内に定義されているプログラム・イベント記録
(PER) トラップに一致するものを検出しました。RECOVERY 処置のた
めに、SLIP はリカバリー終了マネージャー (RTM) に制御を与えます。

システムの処置: RTM は、モニターされているタスクを異常終了させ
ます。SLIP 処理は継続します。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

070

説明: プログラムが SUSPEND、RESUME、または TCTL マクロを出
しましたが、そのプログラムが以下のいずれかです。
v 無効な環境にある。
v 無効なパラメーターを指定した。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

0C プログラムが RETURN=N パラメーターを指定して
RESUME マクロを出しましたが、そのプログラムはサービ
ス要求ブロック (SRB) モードにありませんでした。

10 プログラムが RESUME マクロを出しましたが、指定したタ
スク制御ブロック (TCB) が無効でした。

14 プログラムが RESUME マクロを出しましたが、そのプログ
ラムは、示されたアドレス・スペースの制御ブロック
(ASCB) をアドレッシングできませんでした。

18 プログラムが RETURN=N パラメーターを指定して
RESUME マクロを出しましたが、そのプログラムは 1 次ア
ドレス・スペース制御モードにありませんでした。

1C プログラムが、1 つまたは複数のロックを保持していると
き、または空でない PCLINK スタックを使用して実行され
ているときに、RETURN=N パラメーターを指定して
RESUME マクロを出しました。

20 プログラムが TCTL マクロを出しましたが、そのプログラ
ムは SRB モードにありませんでした。

24 プログラムが TCTL マクロを出しましたが、そのプログラ
ムは 1 次アドレス・スペース制御モードにありませんでし
た。

28 プログラムが、1 つまたは複数のロックを保持しているとき
に、TCTL マクロを出しました。

2C プログラムが MODE=UNCOND パラメーターと ASYNC=N

パラメーターを指定して RESUME マクロを出しましたが、
そのプログラムはターゲット・アドレス・スペース以外のア
ドレス・スペースのローカル・ロックを保持していました。

30 プログラムが SUSPEND マクロを出しましたが、要求ブロ
ック (RB) 延期カウントが 0 ではありませんでした。

34 プログラムが RB=PREVIOUS パラメーターを指定して
SUSPEND マクロを出しましたが、以前の RB が存在しませ
んでした。

38 RESUME マクロの処理で、0 および 1 以外の延期カウント
を持つ RB を再開する要求が検出されました。

3C 無条件の同期オプションを指定した RESUME マクロを実行
するには、ローカル・ロックが必要です。このマクロを出し
たプログラムは使用不可で、必要なローカル・ロックを保持
していませんでした。

40 RESUME マクロの処理で、RB の再開を求めるリセット処理
からの要求が検出されました。この RB が、指定された
TCB に関する RB チェーン上に存在しません。

44 プログラムが TCTL マクロを出しましたが、指定したタス
ク制御ブロック (TCB) が無効でした。

システムの処置: システムは、マクロを出したプログラムを異常終了さ
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せます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き
込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=070,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時にダンプまたは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドが書き込まれなかった場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダ
ンプを入手するように、オペレーターに依頼してください。

2. エラー発生時のレジスターには、以下の情報が入っています。

v レジスター 14 に、マクロを出したモジュールのアドレスが入っ
ています。

v レジスター 15 に、理由コードが入っています。この理由コード
は、エラーが SUSPEND エラー、RESUME エラー、または
TCTL エラーのどれであるかを示しています。

3. レジスター 14 にあるアドレスを使って、マクロを出したモジュール
を識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、理由コードで説
明されているエラーを修正してから、ジョブを再実行してくださ
い。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。その際には、SVC ダンプ (レジスター
14 および 15 を含む) を提示するとともに、入手可能であれば、
Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

071

説明: オペレーターが再始動を開始したときに、エラーが発生しまし
た。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 プログラムが、オペレーターが取り消すことのできないルー
プまたは待ち状態に入りました。オペレーターが以下のいず
れかの操作を行いました。

v RESTART のオプション 0 を選択した。

v オプションを指定せずに RESTART を選択した。オプシ
ョンを指定しない場合、システムはデフォルトとしてオプ
ション 0 を使用します。

v メッセージ IEA502I に対して 125 秒以内に応答しなかっ
た。

04 オペレーターが、システム診断および修理を開始するため
に、RESTART のオプション 1 を選択しました。

08 プログラミング・エラーが原因で、そのとき実行されていた
プログラムが再始動割り込みハンドラーに直接ブランチしま
した。

0C オペレーターが RESTART のオプション 0 を選択したプロ
セッサーは、グローバル・リソースに対する有効なスピン待
ち状態にありますが、そのグローバル・リソースが、誤った
使用不可ループに入っている他のプロセッサーによって保持

されていました。グローバル・リソースを保持しているプロ
セッサーに出された DSGNL RESTART コマンドが失敗しま
した。

10 超過スピン・ループ条件を検出した後で、システムが Logrec

データ・セット・エラー・レコードの書き込みを開始しまし
た。中断された作業単位は、実行を継続します。

20 システムの超過スピン・ループの原因となったプログラム
を、システムが異常終了させました。このスピン・ループに
対するリカバリー・アクションは TERM なので、リカバリ
ー・ルーチンによって再試行することはできません。

30 システムの超過スピン・ループ条件の原因となったプログラ
ムを、システムが異常終了させました。このスピン・ループ
に対するリカバリー・アクションは ABEND なので、リカ
バリー・ルーチンによって再試行することができます。

システムの処置: システムは以下のいずれかの処置をとります。

v 理由コードが X'00'、X'08'、X'0C'、X'20'、または X'30' の場合は、現
在実行されているプログラムを異常終了させます。

v 理由コードが X'00' の場合は、メッセージ IEA500A を出すことがあ
ります。

v 理由コードが X'04' の場合は、可能であれば、クリティカル・システ
ム域にあるエラーを検出し、修理します。システムは、選択されたシ
ステム制御ブロックを更新するとともに、選択されたシステム・リソ
ースの妥当性検査と修理を行います。更新されたいくつかの制御ブロ
ック・フィールドにあった以前の値は、システム診断作業域 (SDWA)

の可変記録域 (VRA) に記録されます。システムは、これらの以前の
値を Logrec データ・セット・エラー・レコードに書き込みます。そ
の後、中断されたプログラムに制御を返します。

v 理由コードが X'10' の場合は、システムは、超過スピン・ループを
Logrec データ・セット・エラー・レコードに記録します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから依頼された場合は、
SLIP トラップを設定してダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をと
ってください。

理由コード X'00'

この理由コードと一緒にメッセージ IEA500A が出される場合があ
ります。メッセージ IEA500A は、中断時に進行中だった作業を識
別します。

1. 異常終了時に Logrec データ・セット・エラー・レコードが作
成されなかった場合は、SVC ダンプを入手するようにオペレー
ターに依頼してください。

2. Logrec データ・セット・エラー・レコードにあるエラー発生時
のプログラム状況ワード (PSW) を調べてください。PSW は、
オペレーターによって RESTART が入力された場所を指してい
ます。プログラムがループに入っている場合、PSW のアドレ
スはそのループ内にあります。

3. システム・トレース・テーブルを検査して、ループまたは待ち
状態の証拠があるか調べてください。ループまたは待ち状態が
原因だと思われる場合は、PSW 内のアドレスを使って、ルー
プしているモジュールの名前を突き止めてください。

v このモジュールが IBM モジュールでない場合は、このモジ
ュールに関して診断を継続してください。

v このモジュールが IBM モジュールである場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、ダンプおよび Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを提示してください。
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理由コード X'08'

どのプログラムが誤ってブランチしているかを、以下のようにして
判別してください。

1. 異常終了時に Logrec データ・セット・エラー・レコードが作
成されなかった場合は、SVC ダンプを入手するようにオペレー
ターに依頼してください。

2. エラー発生時のレジスター 14 を見てください。BALR 14,15

命令によって不正なブランチが行われた場合、レジスター 14

は、不正なブランチをした命令の後にある命令を指していま
す。この命令がブランチ命令だった場合は、その命令によって
再始動割り込みハンドラーに直接ブランチしたことが考えられ
ます。

3. レジスター 14 にあるアドレスを使って、不正なブランチ命令
を出したモジュールの名前を突き止めてください。

v このモジュールが IBM モジュールでない場合は、このモジ
ュールに関して診断を継続してください。

v このモジュールが IBM モジュールである場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、ダンプおよび Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを提示してください。

理由コード X'0C'、X'10'、X'20'、または X'30'

超過スピン条件が発生した原因を、以下のようにして判別してくだ
さい。

1. エラー発生時のプログラム状況ワード (PSW) を、以下のよう
にして入手してください。

v 理由コードが X'10'、X'20'、または X'30' の場合は、Logrec

データ・セット・エラー・レコードから PSW を入手してく
ださい。

v 理由コードが X'0C'、X'20'、または X'30' の場合は、オペレ
ーターに依頼して SVC ダンプを入手します。エラー発生時
の PSW が見られるように、ダンプをフォーマットしてくだ
さい。

2. PSW にあるアドレスを使って、スピンしているモジュールの
名前を突き止めてください。

v このモジュールが IBM モジュールでない場合は、このモジ
ュールに関して診断を継続してください。

v このモジュールが IBM モジュールである場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、ダンプおよび Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを提示してください。

ループの診断に関する説明については、OS/390 MVS 診断 : 手順
を参照してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

072

説明: プロセッサー類似性の要件があるプログラムを実行できるプロセ
ッサーがオンラインでないので、システムはそのプログラムを異常終了
させました。レジスター 15 に入っている 16 進数の理由コードは、プ
ログラムのタイプを示しています。

コード 説明

0004 タスク制御ブロック (TCB) のもとで実行されているタス
ク。

0008 サービス要求ブロック (SRB) のもとで実行されているルー
チン。

システムの処置: システムは、プロセッサー類似性の要件があるプログ
ラムを異常終了させます。

プログラマーの応答: プロセッサー類似性の要件を満たすことができる
場合は、ジョブを再実行依頼してください。

発行元: 監視プログラム制御

073

説明: 監視プログラム制御が、SETLOCK OBTAIN または SETLOCK

RELEASE マクロの処理中にエラーを検出しました。レジスター 15

に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 システムが、使用不可のスピン・ロックでスピンしていると
きに、lockword に無効なプロセッサー ID が入っていること
を検出しました。レジスター 10 に、無効な lockword 値が
入っています。

04 システムが無効な逐次化を検出しました。呼び出し側が、使
用不可のときに、LOCAL、クロス・メモリー・ローカル
(CML)、またはクロス・メモリー・サービス (CMS) のロッ
クを無条件に要求しました。ロックが即時に使用可能になり
ませんでした。

08 システムが階層違反を検出しました。

v SETLOCK OBTAIN マクロを処理していた場合に、以下の
いずれかが検出されました。

– 要求されたロックが、現在保持されているロックよりロ
ック階層が下であった。

– 同じタイプの別のロックがすでに保持されていた。

– CMS ロックが要求されたのに、ローカル・ロックが保
持されていなかった。

– ローカル・ロックまたは CML ロックが無条件に要求
されたのに、PSASUPER フィールドがゼロでなかっ
た。

v SETLOCK RELEASE マクロを処理していた場合に、以下
のいずれかが検出されました。

– CMS ロックがまだ保持されているときに、ローカル・
ロックが指定された。

– すべての CMS ロックが指定されたのに、一部の CMS

ロックが保持されていなかった。

0C 呼び出し側が CML ロックを要求しました。呼び出し側が、
無効なアドレス・スペース制御ブロック (ASCB) アドレスを
渡しました。レジスター 11 に、ASCB アドレスが入ってい
ます。

10 呼び出し側が、他のアドレス・スペースの CML ロックを要
求しましたが、そのアドレス・スペースへのアクティブ・バ
インドを確立しませんでした。レジスター 11 に、ASCB ア
ドレスが入っています。

14 呼び出し側が、終了しているアドレス・スペースの ASCB

を指定しました。レジスター 11 に、ASCB アドレスが入っ
ています。

18 呼び出し側が、ディスパッチ不能なアドレス・スペースの
CML ロックを要求しました。レジスター 11 に、ASCB ア
ドレスが入っています。
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1C 呼び出し側が、マスター・アドレス・スペースまたは WAIT

アドレス・スペースの CML ロックを要求しました。

20 呼び出し側が、もうサポートされていないロック・タイプを
要求しました。

24 呼び出し側が、実記憶マネージャー (RSM) ロックまたは
TRACE ロックを、以下に示す無効な方法のどちらかで要求
しました。

v 呼び出し側が SCOPE=EXCL (排他) でロックを保持して
いるのに、SCOPE=SHR (共用) を指定した。

v 呼び出し側が SCOPE=SHR でロックを保持しているの
に、SCOPE=EXCL を指定した。

28 プロセッサーがロック階層の異なるレベルでのクラス・ロッ
クとして保持しているクラス・ロックを、呼び出し側が無条
件に要求しました。

2C 呼び出し側が、レジスター 11 にあるビット・ストリング・
マスクに従ってロックを解放するように要求しました。しか
し、呼び出し側は、マスクで指定されたすべてのロックを保
持していません。

30 無条件のロック取得のために、システムが再帰的に呼び出さ
れました。

34 呼び出し側が PSACLHS からロックを解放するために
SETLOCK RELEASE マクロを出しましたが、呼び出し側は
そのロックを保持していません。

38 呼び出し側が PSACLHSE からロックを解放するために
SETLOCK RELEASE マクロを出しましたが、呼び出し側は
そのロックを保持していません。

3C 呼び出し側がスピン・ロックを解放するために SETLOCK

RELEASE マクロを出しましたが、呼び出し側はそのロック
を保持していません。

40 システムが、使用不可のスピン・ロックでスピンしていると
きに、グローバル・リカバリーがアクティブであることを検
出しました。

システムの処置: システムは、SETLOCK マクロを出したプログラムを
異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコ
ードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=073,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時にダンプまたは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドが書き込まれなかった場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダ
ンプを入手するように、オペレーターに依頼してください。

2. エラー発生時のレジスター 14 にあるアドレスを使用して、
SETLOCK マクロを出したモジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、ロック情報を識別してください。

– レジスター 9 に、現行のロック保持ストリング拡張
(PSACLHSE) が入っています。

– レジスター 12 に、異常終了時の PSASUPER のビットが入っ
ています。

– レジスター 13 に、ロック要求が行われたときの現行のロック
保持ストリング (PSACLHS) が入っています。

PSASUPER、PSACLHS、および PSACLHSE フィールドの各ビッ
トの意味については、OS/390 MVS Data Areas, Vol 3 (IVT-RCWK)

の PSA に関するセクションを参照してください。

3. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
検索引き数には、以下のものを入れてください。
v 異常終了時の PSASUPER のビット: GPR12/hhhhhhhh

v 異常終了時の PSACLHS のビット: GPR13/hhhhhhhh

修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターで、SETLOCK

マクロを出したモジュールを担当している構成グループに連絡してく
ださい。入手可能であれば、SVC ダンプおよび Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

074

説明: プログラムが SETLOCK マクロを出しました。監視プログラム
制御は、以下のいずれかの理由で、このマクロの処理を終了できません
でした。

v SETLOCK マクロに指定されている lockword アドレスが、フルワー
ド境界上にない。

v SETLOCK マクロに指定されている lockword アドレスを使用したと
きに、ページ不在が発生した。

v SETLOCK マクロに指定されている lockword でマシン・チェックが
発生した。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。また、エラーに関するメッセージを書き込む場合も
あります。

オペレーターの応答: メッセージおよび Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードを調べて、異常終了の直前にマシン・チェックが発生した
かどうかを判別してください。マシン・チェックが発生している場合
は、問題はハードウェア障害です。ハードウェア・サポートに連絡して
ください。マシン・チェックが発生していない場合は、システム・プロ
グラマーに連絡してください。システム・プログラマーから SVC ダン
プを求められた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=074,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 以前の異常終了コードに関するメッセージおよび Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを調べてください。以前の異常終了コードが
あれば、その説明を見てください。問題は、以前の問題によって発生
した可能性があります。

2. 異常終了時にダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラップを設
定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。システム・トレースの中で、異常終了 X'074' に関する SVC D

項目を見付けてください。この項目の ASID 欄にあるアドレス・ス
ペース ID (ASID) をメモしておいてください。前に戻って、これと
同じ ASID を持つ PGM 項目を探してください。この PGM 項目
は、プログラム・チェックが発生したことを示します。

3. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターで、プログラ
ム・チェックを起こしたモジュールを担当している構成グループに連
絡してください。その際には、収集したすべての問題データと
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御
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075

説明: 監視プログラム状態 (キー 0) で実行されているプログラムが、
サービス要求ブロック (SRB) をスケジュールするために SCHEDULE

マクロを出しました。システムは、SRBASCB が指しているアドレス・
スペース制御ブロック (ASCB) 内の頭字語を検査しました。この頭字語
の検査で誤りが検出されました。考えられる原因には、以下のものがあ
ります。

v SCHEDULE マクロを出したプログラムが、SRBASCB に誤ったアド
レスを入れた。その結果、SRBASCB が有効な ASCB を指していな
い。

v SRBASCB は有効な ASCB を指しているが、その ASCB が正常状態
または異常状態で失われていた。

v SRBASCB は有効な ASCB を指しているが、その ASCB がオーバー
レイされていた。

システムの処置: システムは、SCHEDULE マクロの処理を終了させま
す。システムは、SVC ダンプまたは Logrec データ・セット・エラー・
レコード、あるいはその両方を書き込む場合があります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,ENABLE,COMP=075,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時に SVC ダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラッ
プを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼して
ください。

2. SRBASCB を検査して、有効なアドレスが入っているかどうか調べて
ください。エラー発生時のレジスター 15 が、スケジュールされてい
た SRB を指しています。SRBASCB フィールドに誤ったアドレスが
入っていないか検査してください。以下の場合は、SRBASCB 内のア
ドレスは無効です。
v すべてゼロである。
v 最後が X'00' または X'80' になっていない。
v システム・キュー域 (SQA) 内のアドレスではない。

SRBASCB 内のアドレスが無効なアドレスであると思われる場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、収集し
たすべての問題データを提示してください。

3. SRBASCB 内のアドレスが有効な ASCB アドレスであると思われる
場合は、このアドレスがアドレス・スペース・ベクトル・テーブル
(ASVT) 内にあるかどうか調べてください。ASVT には、ASCB アド
レスのリストが入っています。連続ベクトル・テーブル (CVT) の
CVTASVT フィールドが ASVT を指しています。ASCB アドレスは
ASVTENTY から始まっています。SRBASCB 内のアドレスがあるか
どうか調べてください。

4. SRBASCB 内のアドレスが ASVT 内にある場合は、SRBASCB が指
している ASCB がオーバーレイされています。オーバーレイの周囲
にある EBCDIC の目印を探して、オーバーレイが見分けられるかど
うか調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。検索引き数には、以下のものを入れてくださ
い。
v モジュール名を表す EBCDIC の目印: PIDS/cccccccc

v 異常終了 X'075' : AB/S075

v ASCB のオーバーレイ: OVS/ASCB

さらに、オーバーレイのサイズおよび内容を検索引き数に追加するこ
とができます。

修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターで監視プログラ
ム制御を担当している構成グループに連絡してください。その際に

は、それまでのステップで収集したデータを提示するとともに、入手
可能であれば、Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示し
てください。

5. SRBASCB 内のアドレスが ASVT 内にない場合は、以下のことが考
えられます。

v アドレス・スペースが異常状態で失われたときに、ASCB が削除
された。

v ASCB が正常状態で失われた。

v ASCB が無効である。SCHEDULE マクロを出したプログラムが、
SRBASCB に誤ったアドレスを入れた。

IBM サポート・センターで監視プログラム制御を担当している構成
グループに連絡してください。その際には、それまでのステップで収
集したデータを提示するとともに、入手可能であれば、Logrec デー
タ・セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

076

説明: アドレス・スペースを作成または初期設定しようとしたときに、
エラーが発生しました。このエラーは、16 進数の理由コードによって以
下のように説明されます。

コード 説明

0004 コマンド処理が、仮想記憶管理 (VSM) からゼロ以外のリタ
ーン・コードを受け取りました。レジスター 5 に、リター
ン・コードが入っています。

0008 コマンド処理が、サービス要求ブロック (SRB) 用の仮想記
憶域を要求しました。この要求がゼロ以外のリターン・コー
ドを返しました。レジスター 5 に、リターン・コードが入
っています。

000C コマンド処理が、別のコマンド処理モジュールからゼロ以外
のリターン・コードを受け取りました。レジスター 5 に、
リターン・コードが入っています。

0010 コマンド処理モジュール内で、予期しないエラーが発生しま
した。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v START、MOUNT、または LOGON コマンドを終了させる。

v 部分的に作成されたアドレス・スペースを削除する。

v 障害の結果としてどのコマンドが終了したかを識別するために、メッ
セージ IEA890I を出す。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターでコマンド処理を担当して
いる構成グループに連絡してください。

発行元: 監視プログラム制御

077

説明: システムがコンソール通信タスク (COMMTASK) を処理してい
るときに、エラーが発生しました。レジスター 15 に、16 進数の理由コ
ードが入っています。

コード 説明

00 呼び出し側が、MONITOR JOBNAMES、STATUS、または
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SESSIONS 処理を開始または停止する要求の中で、誤ったコ
ンソール名またはアドレス・スペース ID (ASID) を渡しま
した。

04 通信タスクに渡されたパラメーター・リストが無効です。

08 呼び出し側が、存在しないバッファーを削除する要求を出し
ました。

0C システムが、リカバリー環境を確立できませんでした。

10 無効なパラメーター・リストが渡されました。

14 呼び出し側が、COMMTASK アドレス・スペースで実行され
ていませんでした。

18 システムが、必要な区域を取得できませんでした。

1C パラメーター・リスト内に矛盾した要求があるため、システ
ムはコンソール要求を処理できませんでした。

20 パラメーター・リスト内に不完全なデータまたは誤ったデー
タがあるため、システムはコンソール要求を処理できません
でした。

24 指定されたコンソールは要求元のコンポーネントによって占
有されていないので、システムはコンソール要求を処理でき
ませんでした。

28 システムが、COMMTASK 処理中にエラーを検出しました。

システムの処置: MONITOR または STOPMN コマンドの処理中にエ
ラーが発生した場合は、MONITOR 機能は変更されません。それ以外の
場合は、システムは呼び出しルーチンを異常終了させます。

オペレーターの応答: MONITOR コマンドの処理中にエラーが発生した
場合は、MONITOR または STOPMN コマンドを再入力してください。

理由コードが X'18' の場合は、メッセージ・バックログを探してくださ
い。メッセージを画面上でロールオフするか、または CONTROL Q コ
マンドによってメッセージの宛先をシステム・ログに指定し直すことに
より、バックログを見やすくしてください。

それ以外のエラーの場合は、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

078

説明: 領域制御タスク (RCT) から呼び出された以下のルーチンのいず
れかで、エラーが発生しました。

v ダンプ・タスクの ATTACH

v RCT を初期設定するときの開始タスク制御プログラム (STC) の
ATTACH

v QUIESCE を処理するときの入出力の PURGE

v QUIESCE を処理するときの実記憶マネージャー (RSM) スワップア
ウト・ルーチン

RCT が、上記のルーチンから受諾不能なリターン・コードを受け取った
ため、処理を継続できませんでした。この異常終了は、ストレージ不足
を示す場合があります。

システムの処置: システムは、RCT リカバリーに制御を与えます。シ
ステムは以下の処置をとります。

v アドレス・スペースを終了させるように要求する。

v エラーが回復不能な場合や繰り返し発生する場合は、アドレス・スペ
ースの SVC ダンプを出す。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込む。

v リソースの終結処理を実行する。

システム・プログラマーの応答: 同じアドレス・スペース内の以前の障
害を示すエラーが、Logrec データ・セット・エラー・レコードまたは
SVC ダンプにないかどうか探してください。問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、Logrec デ
ータ・セット・エラー・レコードおよび SVC ダンプを提示してくださ
い。

発行元: 領域制御タスク (RCT)

079

説明: 領域制御タスク (RCT) のアテンション要求がローカル・ロック
を取得または解放しようとしたときに、エラーが発生しました。

システムの処置: システムは、RCT リカバリーに制御を与えます。シ
ステムは以下の処置をとります。

v アテンション要求が無視されたことを示すタイム・シェアリング・オ
プション (TSO) エラー・メッセージを端末に出すか、またはアドレ
ス・スペースの SVC ダンプを要求する。

v リソースの終結処理を実行する。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込む。

v 場合によっては、SVC ダンプを要求する。

システム・プログラマーの応答: TSO エラー・メッセージが端末に出
された場合は、アテンション要求を再生成するか、または処理を継続す
ることができます。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに問題を報告してくだ
さい。その際には、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードおよび SVC ダンプを提示してください。

発行元: 領域制御タスク (RCT)

07A

説明: 領域制御タスク (RCT) の処理中に、以下のような回復不能エラ
ーが発生しました。
v システム割り込み要求ブロック (SIRB) の障害
v スワップアウト処理エラー

システムの処置: システムは、RCT リカバリーに制御を与えます。ア
ドレス・スペースのインターロックを避けるために、RCT は、アドレ
ス・スペースに関連したリソースを終結処理せずにアドレス・スペース
を異常終了させます。システムは、Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込む場合も書き込まない場合もあります。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに問題を報告してください。 Logrec データ・セット・エ
ラー・レコードが書き込まれている場合は、それを提示してください。

発行元: 領域制御タスク (RCT)
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07B

説明: システムが、プロセッサー間連絡 (IPC) でエラーを検出しまし
た。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 RISGNL マクロの場合に、呼び出し側が誤った物理構成連絡
域 (PCCA) アドレスを渡しました。レジスター 2 および 3

に、呼び出し側から入力されたレジスター 0 および 1 の値
が入っています。

04 RPSGNL マクロの場合に、呼び出し側が誤った PCCA アド
レスを渡しました。レジスター 2 および 3 に、呼び出し側
から入力されたレジスター 0 および 1 の値が入っていま
す。

08 DSGNL マクロの場合に、呼び出し側が誤った PCCA アド
レスを渡しました。レジスター 2 および 3 に、呼び出し側
から入力されたレジスター 0 および 1 の値が入っていま
す。

0C RISGNL マクロの場合に、緊急信号割り込みを処理している
プロセッサーで、呼び出し側の逐次受信ルーチンが異常終了
しました。レジスター 2 および 3 に、呼び出し側から入力
されたレジスター 0 および 1 の値が入っています。

10 緊急信号 2 次レベル割り込みハンドラー (SLIH) が、2 次レ
ベルの再帰を検出しました。

14 DSGNL マクロの場合に、呼び出し側が、SIGP 命令の誤っ
たオーダー・コードを渡しました。このオーダー・コードは
サポートされていません。

システムの処置: 次のいずれかです。

v 理由コードが X'00'、X'04'、X'08'、X'0C'、または X'14' の場合は、シ
ステムは呼び出し側を異常終了させます。

v 理由コードが X'10' の場合は、システムは Logrec データ・セット・
エラー・レコードを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=07B,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時に Logrec データ・セット・エラー・レコードが作成され
なかった場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手する
ようにオペレーターに依頼してください。

2. エラー発生時のレジスター 14 にあるアドレスを使って、マクロを出
したモジュール、または緊急信号割り込みを起こしたモジュールを識
別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。入手可能であれば、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

07C

説明: システムが、再帰的 ABEND マクロ (SVC 13) を検出しまし
た。アドレス・スペース制御ブロック (ASCB) の ASCBARC フィール
ドに、以下の 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 システムが、タスクまたはアドレス・スペースを異常終了さ
せました。

04 SVC 第 1 レベル割り込みハンドラー (FLIH) リカバリー
が、アドレス・スペースを異常終了させました。

システムの処置: システムは、現行タスクまたは現行アドレス・スペー
スのいずれかを終了させます。システムは、SVC ダンプまたは Logrec

データ・セット・エラー・レコード、あるいはその両方を書き込む場合
があります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=07C,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時に SVC ダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラッ
プを設定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼して
ください。

2. ダンプで、ASCBARC フィールドにある理由コードを見付けてくだ
さい。

3. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、ステップ 4 に進んでください。

4. 以下のようにダンプを分析して、再帰ループの原因となっている元の
異常終了を見付けてください。システム・トレースの中で、異常終了
X'07C' に関する SVC D 項目を見付けてください。この項目の
ASID 欄にあるアドレス・スペース ID (ASID) をメモしておいてく
ださい。

前に戻って、この ASID を持つ次の SVC D 項目を見付けてくださ
い。この SVC D 項目の UNIQUE-3 欄にある異常終了コードをメモ
しておいてください。これが、元の異常終了コードです。

5. ステップ 4 で見付けた異常終了コードを使って、2 番目の検索引き
数を作成してください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・
センターに連絡してください。その際には、それまでのステップで収
集したすべての問題データを提示するとともに、入手可能であれば、
Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

07D

説明: 機能リカバリー・ルーチン (FRR) をいずれかの FRR リカバリ
ー・スタックに追加しているか、またはいずれかの FRR リカバリー・
スタックから削除しているときに、システムがエラーを検出しました。

理由コードは以下のとおりです。

コード 説明

00 使用可能なすべてのスロットがいっぱいになったため、FRR

リカバリー・スタックにそれ以上の FRR を保持することが
できませんでした。この異常終了の原因は、インストール先
で用意したプログラムが、次のように誤って SETFRR を出
したためと考えられます。

v 既存の FRR を削除せずに、FRR を追加する。

v SETFRR マクロを含むループの中で出した。
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v FRR の追加が多すぎる。システムは、インストール先が
2 つの FRR を追加できることを保証しています。

04 SETFRR DELETE が出された時点で、SETFRR DELETE の
呼び出し側が、FRR を保持するための正しい状態にありませ
んでした。

FRR の確立時点から削除時点まで、次のいずれかに該当して
いなければなりません。
v 何らかのロックが保持されている。
v 作業単位が使用不可で実行中である。
v 作業単位が SRB である。
v EUT=YES を指定した FRR が存在している。

システムの処置: システムは、SETFRR マクロを出した作業単位を異常
終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコード
を書き込む場合もあります。作業単位がダンプを要求することもありま
す。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=07D,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. インストール先で用意したプログラムのうち、記憶保護キーが 0

で、SETFRR マクロを出しているものをすべて検査して、問題がな
いかどうか確認してください。異常終了の時点で、レジスター 14

は、SETFRR を呼び出したプログラムを指しています。このプログ
ラムが問題の原因となった可能性があります。

2. 異常終了が発生したシステムの接頭部保管域 (PSA) を調べるため
に、異常終了に関するダンプをフォーマットしてください。
PSASTAK フィールドの最初の 3 ワードに、以下のものが入ってい
なければなりません。

00000C38 00000E38 00000020

3. PSASTAK フィールドが誤っている場合は、オーバーレイが発生して
います。以下に示す SLIP ストレージ変更トラップを使用して、どの
ルーチンがオーバーレイを起こしているか判別してください。

SLIP SET,SA,RANGE=(C00,C0B),A=WAIT,END

4. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
オーバーレイが原因だと思われる場合は、検索引き数に以下のものを
入れてください。
v プログラム ID: PIDS/5752SCRTM

v システム異常終了コード: AB/S007D

v オーバーレイされたフィールドの名前: FLDS/PSASTAK

注: OS/390 より以前では、検索すべきプログラム ID は
PIDS/5752SC1CM です。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、これまでのステ
ップで収集した問題データを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

07E

説明: CONFIG または VARY コマンドが、構成に対するハードウェア
装置の追加または削除を要求しました。コマンドを処理するために、シ
ステムは装置パスの可用性を検査しました。装置パスを検査していると
きに、システムがエラーを検出しました。レジスター 15 に、エラーを
説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 装置パス検査ルーチンに渡された装置制御ブロック (UCB)

アドレスが、UCB の共通セグメントを指していませんでし
た。

0C 誤った機能コードが装置パス検査ルーチンに渡されました。

14 システムが、回復不能なプログラム・エラーまたはハードウ
ェア・エラーが発生したことを示すリターン・コードを装置
パス検査ルーチンから受け取りました。

システムの処置: システムは、CONFIG または VARY コマンドを終了
させます。

オペレーターの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をとってくださ
い。

v 理由コードが X'04' または X'0C' の場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。

v 理由コードが X'14' であり、装置をオンラインにするために VARY

または CONFIG コマンドを入力した場合は、装置への個別パスを変
更してみてください。それでも正常に処理されない場合は、ハードウ
ェア・サポートに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 再構成

07F

説明: リカバリー処理中に、システムは、異常終了したアドレス・スペ
ースに関連したタスク制御ブロック (TCB) キューが空であることを検
出しました。

システムの処置: システムは、アドレス・スペースまたはジョブを異常
終了させます。システムは、メッセージ、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコード、およびダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題に関連した印刷出力および出力デ
ータ・セットをすべて収集してください。問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・
セット・エラー・レコードおよびダンプを提示してください。

発行元: タスク管理

080

説明: システム処理中に、予期しないエラーが発生しました。

システムの処置: システムは、現行アドレス・スペースまたは現行作業
単位の異常終了を出します。システムは Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードを書き込みます。この異常終了とともにメッセージが出さ
れる場合があります。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・セッ
ト・レコードおよびジョブの SYSOUT 出力を提示してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)
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081

説明: GETMAIN マクロが、システム・キュー域 (SQA) またはローカ
ル SQA (LSQA) の仮想記憶域を要求しました。この要求で、誤った仮
想アドレスが渡されました。これは、システム内の問題です。

システムの処置: システムは、中央記憶装置フレームについての要求を
拒否します。システムはメッセージおよびダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、メッセージおよびダン
プを提示してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

083

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) が、論理スロット ID (LSID) を
完全なシーク・アドレスに変換できませんでした。相対バイト・アドレ
ス (RBA) が、拡張データ・ブロック (EDB) 項目の範囲外にあります。

システムの処置: 処理中の ASM 入出力要求域 (AIA) に、エラーのマ
ークが付けられます。システムは、AIA と EDB のコピーが入っている
Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。処理は継続
されます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

084

説明: 入出力操作中に、補助記憶マネージャー (ASM) がエラーを検出
しました。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込み、処理の継続を試みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

085

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) が内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。処理は継続されます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

086

説明: 入出力操作中に、補助記憶マネージャー (ASM) が VSAM から
エラーを受け取りました。

レジスター 15 の前半のハーフワードに VSAM リターン・コードまた
はフィードバック・コードが入っており、後半のハーフワードに ASM

リターン・コードが入っています。ASM リターン・コードから、VSAM

エラー発生時に試行されていた操作が分かります。

コード 説明

00000008 VSAM は、要求されたレコードを検出できませ
んでした。

00000014 VIO ジャーナリング・データ・セットがいっぱい
です。

0000001C バッファー用のストレージを取得できませんでし
た。

00000030 解放要求で、ASPCT が部分的に取り出されまし
た。

00xx0050 GET 要求時に、VSAM GENCB マクロが要求パ
ラメーター・リスト (RPL) を作成しませんでし
た。

000C0054 VSAM GET で物理入出力エラーがありました。

00140058 VSAM GET で、レコードが別の要求側によって
排他的に保持されていることが検出されました。
ASM はそのレコードを WAIT キューに入れ、
ECB にポストされるのを待ちます。

0028005C VSAM GET で、要求を処理するのに十分なスト
レージがありません。

00xx0060 VSAM GET は、VSAM から 0 以外またはここ
に列挙されている以外のリターン・コードを受け
取りました。

00400064 VSAM GET は、すでに最大数の要求を処理して
います。

00xx0070 PUT 要求時に、VSAM GENCB マクロが要求パ
ラメーター・リストを作成しませんでした。

000C0074 VSAM PUT で物理入出力エラーがありました。

00140078 VSAM PUT で、レコードが別の要求側によって
排他的に保持されていることが検出されました。
ASM はそのレコードを WAIT キューに入れ、
ECB にポストされるのを待ちます。

0028007C VSAM PUT で、要求を処理するのに十分なスト
レージがありません。

00xx0080 VSAM PUT は、VSAM から 0 以外またはここ
に列挙されている以外のリターン・コードを受け
取りました。

00400084 VSAM PUT は、すでに最大数の要求を処理して
います。

注:

1. 高位バイトが X'00' でない場合がありますが、そこには VSAM コン
ポーネント・コード (エラー発生時に処理されていたコンポーネン
ト) が入っています。

2. xx は VSAM からのリターン・コードまたはフィードバック・コー
ドです。これらのコードについては、VSAM Macro Instruction

Reference に記述されています。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。処理は継続されます。

システム・プログラマーの応答: ハードウェア・サポートに連絡してく
ださい。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)
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087

説明: システムが、仮想記憶域を解放しようとしているときにエラーを
検出しました。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。処理は継続されます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

089

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) でのページング入出力操作で、ハ
ードウェア障害またはソフトウェアの問題による永続入出力エラーが発
生しました。

システムの処置: 読み取り操作中に入出力エラーが発生した場合は、シ
ステムは異常終了 X'089' に関する Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込みます。その後、システムは、ページを必要とするタス
クを異常終了コード X'028' で異常終了させます。

書き込み操作中に入出力エラーが発生した場合は、ASM は、ページ・
データ・セット内の異なる位置への書き込みを再試行します。さらに、
ASM は Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。

ハードウェア障害が原因で入出力エラーが発生した場合は、Logrec デー
タ・セットには、2 番目のエラー・レコード (入出力エラーに関する外
部記録 (OBR)) が入っていることもあります。

システム・プログラマーの応答: ハードウェア障害の場合は、ハードウ
ェア・サポートに連絡してください。それ以外の場合は、問題報告デー
タベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

08A

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) が、ページング入出力エラーを検
出しました。この問題は、ハードウェアによって発生する場合と、ソフ
トウェアによって発生する場合があります。

システムの処置: ASM は Logrec データ・セット・エラー・レコード
を書き込みます。

システム・プログラマーの応答: ハードウェア障害の場合は、ハードウ
ェア・サポートに連絡してください。それ以外の場合は、問題報告デー
タベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

08B

説明: システムが仮想域内データ・サービス要求を処理しているとき
に、エラーが発生しました。DIV マクロのパラメーターか、または DIV

マクロが出されたときに存在していたその他の条件のいずれかが、エラ
ーの原因です。レジスター 15 の下位の 2 バイトに、エラーを説明する
16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

0001 呼び出し側が、不明のサービスを要求しました。

0002 仮想域内データが、パラメーター・リスト・フォーマットを
認識しません。

0003 入力パラメーター・リストをアドレッシングできません。

0004 パラメーター・リストで、仮想域内データがアドレッシング
できないストレージを指定しています。

0005 パラメーター・リストに、2 進数のゼロが入っていない予約
フィールドがあります。

0006 呼び出し側がタスク・モードで実行されていません。

0007 1 次アドレス・スペースとホーム・アドレス・スペースが一
致していません。

0008 マクロで誤った TYPE パラメーターを指定しました。

0009 ID パラメーターが、誤っているか、または呼び出し側で使
用できない ID です。

000A 仮想域内データは、指定された ID を指定した別の仮想域内
データ要求を処理しています。

000B システムはすでに、指定された ID を持つオブジェクトにア
クセスしました。

000C 呼び出し側が、要求したオブジェクトに対する適切な資源ア
クセス管理機能 (RACF) 許可を持っていません。(または、
呼び出し側が、オブジェクトのためにパスワード保護デー
タ・セットを使用しようとしました。仮想域内データはパス
ワードをサポートしていません。)

000D 指定された範囲は、オブジェクトの最大許容サイズを超えて
います。

000E 指定された ID では、システムはオブジェクトにアクセスで
きません。

000F 指定された範囲は、すでに ID のためにマップされた範囲と
オーバーラップしています。

0010 指定された仮想範囲は、現行のアドレス・スペース内または
指定されたデータ・スペース内ですでにマップされた仮想範
囲とオーバーラップしています。

0011 仮想域内データがオブジェクトからのデータにアクセスしよ
うとしたときに、判別不能のシステム・エラーまたは呼び出
し側エラーが発生しました。このため、データの一部が保存
されませんでした。

0012 指定された仮想記憶域は、4 キロバイトの境界で始まってい
ません。

0013 指定された仮想記憶域は、ページ可能な専用領域サブプール
にありません。

0014 システムは、指定された仮想記憶域を使ってオブジェクトを
マップすることができません。たとえば、仮想記憶域内に、
仮想入出力 (VIO) に割り当てられたストレージが含まれて
いることが考えられます。

0015 指定された仮想記憶域の範囲には、GETMAIN マクロによっ
て取得された仮想範囲にないページが少なくとも 1 つ含ま
れています。

0016 指定された仮想記憶域には、現行の PAGE FIX 要求で指定
された範囲にあるページが少なくとも 1 つ含まれていま
す。しかし、RETAIN=YES が指定されていません。

0017 オブジェクトをマップした仮想記憶域の一部が、アドレス可
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能でないため、保管されませんでした。ページング・エラー
が発生したか、または不正な中央記憶装置フレームをデータ
が占有していました。

0018 呼び出し側は、オブジェクトに対する UPDATE ACCESS を
持っていません。

0019 仮想域内データは、保管またはリセットされる範囲内のペー
ジにページ不可の印を付けました。すなわち、このページに
対して PAGE FIX が未処理でした。

001A 指定された範囲は、オブジェクトのどのマップ済み区域にも
ありません。

001B マップ解除されるように指定された仮想記憶域は、現在マッ
プされていません。

001C 仮想域内データは、現時点ではオブジェクトにアクセスでき
ません。オブジェクト・データ・セットは使用中です。

001D アクセスされたオブジェクトは、仮想記憶アクセス方式
(VSAM) の線形データ・セットでないため、VSAM 線形デ
ータ・セットが暗黙的に持つ正しい制御インターバル・サイ
ズを持っていません。

001E DDNAME パラメーター値の長さが、指定できる最大サイズ
を超えています。

001F 呼び出し側のストレージ・キーが、仮想域内データが
IDENTIFY を出したときのストレージ・キーと異なっていま
す。

0020 指定された ID を所有していないタスクが、ACCESS パラメ
ーターを指定して DIV マクロを出しました。

0021 仮想域内データが、永続記憶装置上のオブジェクトの一部に
アクセスできませんでした。このため、データの一部が保存
されませんでした。

0022 タスクが、IDENTIFY パラメーターでオブジェクトを指定し
て DIV マクロを出しました。このタスクが、マップするよ
うに指定された仮想記憶域を所有していません。許可プログ
ラムの場合は、このタスク、またはこのタスクのサブタスク
のどれかがストレージを所有していません。

0023 呼び出し側のストレージ・キーでは、マップするように指定
されたストレージの一部または全部にアクセスすることがで
きません。

0024 呼び出し側が、ローカル・ロックを保持しているときに、
DIV マクロを出しました。

0025 呼び出し側が DIV マクロを出しましたが、この呼び出し側
は、Supervisor Call (SVC) 命令の使用が許可されない環境に
あります。

0026 呼び出し側が DIV マクロを出しましたが、この呼び出し側
は、31 ビットのアドレッシング・モードにありません。

0027 指定された OFFSET および SPAN パラメーターは、サポー
トされる最大オブジェクト・サイズを超える範囲を表してい
ます。

0028 仮想域内データが、MODE=READ を指定した DIV マクロ
のために、空のデータ・セットにアクセスしようとしまし
た。

0029 仮想域内データが、割り込み禁止参照 (DREF) データ・スペ
ースにマップしようとしました。

002A 仮想域内データが、マップされたローカル・ビューをデー

タ・スペースに確立しようとしました。ACCESS パラメータ
ーを指定した直前の DIV マクロで、LOCVIEW=MAP が指
定されていました。

002B 指定された仮想範囲は、指定されたデータ・スペースの範囲
を超えています。

002C 呼び出し側が次のいずれかを要求しました。

v 1 つまたは複数のアドレス・スペース・マップが、与えら
れた ID のもとでまだアクティブであるときに、データ・
スペース・マップを要求した。

v 1 つまたは複数のデータ・スペース・マップが、与えられ
た ID のもとでまだアクティブであるときに、アドレス・
スペース・マップを要求した。

002D 仮想域内データがデータ・スペースを削除しました。ただ
し、要求された操作は正常に完了しました。

002E 仮想域内データがデータ・スペースを削除しました。要求さ
れた操作を実行することができません。

002F 保管されるページが、定義入出力オン (IOON) 状態にありま
した。

0030 指定された仮想範囲には、定義入出力オン (IOON) のページ
が少なくとも 1 つ含まれています。しかし、RETAIN=YES

が指定されていません。

0031 呼び出し側が、誤った TTOKEN を指定しました。

0032 呼び出し側が許可されていません。

0036 DIV マクロで与えた STOKEN の値は、要求側で使用できる
有効なデータ・スペースを表していません。

0037 呼び出し側が、(1,3) 以外の SHAREOPTIONS で定義され、
LOCVIEW=YES が指定されていないオブジェクトにアクセ
スしました。

0038 呼び出し側が、非線型データ・セットにアクセスしようとし
ました。

0039 DIV マクロで、DREF ページがあるデータ・スペース範囲に
対して SAVE または RESET を要求しました。

003A 仮想域内データが、ESO タイプのハイパースペースの仮想記
憶域を MAP しようとしました。

003B 仮想域内データが、ハイパースペース・ストレージを
UNMAP しようとしましたが、RETAIN=YES が指定されて
いませんでした。

003C 仮想域内データが、ハイパースペース・データ・オブジェク
トをマップしている仮想記憶域を UNMAP しようとしまし
たが、RETAIN=YES が指定されていました。

003D 指定された ID に関連したオブジェクトの STOKEN が、こ
の要求で使用される可能性がある有効なハイパースペースを
表していません。

003E 現時点ではハイパースペース・オブジェクトにアクセスでき
ません。READ の最大数に達したか、または SHARE オプ
ションの違反があります。

003F DIV マクロで、ハイパースペース・オブジェクトに関連した
ID に対して、LOCVIEW=MAP を指定しました。

0040 指定された MAP 範囲が使用されると、ハイパースペース・
オブジェクトが拡張されるため、インストール先でのアドレ
ス・スペース用のデータ・スペース制限を超えてしまいま
す。
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0041 DIV マクロで、ハイパースペース仮想域内データ・オブジェ
クトを表す ID によって STOKEN を指定しました。デー
タ・スペース仮想記憶域をハイパースペースにマップするこ
とはできません。

0042 DIV マクロがハイパースペースにアクセスしようとしました
が、このハイパースペースに対してすでに ALESERV ADD

コマンドが入力されていました。

0046 呼び出し側が、SAVE または SAVELIST パラメーターを指
定して DIV マクロを出しましたが、誤った LISTSIZE 値を
指定しました。

0047 呼び出し側が、SAVE パラメーターを指定して DIV マクロ
を出しましたが、必要なキーワードのどれかが欠落していま
した。欠落しているキーワードは、LISTADDR か LISTSIZE

のどちらかです。

0048 呼び出し側が、SAVE パラメーターを指定して DIV マクロ
を出しましたが、ユーザー・リストを指定するために
LISTADDR および LISTSIZE キーワードを使用しました。
以下の問題のいずれかが発生しました。

v ユーザー・リストのために指定した範囲が、マップされた
範囲と交差していない。

v ユーザー・リストに誤ったデータが入っている。

0049 呼び出し側が、SAVE パラメーターを指定して DIV マクロ
を出しましたが、誤ったキーワードを使用しました。次のい
ずれかに該当します。

v 呼び出し側が、LISTADDR および LISTSIZE キーワード
を使用してユーザー・リストを指定し、同時に OFFSET

または SPAN キーワードのどちらか一方または両方を使
用しました。LISTSIZE および LISTADDR キーワード
は、OFFSET および SPAN キーワードとは一緒に使用で
きません。

v 呼び出し側が、OFFSET または SPAN キーワードのどち
らか一方と一緒に、STOKEN キーワードを指定しまし
た。STOKEN キーワードは、OFFSET および SPAN キー
ワードとは一緒に使用できません。

004A 呼び出し側が、SAVE パラメーターを指定して DIV マクロ
を出しましたが、誤ったアドレスをユーザー・リストに指定
しました。アドレスがページ境界上にないか、または開始ア
ドレスが終了アドレスより大きくなっているかのどちらかで
す。

004B 呼び出し側が、SAVE パラメーターを指定して DIV マクロ
を出しましたが、複数のデータ・スペースまたはハイパース
ペースにわたる範囲をユーザー・リストに指定しました。

004C 呼び出し側が、データ・スペースまたはハイパースペースに
対して SAVE パラメーターを指定して DIV マクロを出しま
したが、STOKEN キーワードを指定しませんでした。

004D ユーザーは、要求したデータへのアクセスを許可されていま
せん。

004E 呼び出し側が、スワップ不能ストレージ内にあって
SHAREDWRITE ビュー・モードであるという要件に適合し
ない共用データ・ページに対して、MAP パラメーターを指
定して DIV マクロを出しました。

004F 呼び出し側が、同じ共用グループ内の別のメンバーに対し
て、MAP パラメーターを指定して DIV マクロを出しまし
た。

0050 呼び出し側が、共用ストレージ内のハイパースペース・オブ
ジェクトに対して、MAP パラメーターを指定して DIV マ
クロを出しました。

0051 呼び出し側が、共用グループ内の 1 つのメンバーに対し
て、MAP パラメーターを指定して DIV マクロを出しまし
たが、この共用グループには、現在固定されているメンバー
が含まれています。

0052 指定された仮想記憶には、保護ページが少なくとも 1 つ含
まれています。しかし、RETAIN=YES が指定されていませ
ん。

0053 呼び出し側が、共用セグメントのアドレス・スペース・ビュ
ーの一部であるページを DIV MAP しようとしました。

0801 使用可能なストレージが不足していたので、必要な仮想域内
データ制御ブロック構造を構築できません。

0802 入出力ドライバー障害が発生しました。

0803 システムは、必要なページ・テーブルを中央記憶装置へ読み
込むことができませんでした。

0804 カタログ更新が失敗しました。

0805 判別不能のシステム・エラーが発生しました。

0806 入出力エラーが発生しました。

0807 直接アクセス記憶装置 (DASD) 上の割り振りスペースで、デ
ータが損傷を受けた可能性があります。このスペースは、現
在、オブジェクトの保管済み部分とは離れた場所にありま
す。

0808 システムが、以前の要求による入出力を完了していません。

システムの処置: システムは、DIV マクロを出したプログラムを異常
終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコード
を書き込みます。さらに、ダンプを書き込む場合もあります。理由コー
ドが X'0805' の場合は、仮想域内データが、
COMPON=DATA-IN-VIRTUAL というタイトルを持つ SVC ダンプを要
求しました。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが 0052 の場合は、指定し
た仮想範囲内の保護ページの保護状況を除去してください。その後で、
再度 DIV マクロを出してください。MAP または UNMAP を呼び出し
て、なおかつ保護状況を維持したい場合には、マクロを出すときに
RETAIN=YES を指定してください。

それ以外の理由コードの場合は、システム・トレースで、異常終了
X'08B' に関する SVC 0D 項目より上にあり、UNIQUE-1 欄に 0037 が
入っている最初の PC 項目を見付けてください。アドレス欄に、DIV マ
クロを出したプログラムのアドレスが入っています。DIV マクロを出し
たプログラムを識別してください。

インストール先で用意したプログラムの場合は、そのプログラムに関し
て診断を継続してください。IBM 提供プログラムの場合は、問題報告デ
ータベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在し
ない場合は、IBM サポート・センターで仮想域内データを担当している
構成グループに連絡してください。

発行元: 仮想域内データ

08C

説明: プログラムが、サービス要求ブロック (SRB) をスケジュールす
るために、SCHEDULE マクロを出しました。システムが、マクロを処
理しているときにエラーを検出しました。レジスター 2 に、SRB のア
ドレスが入っています。レジスター 3 に、マクロを出したプログラムの
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戻りアドレスが入っています。レジスター 15 に、エラーを説明する 16

進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 サービス要求ブロック (SRB) の SRBASCB フィールドに指
定されているアドレスは、有効なアドレス・スペース制御ブ
ロック (ASCB) を指していません。

08 SRB に指定されている ASCB で、ASCBFAIL フラグがオン
にセットされています。このフラグは、アドレス・スペース
が終了していることを示します。

0C 指定した STOKEN は、SRB に指定されている ASCB と同
じアドレス・スペースを表していません。

10 SCHEDULE マクロを使用してフィーチャーを要求しました
が、指定したフィーチャーを備えているオンライン・プロセ
ッサーはありません。

14 SCHEDULE マクロを使用してエントリー・ポイントを要求
しましたが、誤ったフィーチャー標識を指定しました。

18 SCHEDULE マクロを使用してフィーチャーを要求しました
が、無効なフィーチャー標識を指定しました。

1C スケジュール処理中に内部エラーが発生しました。

20 プログラムが、ロック階層で DISP ロックより上位またはそ
れと等位にあるロックを保持しているときに、SRB をスケジ
ュールするために SPTOKEN オプションを指定して
SCHEDULE マクロを出しました。DISP ロックと等位または
それより上位にあるロックを保持しているときは、
SPTOKEN 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: システムは、SCHEDULE マクロを出したプログラム
を異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=08C,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 理由コードが 10 の場合は、このフィ
ーチャーがインストールされているプロセッサー複合体でジョブを再実
行依頼してください。それ以外の理由コードの場合は、以下の処置をと
ってください。

1. SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレー
ターに依頼してください。

2. システム・トレースで、異常終了 X'08C' に関するシステム・サービ
ス・イベント (SSRV) 項目を見付けてください。この項目に入って
いる診断データは次のとおりです。

v ADDR 欄に、SCHEDULE マクロを出したプログラムの戻りアド
レスが入っています。

v UNIQUE-1 欄に、入力 SRB アドレスが入っています。

v UNIQUE-2 欄に、ターゲット・アドレス・スペースの ASCB アド
レスが入っています。

v UNIQUE-3 欄に、ターゲット・アドレス・スペースを表す
STOKEN が入っています。

3. SSRV 項目の ADDR 欄にあるアドレスを使って、SCHEDULE マク
ロを出したモジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ

ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。その際には、収集したすべての問題デ
ータを提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

08D

説明: コンバーター処理中に、システム・エラーが発生しました。レジ
スター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っていま
す。

コード 説明

0001 システムがストレージ管理エラーを検出しました。

0002 システムが、IF ステートメントの処理中にエラーを検出しま
した。

0003 システムが、ステートメント配列ルーティング処理でエラー
を検出しました。

0004 システムが、コンバーター・テキスト・データ・スペースの
ストレージをそれ以上見付けることができませんでした。大
量の JCL または内部エラーが原因で、ストレージが不足し
ています。

0005 システムが、記号テーブル処理プログラム内でエラーを検出
しました。

0006 システムが、メッセージ作成処理プログラム内でエラーを検
出しました。

0008 組み合わせ処理中に、システムが無効なステートメント・タ
イプを検出しました。

020x システムが、拡張プログラム間通信機能 (APPC) のトランザ
クション・プログラム (TP) を処理しているときに、内部エ
ラーを検出しました。

その他 システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムは、コンバーター処理を終了させ、ジョブを
実行しません。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターでコンバーター・コンポーネントを担当しているグループ
に連絡してください。

発行元: コンバーター

08E

説明: アドレス・スペースが、IMS アドレス・スペースによって異常
終了されました。

システムの処置: アドレス・スペースは異常終了されました。

プログラマーの応答: 終了したアドレス・スペースが、IMS (DBCTL)

に接続されている CCTL であった場合、異常終了 S08E が発生したの
は、オペレーターがそのアドレス・スペースに対して CANCEL 要求を
出したためです。CICS は CCTL の一例です。アドレス・スペースが完
了して終了した場合は、特に処置は必要ありません。そうでない場合
は、オペレーターが FORCE コマンドを試行する必要があります。この
コマンドは、IMS によって内部で CANCEL コマンドに変更されます。
この最初の FORCE の試行後に、まだアドレス・スペースが終了しなけ
れば、オペレーターはもう一度 FORCE コマンドを入力することができ
ます。IMS はこの FORCE 試行を変更せず、MVS がこの FORCE を処
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理してアドレス・スペースを終了させます。

発行元: DFSMSdfp

08F

説明: CHANGKEY マクロの処理中に、エラーが発生しました。

レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 次のいずれかに該当します。

v CHANGKEY マクロに指定した仮想記憶域範囲の開始アド
レスが、終了アドレスより大きい値です。

v 指定した仮想記憶域範囲にある少なくとも 1 つのページ
が、無許可のサブプールにあります。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元します。

0C LISTAD パラメーターで指定したパラメーター・リストは、
ページ可能ストレージにあります。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元します。

10 指定した仮想記憶域範囲にある少なくとも 1 つのページ
が、IARVSERV マクロによって定義された共用グループの
一部になっています。

システムは、すべてのストレージ・キーを直前の値に復元し
ます。

14 予期しない内部エラーが発生しました。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元します。

18 キーを 0 に変更する要求が出されました。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元します。

2C 次のいずれかに該当します。

v CHANGKEY マクロに指定した仮想記憶域範囲の開始アド
レスが、終了アドレスより大きい値です。

v 指定した仮想記憶域範囲にある少なくとも 1 つのページ
が、無許可のサブプールにあります。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元することはし
ません。

34 LISTAD パラメーターで指定したパラメーター・リストは、
ページ可能ストレージにあります。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元することはし
ません。

38 指定した仮想記憶域範囲にある少なくとも 1 つのページ
が、共用グループの一部になっています。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元することはし
ません。

3C 予期しない内部エラーが発生しました。

システムは、エラー発生前に CHANGKEY マクロによって
処理されたすべてのページを以前のキーに復元することはし
ません。

システムの処置: システムは、CHANGKEY マクロの呼び出し側に異常
終了を出します。システムは、メッセージ、Logrec データ・セット・エ
ラー・レコード、およびジョブの SYSOUT 出力を書き込みます。

プログラマーの応答: 理由コードが 04、18、0C、2C、または 34 の場
合は、指摘されたエラー条件を訂正してください。

理由コードが 14 または 3C の場合は、ジョブ・ステップを再実行して
ください。

理由コードが 10 または 38 の場合は、プログラムを変更して、エラー
のあった仮想記憶域範囲のために SHARE パラメーターを指定している
IARVSERV マクロを訂正してください。理由コードの 10 および 38

は、READONLY または SHAREWRITE ビューにのみ関係があります。
プログラムが IARVSERV マクロを出さなかった場合には、システム・
プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、メッセージ、Logrec デ
ータ・セット・エラー・レコード、およびジョブの SYSOUT 出力を提
示してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

090

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。通信装置以外の装置が、オープンする
データ制御ブロック (DCB) に割り振られていることを、OPEN ルーチ
ンが検出しました。すなわち、このデータ制御ブロックに割り振られて
いる装置の装置制御ブロック (UCB) 内の装置クラス・コードが X'40'

ではありませんでした。

プログラマーの応答: 通信装置の DD ステートメントの UNIT パラメ
ーターが誤っているか、またはシステム生成時に生成された UCB が誤
っています。UNIT パラメーター、またはシステム生成で使用した
IODEVICE マクロに、誤った指定がないか検査してください。さらに、
制御情報がプログラム・エラーによって誤って変更された可能性がない
か検査してください。エラーを訂正した後、ジョブ・ステップを再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

091

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。オープンするデータ制御ブロック
(DCB) に割り振られている装置の装置制御ブロック (UCB) に、誤った
タイプまたはサポートされていないタイプの伝送制御装置が指定されて
いることを、OPEN ルーチンが検出しました。

プログラマーの応答: システム生成で使用した IODEVICE マクロに、
誤った指定がないか検査してください。さらに、制御情報がプログラ
ム・エラーによって誤って変更された可能性がないか検査してくださ
い。エラーを訂正した後、ジョブ・ステップを再実行してください。
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システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

092

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。オープンするデータ制御ブロック
(DCB) に割り振られている装置の装置制御ブロック (UCB) に、誤った
タイプまたはサポートされていないタイプの端末管理または端末アダプ
ターが指定されていることを、OPEN ルーチンが検出しました。

プログラマーの応答: システム生成で使用した IODEVICE マクロの
ADAPTER パラメーターに、誤った指定がないか検査してください。さ
らに、制御情報がプログラム・エラーによって誤って変更された可能性
がないか検査してください。エラーを訂正し、ジョブ・ステップを再実
行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

093

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。オープンするデータ制御ブロック
(DCB) に割り振られている装置の装置制御ブロック (UCB) に、誤った
タイプまたはサポートされていないタイプの端末が指定されていること
を、OPEN ルーチンが検出しました。

プログラマーの応答: システム生成で使用した IODEVICE マクロの
UNIT パラメーターに、誤った指定がないか検査してください。さら
に、制御情報がプログラム・エラーによって誤って変更された可能性が
ないか検査してください。エラーを訂正し、ジョブ・ステップを再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

094

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。オープンするデータ制御ブロック
(DCB) に割り振られている装置の装置制御ブロック (UCB) に、誤った
またはサポートされていないオプショナル機構または操作モードが指定
されていることを、OPEN ルーチンが検出しました。

プログラマーの応答: システム生成で使用した IODEVICE マクロの
FEATURE パラメーターに、誤った指定がないか検査してください。さ
らに、制御情報がプログラム・エラーによって誤って変更された可能性

がないか検査してください。エラーを訂正し、ジョブ・ステップを再実
行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

095

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。回線グループに割り振られている複数
の回線が同一の端末タイプまたはオプショナル機構 (あるいはその両方)

を持っていないことを、OPEN ルーチンが検出しました。

プログラマーの応答: 異なる端末を含んでいる回線グループを見付け
て、その回線グループの回線を DD ステートメントで再定義してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、JCL を提示してください。

発行元: テレプロセシング

096

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。データ制御ブロック (DCB) の
DCBBFTEK フィールドに動的バッファー割り振りが指定されているこ
とを、OPEN ルーチンが検出しました。しかし、データ制御ブロック
で、バッファー・プール制御ブロックのアドレス (DCBBUFCB フィー
ルド) も、バッファーの数と長さ (DCBBUFNO および DCBBUFL フィ
ールド) も指定されていないので、OPEN ルーチンはバッファーを動的
に割り振ることができません。

プログラマーの応答: 以下の処置のいずれかを行って、エラーを訂正し
てください。

v バッファー・プールを用意し、DCBBUFCB フィールドに、そのバッ
ファー・プールの制御ブロックのアドレスを指定する。

v DCBBUFNO および DCBBUFL フィールドに、バッファーの数およ
び長さを指定する。

v バッファリングをプログラムで行うことにして、DCB マクロの
BFTEK=D オペランドまたは DD ステートメントの DCB パラメータ
ーを削除する。

その後で、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング
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097

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。OPEN ルーチンが、装置入出力ディレ
クトリー内に追加の項目を要求しました。しかし、ディレクトリーがす
でにいっぱいになっていました。最後にシステムを開始してから現在ま
での間に、オープンされた装置タイプの数がすでに装置タイプの最大数
に達しています。装置タイプの最大数は、通常は 30 です。

プログラマーの応答: 読み取り / 書き込みルーチン内の 1 つのステー
トメントを変更すれば、装置入出力ディレクトリーに追加のスペースを
与えることができます。このためには、IOD のラベルが付いたステート
メントの後にあるステートメントを変更する必要があります。使用され
ている異なった装置タイプの数に応じて、複写因数を増やす必要があり
ます。新しい読み取り / 書き込みルーチンは、アセンブルし直してから
SVCLIB にリンク・エディットする必要があります。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

098

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。2 種通信インターフェース B または
2 種コード機構 B が指定されています。しかし、伝送制御装置が 2701

でなかったか、伝送制御装置が 2 種通信インターフェースでなかった
か、装置制御ブロック (UCB) に 2 種コード機構が指定されていなかっ
たかのいずれかです。

プログラマーの応答: プログラム・エラーを訂正してから、ジョブを再
実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

099

説明: 基本通信アクセス方式 (BTAM) の OPEN マクロを処理している
ときに、エラーが発生しました。BTAM アプリケーションが V=V で実
行されているのに、動的バッファー方式が開始されようとしていること
を、OPEN ルーチンが検出しました。BTAM 動的バッファー方式は、
V=V ではサポートされません。

プログラマーの応答: JOB ステートメントに ADDRSPC=REAL オペラ
ンドを追加してから、BTAM アプリケーションを (V=R で) 再び開始し
てください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: テレプロセシング

09A

説明: グローバル・リソース逐次化でエラーが検出されました。

注: X'09A' 異常終了コードは、GQSCAN の呼び出し側に伝搬しませ
ん。

レジスター 15 の下位の 2 バイトに、16 進数の機能コードと理由コー
ドが入っています。

コード 説明

46FA 次のいずれかを示します。

v 内部エラー

v WTO バッファー・スペースの不足

このコードについては、プログラマー応答を参照
してください。

4814 このシステムが GRS リングを再結合しようとし
たときに、キュー組み合わせ処理でエラーが発生
しました。

4818 このシステムが GRS リングを再結合しようとし
たときに、キュー組み合わせ処理でエラーが発生
しました。

68CA IXCMOD 要求が非ゼロのリターン・コードを返
しました。GRS は、XCF モニター・インターバ
ルを変更するために IXCMOD を出します。

8108 GRS 専用ストレージで使用可能なページがあり
ません。

8122 ～ 8126 セルを割り振ろうとしたときに、ストレージ管理
機能割り振り処理でエラーが発生しました。

8221 ～ 8226 セルを割り振り解除しようとしたときに、ストレ
ージ管理機能割り振り解除処理でエラーが発生し
ました。

A2xx ISGQSCNR (GQSCAN サービスの機能リカバリ
ー・ルーチン) が ABEND を変換しました。

A220 GQSCAN サービス (GQSCAN サービス・ルーチ
ン) の実行時に、未定義のエラーが発生しまし
た。システムは、元の完了コードをレジスター 2

に、元の理由コードをレジスター 3 に保管しま
す。

A22C ISGQSCAN 情報ルーチンがサービス・アドレ
ス・スペースから要求側情報を入手するためにア
クティブにされたときに、予期しないエラーが発
生しました。再試行が要求されているので、
GQSCAN リカバリーは、GQSCAN 呼び出し側の
リカバリーにパーコレートしません。

その他 内部エラー。この情報は、診断のために IBM か
ら要求される場合があります。

システムの処置: システムは処理を継続します。システムは、通常、
Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込み、SVC ダンプを
出します。理由コードが X'4814' および X'4818' の場合は、システム
は、再結合処理を援助していた複合システム内のシステムでダンプを強
制的にとろうとします。このダンプがとられるのは、援助システムが再
結合システムとともにシスプレックス内にあり、しかも援助システムが
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MVS/ESA SP5.1.0 以上である場合に限られます。

オペレーターの応答: 異常終了 09A の一部のエラーでは、グローバ
ル・リソース逐次化複合システム内の各システムから、GRS アドレス・
スペースのダンプを入手する必要が生じます。このダンプは、診断のた
めに IBM サポート・センターから要求されます。以下の機能コードと
理由コードの場合は、複合システム内の各システムからのダンプが必要
です。

v 43yy

v 44yy

v 45yy

v 62yy

v 65yy

v 66yy

v 67yy

v 6Ayy

v 6Cyy

v C1yy

v E1yy

v E3yy

ただし、上記のコードの yy 部分が以下のいずれかである場合は、ダン
プを入手する必要はありません。
v 45

v 90

v B2

v B6

v E0

v EC

v FA

v FC

プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v mmff が 4808、480C、または 4810 の場合は、ユーザー・エラーと考
えられます。問題を訂正し、ジョブを再実行依頼してください。

v mmff が 46FA の場合は、問題の原因が WTO バッファー・スペース
の不足であったかどうかを調べてください。問題の原因がそれ以外で
ある場合は、IBM サポート・センターに連絡し、レジスター 2 に入
っているリターン・コードを提示してください。

v 理由コードと機能コードが A2xx の場合は、GQSCAN マクロに関連
する問題です。GQSCAN マクロを指定し直してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、機能コードと理由コード、Logrec データ・セット・エラー・レ
コード、およびダンプを提示してください。該当する理由コードと機能
コードの場合は、グローバル・リソース逐次化複合システム内の各シス
テムからの GRS アドレス・スペースのダンプを提示してください。
ABEND に関して GRS リカバリーによってとられたすべてのダンプを
提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

09B

説明: IP PrintWay で異常終了が発生しました。このシステム完了コー
ドと IP PrintWay の異常終了理由コードは、メッセージ ANFM102I ま
たは ANFM105I のどちらかに示されます。異常終了理由コードの説明
は、IBM IP PrintWay の手引き を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ ANFM102I または ANFM105I の指
示に従って応答してください。

問題判別: エラーが繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを
検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: IP PrintWay

09D

説明: トレース・テーブル項目を作成してシステム・トレース・テーブ
ルに置くことを要求する PTRACE マクロが出されました。システム・
トレース・サービス・ルーチンが、PTRACE マクロでエラーを検出しま
した。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

1151 PTRACE マクロの呼び出し側の入力レジスター 1 に、誤っ
たレジスター範囲が入っていました。レジスター 2 に、レ
ジスター 1 に入力されていた誤ったレジスター範囲が入っ
ています。

1152 PTRACE マクロの呼び出し側のパラメーター域に、トレース
されるデータが 1024 ワードを超えて入っていました。レジ
スター 2 に、ユーザー・パラメーター域のアドレス (入力レ
ジスター 1) が入っています。レジスター 3 に、ユーザー・
パラメーター域からの、トレースされるデータのワード数が
入っています。

システムの処置: システムは、PTRACE マクロを出したプログラムに
関連したタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: PTRACE マクロを訂正し、ジョブを再実行して
ください。

発行元: システム・トレース

09E

説明: システム・トレース・ルーチンの処理中に、システムがエラーを
検出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

0251 システム・トレース・アドレス・スペースを作成できません
でした。レジスター 2 に、ゼロ以外のリターン・コードが
入っています。レジスター 3 に、理由コードが入っていま
す。

0252 システム・トレース機能を初期設定できませんでした。レジ
スター 2 に、ゼロ以外のリターン・コードが入っていま
す。

第2章 システム完了コード 71



0261 ESTAE マクロが、リカバリー環境の確立に失敗しました。
レジスター 2 に、ESTAE から返されたゼロ以外のリター
ン・コードが入っています。

0351 マスター・アドレス・スペースの初期設定の完了を待ってい
るときに、エラーが発生しました。ゼロ以外のリターン・コ
ードがレジスター 15 に渡されました。理由コードがレジス
ター 0 に渡されました。レジスター 2 に、リターン・コー
ドが入っています。

0361 ESTAE マクロが、リカバリー環境の確立に失敗しました。
レジスター 2 に、ESTAE から返されたゼロ以外のリター
ン・コードが入っています。

1211 システムが、誤った制御ブロック頭字語を検出しました。レ
ジスター 2 に、制御ブロックの実アドレスが入っていま
す。レジスター 3 に、予期される頭字語が入っています。

1212 システムが、誤った制御ブロック・レベル番号を検出しまし
た。レジスター 2 に、制御ブロックの実アドレスが入って
います。レジスター 3 に、制御ブロックの頭字語が入って
います。レジスター 4 に、検出されたレベル番号と予期さ
れるレベル番号が入っています。

2100 システム・トレース要求がタスク・モードで出されませんで
した。

2101 オプションが無効なため、システム・トレース要求が誤って
います。この要求は、レジスター 1 で受け取られ、レジス
ター 2 に入れられました。

2102 要求タイプが無効なため、トレース要求が誤っています。こ
の要求は、レジスター 0 で受け取られ、レジスター 2 に入
れられました。

2201 以下のいずれかの理由で、トレース要求が誤っています。

v レジスター 0 に、物理構成連絡域 (PCCA) のアドレスま
たは X'FFFFFFFF' が入っていなかった。

v レジスター 1 内の要求タイプが、TRACEON、
TRACEOFF、または TRACEFIX のいずれでもなかった。

この要求入力はレジスター 0 と 1 で受け取られ、検出され
た要求はレジスター 2 と 3 に入れられました。

2202 以下のいずれかの理由で、トレース要求が矛盾しています。

v シングル・プロセッサー要求が、トレース・オプションま
たはバッファー数の変更を指定した。

v AS、BR、または EX オプションについて ON と OFF の
両方が要求された。

v 予約ビットがゼロでなかった。

この要求入力はレジスター 0 と 1 で受け取られ、検出され
た要求はレジスター 2 と 3 に入れられました。

2211 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2

に、TOB のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検
出された頭字語が入っています。

2212 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2

に、TOB のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検
出されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っていま
す。

2301 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ

スター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジスター
3 に、検出された頭字語が入っています。

2302 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤ったレベル番号を検出しました。
レジスター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

2311 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2

に、TOB のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検
出された頭字語が入っています。

2312 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2

に、TOB のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検
出されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っていま
す。

2313 システムが、システム・トレース・バッファー・ベクトル・
テーブル (TBVT) 内で誤った頭字語を検出しました。レジス
ター 2 に、TBVT のアドレスが入っています。レジスター
3 に、検出された頭字語が入っています。

2314 システムが、システム・トレース・バッファー・ベクトル・
テーブル (TBVT) 内で誤ったレベル番号を検出しました。レ
ジスター 2 に、TBVT のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

2401 トレース要求を認識できませんでした。指定されたオプショ
ンが、SUSPEND、RESUME、または PSTART ではありませ
ん。この要求は、レジスター 1 で受け取られ、レジスター
2 に入れられました。

2411 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2

に、TOB のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検
出された頭字語が入っています。

2412 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2

に、TOB のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検
出されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っていま
す。

2413 システムが、システム・トレース・バッファー・ベクトル・
テーブル (TBVT) 内で誤った頭字語を検出しました。レジス
ター 2 に、TBVT のアドレスが入っています。レジスター
3 に、検出された頭字語が入っています。

2414 システムが、システム・トレース・バッファー・ベクトル・
テーブル (TBVT) 内で誤ったレベル番号を検出しました。レ
ジスター 2 に、TBVT のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

2501 システムが、システム・トレース SNAPTRC パラメータ
ー・リスト (TRSN) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ
スター 2 に、TRSN のアドレスが入っています。レジスタ
ー 3 に、検出された頭字語が入っています。

2502 システムが、システム・トレース SNAPTRC パラメータ
ー・リスト (TRSN) 内で誤ったレベル番号を検出しました。
レジスター 2 に、TRSN のアドレスが入っています。レジ
スター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番
号が入っています。
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2503 システムが、システム・トレース SNAPTRC パラメータ
ー・リスト (TRSN) 内で誤った要求タイプを検出しました。
要求タイプが、以下の予期される定数のいずれでもありませ
ん。
v TRSNASFR

v TRSNFREE

v TRSNSNAP

v TRSNTKFR

レジスター 2 に、TRSN のアドレスが入っています。レジ
スター 3 に、検出された要求タイプが入っています。

2601 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ
スター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジスター
3 に、検出された頭字語が入っています。

2602 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤ったレベル番号を検出しました。
レジスター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

2701 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ
スター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジスター
3 に、検出された頭字語が入っています。

2702 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤ったレベル番号を検出しました。
レジスター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

2801 システムが、システム・トレース COPYTRC パラメータ
ー・リスト (TRCT) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ
スター 2 に、TRCT のアドレスが入っています。レジスタ
ー 3 に、検出された頭字語が入っています。

2802 システムが、システム・トレース COPYTRC パラメータ
ー・リスト (TRCT) で誤ったレベル番号を検出しました。レ
ジスター 2 に、TRCT のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

2811 システムが、システム・トレース・テーブルのスナップショ
ット・コピー・ヘッダー (TTCH) 内で誤った頭字語を検出し
ました。レジスター 2 に、TTCH のアドレスが入っていま
す。レジスター 3 に、検出された頭字語が入っています。

2812 システムが、システム・トレース・テーブルのスナップショ
ット・コピー・ヘッダー (TTCH) 内で誤ったレベル番号を検
出しました。レジスター 2 に、TTCH のアドレスが入って
います。レジスター 3 に、検出されたレベル番号と予期さ
れるレベル番号が入っています。

2901 システムが、システム・トレース SNAPTRC パラメータ
ー・リスト (TRSN) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ
スター 2 に、TRSN のアドレスが入っています。レジスタ
ー 3 に、検出された頭字語が入っています。

2902 システムが、システム・トレース SNAPTRC パラメータ
ー・リスト (TRSN) 内で誤ったレベル番号を検出しました。
レジスター 2 に、TRSN のアドレスが入っています。レジ
スター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番
号が入っています。

2911 システムが、システム・トレース・テーブルのスナップショ

ット・コピー・ヘッダー (TTCH) 内で誤った頭字語を検出し
ました。レジスター 2 に、TTCH のアドレスが入っていま
す。レジスター 3 に、検出された頭字語が入っています。

2912 システムが、システム・トレース・テーブルのスナップショ
ット・コピー・ヘッダー (TTCH) 内で誤ったレベル番号を検
出しました。レジスター 2 に、TTCH のアドレスが入って
います。レジスター 3 に、検出されたレベル番号と予期さ
れるレベル番号が入っています。

4101 システムが、パラメーター内で誤った頭字語を検出しまし
た。レジスター 3 に、制御ブロックのアドレスが入ってい
ます。レジスター 4 に、予期される頭字語が入っていま
す。レジスター 5 に、検出された頭字語が入っています。

4102 システムが、パラメーター内で誤ったレベル番号を検出しま
した。レジスター 3 に、制御ブロックのアドレスが入って
います。レジスター 4 に、制御ブロックの頭字語が入って
います。レジスター 5 に、検出されたレベル番号と予期さ
れるレベル番号が入っています。

4201 システムが、パラメーター内で誤った頭字語を検出しまし
た。レジスター 3 に、制御ブロックのアドレスが入ってい
ます。レジスター 4 に、予期される頭字語が入っていま
す。レジスター 5 に、検出された頭字語が入っています。

4202 システムが、パラメーター内で誤ったレベル番号を検出しま
した。レジスター 3 に、制御ブロックのアドレスが入って
います。レジスター 4 に、制御ブロックの頭字語が入って
います。レジスター 5 に、検出されたレベル番号と予期さ
れるレベル番号が入っています。

4203 システムが、誤ったパラメーターを検出しました。レジスタ
ー 3 に、制御ブロックのアドレスが入っています。レジス
ター 4 に、誤った制御ブロックの頭字語が入っています。
レジスター 5 に、エラーがある制御ブロックのオフセット
が入っています。レジスター 6 に、誤ったフィールドの内
容が入っています。

5101 システムが、システム・トレース・テーブルのフォーマット
設定要求パラメーター・リスト (TRFM) 内で誤った頭字語を
検出しました。レジスター 2 に、TRFM のアドレスが入っ
ています。レジスター 3 に、検出された頭字語が入ってい
ます。

5102 システムが、システム・トレース・テーブルのフォーマット
設定要求パラメーター・リスト (TRFM) 内で誤ったレベル番
号を検出しました。レジスター 2 に、TRFM のアドレスが
入っています。レジスター 3 に、検出されたレベル番号と
予期されるレベル番号が入っています。

5151 現行のシステム・トレース・テーブル項目 (TTE) のアドレ
スが、現行のプロセッサーのバッファー内で予期されるデー
タの末尾を超えています。レジスター 2 に、TTE のアドレ
スが入っています。レジスター 3 に、予期されるデータの
末尾のアドレスが入っています。レジスター 4 に、トレー
ス・フォーマッター作業域 (TFWA) に対するプロセッサー
索引が入っています。

5161 リカバリー環境を確立するために出された ESTAE マクロが
失敗しました。レジスター 2 に、ESTAE のリターン・コー
ドが入っています。

5201 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。
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5202 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5301 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5302 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5351 システムが、有効な ASID フィルター操作オプションが指定
されなかったと判断しました。レジスター 2 に、TFWA の
アドレスが入っています。レジスター 3 に、TFWAFLG1 の
内容が入っています。

5401 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5402 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5501 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5502 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5601 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5602 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5701 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5702 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5703 プロセッサーのトレース・データ終了ビットがオンになった
のに、システムが、そのプロセッサーの作業バッファーをさ
らに埋め込むように要求しました。レジスター 2 に、トレ
ース・フォーマッター作業域 (TFWA) のアドレスが入って
います。レジスター 3 に、TFWA に対するプロセッサー索
引が入っています。レジスター 4 に、プロセッサーの物理
アドレスが入っています。

5801 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5802 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5901 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5902 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5A01 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5A02 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5B01 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5B02 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5C01 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5C02 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5D01 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5D02 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5E01 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5E02 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
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TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

5F01 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

5F02 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6101 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

6102 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6301 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

6302 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6401 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

6402 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6501 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

6502 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6601 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

6602 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6701 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内
で誤った頭字語を検出しました。レジスター 2 に、TFWA

のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出された
頭字語が入っています。

6702 システムが、トレース・フォーマッター作業域 (TFWA) 内

で誤ったレベル番号を検出しました。レジスター 2 に、
TFWA のアドレスが入っています。レジスター 3 に、検出
されたレベル番号と予期されるレベル番号が入っています。

6801 TFWA パラメーターの頭字語が誤っています。

6802 TFWA パラメーターのレベル番号が誤っています。

7451 システムが、システム・トレース・ベクトル・テーブル
(TRVT) 内で誤った頭字語を検出しました。トレース・アド
レス・スペースに対して、CALLRTM TYPE=MEMTERM が
出されています。

7452 システムが、システム・トレース・ベクトル・テーブル
(TRVT) 内で誤ったレベル番号を検出しました。トレース・
アドレス・スペースに対して、CALLRTM

TYPE=MEMTERM が出されています。

7461 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤った頭字語を検出しました。トレース・アドレ
ス・スペースに対して、CALLRTM TYPE=MEMTERM が出
されています。

7462 システムが、システム・トレース・オプション・ブロック
(TOB) 内で誤ったレベル番号を検出しました。トレース・ア
ドレス・スペースに対して、CALLRTM TYPE=MEMTERM

が出されています。

7470 システムが、システム・トレース制御ブロックまたはキュー
でエラーを検出しました。機能リカバリー・ルーチン (FRR)

の IEAVETRR (エントリー・ポイント IEAVETFR) はこれ
らのエラーを記録します。

7501 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤った頭字語を検出しました。レジ
スター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジスター
3 に、検出された頭字語が入っています。

7502 システムが、システム・トレース・サービス・パラメータ
ー・リスト (TRSP) 内で誤ったレベル番号を検出しました。
レジスター 2 に、TRSP のアドレスが入っています。レジス
ター 3 に、検出されたレベル番号と予期されるレベル番号
が入っています。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は、トレース・アドレス・スペースを異常終了させる場合があります。
システムは、Logrec データ・セット・エラー・レコードおよびダンプを
書き込みます。

システムはメッセージ IEA133E を出す場合があります。

オペレーターの応答: TRACE コマンドを入力して、トレース・アドレ
ス・スペースを再始動してください。システム・プログラマーに連絡し
てください。

システム・プログラマーの応答: エラーが繰り返し発生する場合は、問
題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正
が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、Logrec データ・セット・エラー・レコード、ダンプ、および
問題に関連したすべての印刷出力と出力データ・セットを提示してくだ
さい。

発行元: システム・トレース
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09F

説明: プログラムがベクトル命令を出しましたが、システムはそのベク
トル操作のための正しい環境を作成できません。このプログラムは、タ
スク制御ブロック (TCB) またはサービス要求ブロック (SRB) のもとで
実行されています。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理
由コードが入っています。

コード 説明

00 プログラムが、SRB モードでベクトル操作を出しました。

04 プログラムが、使用不可のときにベクトル操作を出しまし
た。

08 ベクトル機構を備えたオンライン・プロセッサーのどれも、
タスクの類似性要件を満たしません。

0C プログラムがベクトル環境を作成できません。ベクトル 2

次レベル割り込みハンドラー (SLIH) がエラーを検出しまし
た。

10 システム・エラーのために、ベクトル SLIH が失敗しまし
た。

14 システムが、無効なベクトル環境を検出しました。

18 ベクトル機構におけるマシン・チェックが原因で、タスクの
ベクトル状況が失われました。

1C 呼び出し側のタスクがローカル・ロックを保持しています。

20 システムが、無効な 2 次タスク制御ブロック (STCB) を検
出しました。

24 複合システム内にベクトル機構が存在しません。

28 ユーザーがベクトル機構の使用を許可されていないことが、
資源アクセス管理機能 (RACF) によって示されました。

2C プログラムが、ベクトル命令を出しましたが、使用可能、ロ
ック解除タスク (EUT) モードの機能リカバリー・ルーチン
(FRR) を確立していました。

システムの処置: システムは、ベクトル命令を出したプログラムを異常
終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコード
を書き込む場合があります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=09F,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 理由コードが X'00'、X'04'、X'1C'、または X'2C' の場合は、プログラ
ムが適切なモードでベクトル命令を出すようにしてください。

v 理由コードが X'08' の場合は、ベクトル機構を使用するプログラムで
類似性要件を指定しないようにしてください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時に Logrec データ・セット・エラー・レコードが作成され
なかった場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手する
ようにオペレーターに依頼してください。

2. エラー発生時のプログラム状況ワード (PSW) を使って、ベクトル命
令を出したモジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ

ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。入手可能であれば、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

0A0

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時に、システムがマスター・スケ
ジューラーを開始しているときにエラーが発生しました。レジスター 15

に、16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

01 マスター・スケジューラーを初期設定しているときに、シス
テムがコンバーター・エラー、インタープリター・エラー、
またはシステム・エラーを検出しました。

02 マスター・スケジューラーを初期設定しているときに、シス
テムが割り振りエラー、OPEN カタログのエラー、またはロ
ックされたカタログのエラーを検出しました。

03 システムが、マスター・スケジューラー用の特殊領域を取得
できませんでした。

システムの処置: システムは、マスター・スケジューラーを開始しませ
ん。システム初期設定は終了します。システムは SVC ダンプを書き込
みます。システムはメッセージ IEE479W を出すことがあります。

オペレーターの応答: メッセージ IEE479W が出された場合は、メッセ
ージ IEE479W のオペレーター応答を参照してください。それ以外の場
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・プログラマーの応答: SVC ダンプを調べて、マスター・ト
レース・テーブルで、JCL の問題 (RC=01 の場合) または割り振りの問
題 (RC=02 の場合) を指摘するメッセージを見付けてください。マスタ
ー JCL データ・セット (MSTJCLxx) を更新して間もない場合は、その
変更が正しいかどうか検査してください。MSTRJCL システム・パラメ
ーターに L オプション (,L) を指定すると、MSTJCLxx の処理に関連す
るメッセージがコンソールに送られます。コンバーター、インタープリ
ター、または割り振りから出されたメッセージに応答してください。

プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際に
は、ダンプを提示してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

0A1

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) の OPEN

実行プログラム・ルーチン (IGG0193Y) が、誤った条件を検出しまし
た。このエラーは、GAM/SP またはオペレーティング・システムのどち
らかで発生しました。

システムの処置: エラーの原因を識別するメッセージがシステム・コン
ソールに表示されます。GAM/SP は、システム・ダンプ・データ・セッ
トにダンプを作成します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを見付けてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/System Product:

Messages and Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストをとってください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。
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発行元: DFSMSdfp

0A2

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) の
CLOSE 実行プログラム・ルーチン (IGG0203Y) が、誤った条件を検出
しました。このエラーは、GAM/SP またはオペレーティング・システム
のどちらかで発生しました。

システムの処置: エラーの原因を識別するメッセージがシステム・コン
ソールに表示されます。GAM/SP は、システム・ダンプ・データ・セッ
トにダンプを作成します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを見付けてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/System Product:

Messages and Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストをとってください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

0A3

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) のアテン
ション・ハンドラー・モジュール (IGG019OE) でエラーが検出されまし
た。このエラーは、GAM/SP の OPEN 実行プログラム (IGG0193Y) で
発生した可能性があります。また、モジュール IGG019OE と
IGG0193Y の保守レベルが一致していないことが原因で、このエラーが
発生した可能性もあります。

システムの処置: エラーを説明するメッセージがシステム・コンソール
に表示されます。さらに、GAM/SP は Logrec データ・セットにレコー
ドを書き込み、システム・ダンプ・データ・セットにダンプを作成しま
す。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを見付けてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/System Product:

Messages and Codes に解説されています。

2. モジュール IGG019OE および IGG0193Y のモジュール ID と PTF

レベルを確認してください。

3. システム・ダンプのリストをとってください。

4. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

0A4

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) またはオ
ペレーティング・システムのどちらかで、エラーが発生しました。

この完了コードは、以下の場合に出されます。

1. 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) のアテンショ
ン・ハンドラー・モジュールで、プログラム・チェックまたは異常終
了が発生した。

2. GAM/SP のアテンション・ハンドラー・モジュールが、誤った条件
を検出した。

システムの処置: メッセージがシステム・コンソールに表示されます。
また、メッセージと一緒に、エラーが発生した処理分野を識別する理由

コードが出されます。さらに、GAM/SP は Logrec データ・セットにレ
コードを書き込み、システム・ダンプ・データ・セットにダンプを作成
します。

プログラマーの応答: 以下の処置を行う必要があります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを見付けてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/System Product:

Messages and Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストをとってください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

0A5

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) のアテン
ション・ハンドラー・モジュール (IGG019OE) 内部で、プログラム・チ
ェックまたは異常終了が発生しました。IGG019OE のリカバリー・ルー
チンでは、アプリケーション・エラーが原因でこの問題が発生したと判
断しました。

システムの処置: メッセージ GAB333 がシステム・コンソールに表示
されるとともに、診断データが提供されます。メッセージおよび診断デ
ータについては、IBM Graphics Access Method/System Product: Messages

and Codes に記述されています。

プログラマーの応答: 問題の原因を識別するメッセージを見付けてくだ
さい。メッセージおよびその他の診断情報を使用して、アプリケーショ
ン・プログラムを訂正してください。IBM Graphics Access

Method/System Product: Messages and Codes には、この問題からアプリ
ケーション・プログラムをリカバリーさせるための情報が記載されてい
ます。

発行元: DFSMSdfp

0A6

説明: ページ・プリンター通信コンポーネント (PPCC) で異常終了が発
生しました。印刷サービス機能 (PSF) の ESTAE ルーチンは、PSF を
再始動できるかどうかを判別しますが、リカバリー終了マネージャー
(RTM) は PSF の再始動を要求しません。

プログラマーの応答: メッセージ APS050I または APS055I の指示に
従って応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

0A7

説明: VTAM HALT QUICK、VTAM HALT、VTAM HALT

CANCEL、または VTAM 異常終了の処理中に、ユーザーのアプリケー
ション・プログラムまたは VTAM サブタスクによってオープンされた
アクセス方式制御ブロック (ACB) の TPEND 出口をスケジュールする
ためのストレージが使用不可であるか、または ACB ストレージが解放
されていることを、VTAM が検出しました。

VTAM HALT CANCEL または VTAM 異常終了の処理中に、ACB の
TPEND 出口が存在しないか、ACB が無効であるか、または ACB スト
レージが解放されている場合にも、この異常終了コードが出されます。
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システムの処置: 呼び出し側のタスクが異常終了します。

発行元: テレプロセシング

0A8

説明: ユーザーのアプリケーション・プログラムを処理しているとき
に、仮想記憶通信アクセス方式 (VTAM) がエラーを検出しました。レ
ジスター 15 の下位の 2 バイトに、このエラーを説明する 16 進数の理
由コードが入っています。

コード 説明

2101 ユーザーの要求パラメーター・リスト (RPL) が、アプリケ
ーション・プログラムのタスク制御ブロック (TCB) と同じ
記憶保護キーを持っていないため、その RPL に対する
VTAM 妥当性検査が失敗しました。

7001 ユーザーの RPL 制御ブロック、またはイベント制御ブロッ
ク (ECB) が誤っています。

7002 VTAM ストレージ要求が失敗しました。

7003 要求パラメーター・リスト (RPL) を指しているポインター
が無効です。

7004 アクセス方式制御ブロック (ACB) アドレスが無効であるた
め、ACB OPEN が失敗しました。

7005 RPLAREA が指しているストレージが無効です。

7006 RPLAAREA が指しているストレージが無効です。

7007 要求パラメーター・リスト (RPL) が無効です。ACB が見付
かりません。

7008 RPLAAREA が指している RPL6 が無効です。

7009 要求パラメーター・リスト (RPL) が指している 1 つまたは
複数のノード初期設定ブロック (NIB) が無効です。

700A ノード初期設定ブロック (NIB) が指しているモデル端末サポ
ート (MTS) が無効です。

700B ノード初期設定ブロック (NIB) が指している復元パラメータ
ー・リストが無効です。

700C ノード初期設定ブロック (NIB) が指しているアプリケーショ
ン提供のダイヤル・パラメーター・ストレージが無効です。

700D ノード初期設定ブロック (NIB) が指しているバインド区域が
無効です。

FC01 ネットワーク管理インターフェースの異常終了です。

FC02 VTAM エージェント・ユーザーの読み取りキュー PAB にス
トレージ障害があります。

FF01 無効なセッション認識 (SAW) データ・バッファーが、
VTAM のデータ・スペース・サービス解放ルーチンに渡さ
れました。

システムの処置: タスクが異常終了します。システムはダンプを出すこ
とがあります。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。以下のいずれ
かの処置をとります。

v 理由コードが 2101、7001、7003、7005、7006、7007、7008、7009、
700A、700B、および 700C の場合は、RPL ポインターと ECB ポイ
ンターが正しいかどうかを調べてから、ジョブ・ステップを再度実行
してください。

v 理由コードが 7002 の場合は、開始プロシージャーで指定されるバッ
ファー・プールまたは CSA 開始オプションをオペレーターが入力し
たことを確認してください。

必要に応じてストレージを増やしてください。ストレージ不足エラー
の場合、バッファー・プールまたは CSA の限界を再定義することが
できます。MODIFY VTAMOPTS コマンドを使用して開始オプション
を変更することができない場合は、VTAM 開始オプション・ファイル
(ATCSTRxx) を変更し、新しい開始オプションを使用するために
VTAM を再始動する必要があります。

– Estimating Storage for VTAM ディスケットを使用して、VTAM の
ストレージ要件を決定してください。

– VTAM 開始オプションの説明については、OS/390 IBM

Communications Server SNA リソース定義解説書 を参照してくださ
い。

– DISPLAY BFRUSE コマンド、DISPLAY STORUSE コマンド、お
よび MODIFY VTAMOPTS コマンドの説明については、OS/390

IBM Communications Server SNA オペレーション を参照してくだ
さい。

– バッファー・プールの説明、およびバッファー・プールの指定と割
り振りの概説については、OS/390 IBM Communications Server SNA

ネットワーク・インプリメンテーション・ガイド を参照してくだ
さい。

– ダンプの分析方法、および外部トレースがアクティブの場合に VIT

分析ツールを使用してストレージを分析する方法については、
OS/390 IBM Communications Server: SNA Diagnosis V1 Techniques

and Procedures を参照してください

v 理由コードが 7004 の場合は、ACB ポインターが有効であることを
確認し、ストレージを検査して、ストレージがアプリケーションのス
トレージ保護キーにあることを確認してください。

v 理由コードが 700D の場合は、アプリケーション・プログラムを調べ
てください。

v 理由コードが FC01 の場合は、問題判別のためにダンプを保管してく
ださい。

v 理由コードが FF01 の場合、

– IBMLink にアクセスできる場合は、この分野での既知の問題を検
索してください。該当するものがなければ、IBMLink の electronic

technical report (ETR) オプションを使用して問題を IBM に報告し
てください。

– IBMLink にアクセスできない場合は、問題を IBM ソフトウェア・
サポート・センターに報告してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v レジスター 15 にある理由コードを見てください。レジスター 15 と
その内容は、SDWA の中で、または IPCS VERBEXIT LOGDATA サ
ブコマンドを出すことによって、見ることができます。汎用トレース
機能 (GTF) のトレース・レコード、SVC トレース (包括情報) で
も、レジスター 15 の内容が示されます。

v JOB ステートメントに MSGLEVEL=(1,1) を指定していない場合は、
それを指定してから、ジョブを再実行してください。

v 障害のあるジョブ・ステップに SYSABEND DD ステートメントを組
み込んでください。

v 障害のあるジョブについて、次のものを収集してください。
– 主コンソールまたはリモート・コンソールからのコンソール・ログ
– ジョブに関連したジョブ・ストリーム
– すべての関連出力
– ジョブのプログラム・リスト
– ダンプ (出された場合)
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– リンケージ・エディターまたはローダーのマップ

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、JCL、リンケージ・エディター出力、ジョブのプログラム・リ
スト、および問題に関連したすべての印刷出力と出力データ・セットを
提示してください。

発行元: テレプロセシング

0A9

説明: 以下のいずれかが発生しました。

v この異常終了時にレジスター 15 にゼロの値が入っている場合は、
VTAM HALT コマンドは正常に完了しています。

v レジスター 15 にゼロ以外の値が入っている場合は、VTAM モジュー
ルの実行中にエラーが発生しました。レジスター 15 の下位の 2 バ
イトの内容が、エラーの原因を示しています。

コード 説明

0000 VTAM HALT CANCEL が正常に完了しました。

10F1 元の異常終了をタスク制御ブロック (TCB) に関連した次
のリカバリー・ルーチン (存在する場合) に渡すために、
VTAM の再試行機能リカバリー・ルーチン (FRR) が
ABEND を出しました。元の異常終了を見てください。元
の異常終了は、SYS1.LOGREC に記録されており、理由コ
ード 10F1 によって生成され、表示された Supervisor Call

(SVC) のダンプの直前に表示されています。

2101 要求パラメーター・リスト (RPL) が、正しいストレー
ジ・キーにありません。

6901 CP-CP セッション処理のエラー。
AND_BOTH_CP_STATUS_STORAGE_PTR が指しているリ
ストで、エレメントが欠落しています。

6902 CP-CP セッション処理のエラー。
AND_CW_CP_STATUS_STORAGE_PTR が指しているリス
トで、エレメントが欠落しています。

6903 CP-CP セッション処理のエラー。
AND_CL_CP_STATUS_STORAGE_PTR が指しているリス
トで、エレメントが欠落しています。

7002 ユーザー出口を駆動するためのストレージが使用不可でし
た。

7005 ユーザー出口ルーチンから VTAM に戻った後で、VTAM

が VTAM のレジスターを RPH から復元できませんでし
た。

7006 CPPROC が、変更作業域 (VWA) から十分なストレージ
を取得できませんでした。

7007 VTAM がロックを保持している間に、TPEXIT コードに
入りました。

7008 EIDMAX より長いイベント ID 長を用いて、CPWAIT が
試行されました。

7009 メッセージ・モジュールが、コンポーネント・リカバリー
域 (CRA) 内で、現在使用可能であるストレージより大き
い変更作業域 (VWA) を必要としています。

700F 無効なセッション認識ブロック (SAB) が検出されまし
た。

7010 リソース定義テーブル項目 (RDTE) チェーンが破壊されて
いたために、リソースに関する GETRDTE または
RDTFIND が失敗しました。

7012 ロックを保持しているユーザーはないことがロックのカウ
ントによって示されていますが、ロックが保持されていま
す。

7013 ロック階層の違反。

7014 コンポーネント・リカバリー域 (CRA) が小さすぎてデー
タをすべては保持できないことを、TSLINK が検出しまし
た。

7015 無効な伝送サブシステム制御ブロック (TSCB) が検出され
ました。

7071 以前に解放されたバッファーに対して、RELSTORE が出
されました。

7072 以前に解放された区域に対して、VTFREE が出されまし
た。

7074 無効なバッファーに対して、VTFREE が出されました。

7075 以前に解放されたストレージ域に対して、VTFREE が出さ
れました。

7076 C/370 コードが自動データ用の ISA ストレージを使い尽
くしました。

7077 ストレージ管理ヘッダーがオーバーレイされました。

7078 RELSTORE 処理中のバッファー内の最後のワードが
BFPPCBA ではありません (境界域が破壊されました)。

7079 割り振り処理中の REQSTORE バッファー内のヘッダーが
無効です (境界域ワードで一致するものがありません)。

707A 以前に解放されたストレージ域に対して、FREESTOR が
出されました。

CD01 CDRM エラーが検出されました。

CF01 CDRM メジャー・ノードの非アクティブ化時に、CDRM

小ノードでエラーが検出され、訂正されました。

FA01 DS 処理エラー。

FA02 ストレージ不足のため、DS ディスク入出力サブタスクが
異常終了しました。チェックポイントが使用不可になりま
した。

FA09 初期設定エラー。

FE02 POOLDEF マクロによってプールが定義されましたが、長
さが受諾不能であったか、または可変長プールの長さが昇
順に定義されていませんでした。

FF02 FREEBLK マクロがゼロ以外のリターン・コードを返しま
した。

FF03 ユーティリティー・モジュールが無効な機能コードを検出
しました。

FF04 RU 情報テーブルに対して要求、応答、またはベクトルが
定義されていませんでした。

FF05 拡張ルーターの主入り口が呼び出されましたが、
CALLSSCP 環境内で処理がすでに行われていました。

第2章 システム完了コード 79



FF06 設定されていなければならないはずのセンス・コードが設
定されていませんでした。

FF07 CPCBURC フィールドはフォーマットを含んでいないの
に、応答にはフォーマットがあります。

FF08 トポロジー・エレメント数の限界 (SWBVDCVD) を超え
ました。限界を超えたエレメントの D3/D4 ベクトルは構
築されませんでした。

FF09 使用中の VWA 域が小さすぎて、この要求を満たすこと
ができません。

FF10 応答をプロセス・アンカー・ブロック (PAB) のキューに
入れる要求が行われました。

FF11 無効な延期コードが suspend に渡されました。

FF12 無効な SENDER 呼び出しが行われました。

FF13 予期しない値を受け取りました。この値は、別のコンテキ
ストでは有効な場合があります。

FF14 予期しない有限状態マシン (FSM) 状態が検出されまし
た。

FF15 列挙タイプに関して、予期しないフィールド値が検出され
ました。

FF16 予期しない制御ブロックを入力として受け取りました。

FF17 無効なセッション情報ブロック (SIB) または SIB アドレ
スが FREESIB に渡されました。

FF18 SENDER バッファー域の大きさが不十分です。

FF19 DETERMINER ルーチンが無効な結果を返しました。

FF20 BUILD ルーチンが無効な結果を返しました。

FF22 SRTDEL が失敗しました。

FF25 2 次アクセス・ポイント (SAP) テーブルのオーバーフロ
ー。

FF26 TOKEN オプションを指定して HPRCTL が出されました
が、渡された値が無効でした。

FF99 FFST プローブが作動されたことを示します。接頭部
EPW が付いたコンソール・メッセージが FFST によって
出され、プローブの作動に関する情報が示されます。FFST

プローブの説明については、OS/390 IBM Communications

Server: SNA Diagnosis V1 Techniques and Procedures を参
照してください。

システムの処置: VTAM 要求を開始したタスクが異常終了します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v JOB ステートメントに MSGLEVEL=(1,1) を指定していない場合は、
それを指定してから、ジョブを再実行してください。

v 主コンソールからのコンソール・ログを保管してください。リモー
ト・コンソールがあるシステムの場合は、リモート・コンソール・ロ
グを保管してください。複数コンソール・サポート (MCS) 付きのシ
ステムの場合は、ハード・コピー・ログのコピーを保管してくださ
い。

v ジョブに関連したジョブ・ストリームを保管してください。

v 障害のあるジョブ・ステップに、次のものを組み込んでください。
1. SYSABEND DD ステートメント
2. SYSUDUMP DD ステートメント

v 関連出力をすべて保管してください。

v ダンプを保管してください。

v EREP 保守援助機能を実行して Logrec ファイルをダンプし、結果の
出力を保管してください。MSS の場合は、以下のプログラムを実行
して Logrec ファイルをダンプしてください。
1. 保守援助機能 IFCISDA0

2. プログラム ISDASDAO (DETAIL(ALL) パラメーターを指定する)

v レジスター 15 が 0015 の場合は、以下の処置を行って、TSCB 保全
性が消失した原因の判別を試みます。
1. ダンプを保管してください。
2. VTAM 内部トレースが MODE=EXT で実行されている場合は、こ
のトレースを保管してください。

注: デフォルトのトレース内部オプションだけでは問題の解決に不
十分な場合があります。少なくとも SIZE=200 のトレース・
テーブルで、LOCK を除くすべてのオプションが必要になる
場合があります。

システム・プログラマーの応答: インストール先で用意したプログラム
に誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得る
ためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない
場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、ジ
ョブの SYSOUT 出力、Logrec データ・セット・エラー・レコード、お
よび問題に関連したすべての印刷出力と出力データ・セットを提示して
ください。

発行元: テレプロセシング

0AA

説明: 仮想記憶通信アクセス方式 (VTAM) の処理中に、異常終了条件
が発生しました。VTAM の機能リカバリー・ルーチン (FRR) は、この
障害を、アドレス・スペースにある特定のタスク制御ブロック (TCB)

のいずれにも関連付けることができませんでした。

システムの処置: システムは、アドレス・スペースにあるすべてのタス
クを異常終了させます。

プログラマーの応答:

v JOB ステートメントに MSGLEVEL=(1,1) を指定していない場合は、
それを指定してから、ジョブを再実行してください。

v 主コンソールからのコンソール・ログを保管してください。リモー
ト・コンソールがあるシステムの場合は、リモート・コンソール・ロ
グを保管してください。複数コンソール・サポート (MCS) 付きのシ
ステムでは、ハード・コピー・ログのコピーを保管してください。

v 障害のあるジョブ・ステップに SYSABEND DD ステートメントを組
み込んでください。

v 関連出力をすべて保管してください。

v ダンプを保管してください。

v リンケージ・エディター / ローダーのマップを使用できるようにして
ください。

システム・プログラマーの応答: インストール先で用意したプログラム
に誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得る
ためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない
場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、リ
ンケージ・エディター出力、および問題に関連したすべての印刷出力と
出力データ・セットを提示してください。

発行元: テレプロセシング
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0AB

説明: TSO/VTAM が作動し、VTIOC モジュールが VTAM マクロを処
理しているときに、エラーが発生しました。追加情報は、VTAM メッセ
ージおよびコードまたは VTAM 診断の手引きの資料を参照してくださ
い。

このエラーは、通常、LPBUF または CRPL バッファーのストレージの
問題が原因で発生します。

レジスター 15 の下位の 2 バイトに、このエラーを説明する 16 進数の
理由コードが入っています。

コード 説明

0101 要求パラメーター・リスト (RPL) を使用する VTAM マク
ロ命令の実行中に、LU1 (たとえば、IBM 3767 および IBM

3770 端末) 用の端末入力マネージャーが回復不能エラーを検
出しました。

0102 RPL を使用する VTAM マクロ命令の実行中に、LU1 (たと
えば、IBM 3767 および IBM 3770 端末) 用の端末出力マネ
ージャーが回復不能エラーを検出しました。

0103 RPL を使用する VTAM マクロ命令の実行中に、LU0 およ
び LU2 (たとえば、IBM 3270 SNA 端末) 用の端末入力マネ
ージャーが回復不能エラーを検出しました。

0104 RPL を使用する VTAM マクロ命令の実行中に、LU0 およ
び LU2 (たとえば、IBM 3270 SNA 端末) 用の端末出力マネ
ージャーが回復不能エラーを検出しました。

0105 RPL を使用する SNA BIND または UNBIND コマンドの実
行中に、VTIOC LOSTERM 出口ルーチンがエラーを検出し
ました。

0201 VTAM OPEN マクロの実行中に、アプリケーション ID に
関する問題が検出されました。TSO/VTAM ユーザー・アド
レス・スペースの初期設定中にエラーが発生しました。

0202 VTAM OPEN マクロの実行中にエラーが発生しました。
ACB の ERROR フィールドが問題を示しています。

0203 VTAM CLOSE マクロの実行中にエラーが発生しました。
ACB の ERROR フィールド内のコードは X'42' です。これ
は、ACB はクローズされたのに、1 つまたは複数の TSO

端末の正常な切断が VTAM エラーによって妨げられたこと
を示しています。

システムの処置: エラーが発生した端末セッションが終了します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 主コンソールからのコンソール・ログを保管してください。リモー
ト・コンソールがあるシステムの場合は、リモート・コンソール・ロ
グを保管してください。複数コンソール・サポート (MCS) 付きのシ
ステムの場合は、ハード・コピー・ログのコピーを保管してくださ
い。

v 関連出力をすべて保管してください。

v ダンプを保管してください。

v EREP 保守援助機能を実行して Logrec ファイルをダンプし、結果の
出力を保管してください。MSS の場合は、以下のプログラムを実行
して Logrec ファイルをダンプしてください。
1. 保守援助機能 IFCISDA0

2. プログラム ISDASDAO (DETAIL(ALL) パラメーターを指定する)

v リンケージ・エディター / ローダーのマップを使用できるようにして
ください。

システム・プログラマーの応答: インストール先で用意したプログラム
に誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得る
ためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない
場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
Logrec データ・セット・エラー・レコード、リンケージ・エディター出
力、および問題に関連したすべての印刷出力と出力データ・セットを提
示してください。

発行元: テレプロセシング

0AC

説明: エラーが原因で、端末管理アドレス・スペース (TCAS) が正常
な処理を継続できませんでした。レジスター 15 の下位の 2 バイトと
TCAS 作業域 (TWAR) の TWARSON フィールドの両方に、エラーの
原因を示す 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 STOP コマンドが入力されました。

04 無効な START コマンドが入力されました。

10 TCAS メインタスクが VTAM インターフェース・サブタス
クを生成できませんでした。

14 TCAS メインタスクがユーザー・インターフェース・サブタ
スクを生成できませんでした。

18 TCAS メインタスクがコンソール通信サブタスクを生成でき
ませんでした。

1C TCAS が、共通サービス域 (CSA) 内に TCAS テーブル
(TCAST) のためのストレージを取得できませんでした。

20 TCAS メインタスクが異常終了し、回復できませんでした。

30 VTAM インターフェース・サブタスクが異常終了し、回復
できませんでした。

34 ユーザー・インターフェース・サブタスクが異常終了し、回
復できませんでした。

38 コンソール通信サブタスクが異常終了し、回復できませんで
した。

システムの処置: システムは、TCAS を異常終了させます。

オペレーターの応答: ダンプを入手するために、TCAS 異常終了メッセ
ージ IKT012D に ‘DUMP’ と応答してください。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 主コンソールからのコンソール・ログを保管してください。リモー
ト・コンソールがあるシステムの場合は、リモート・コンソール・ロ
グを保管してください。複数コンソール・サポート (MCS) 付きのシ
ステムの場合は、ハード・コピー・ログのコピーを保管してくださ
い。

v ジョブに関連したシステム出力 (SYSOUT) を保管してください。

v 関連出力をすべて保管してください。

v ダンプを保管してください。

v IPCS を使用して、関連 SVC ダンプ・データ・セットを印刷してく
ださい。IPCS についての詳細は、OS/390 IBM Communications

Server: SNA Diagnosis V1 Techniques and Procedures を参照してくだ
さい

発行元: テレプロセシング
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0AD

説明: タイム・シェアリング・オプション / 仮想記憶通信アクセス方
式 (TSO/VTAM) のタイム・シェアリングが作動しているときに、エラ
ーが発生しました。VTAM 端末入出力コーディネーター (VTIOC) のキ
ュー・マネージャーは、GETCELL または FREECELL マクロを実行し
ていました。

レジスター 15 の下位の 2 バイト (16 進数) が、エラーの原因を示し
ています。

内容 説明

0108 FREECELL マクロ命令に提供されたセル・アド
レスが誤っていました。

010C FREECELL 要求のためのセル・プールが存在し
ませんでした。

0110 FREECELL 要求で誤ったセル・プール ID が指
定されました。

020C GETCELL 要求のためのセル・プールが存在しま
せんでした。

0210 GETCELL 要求で誤ったセル・プール ID が指定
されました。

システムの処置: キュー・マネージャーが異常終了し、エラーが発生し
た端末セッションが終了します。システムは、Logrec データ・セット・
エラー・レコードおよび ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答:

v 主コンソールからのコンソール・ログを保管してください。リモー
ト・コンソールがあるシステムの場合は、リモート・コンソール・ロ
グを保管してください。複数コンソール・サポート (MCS) 付きのシ
ステムでは、ハード・コピー・ログのコピーを保管してください。

v ジョブに関連したプログラム・リストを保管してください。

v EREP 保守援助機能を実行して Logrec ファイルをダンプし、結果の
出力を保管してください。MSS の場合は、以下のプログラムを実行
して Logrec ファイルをダンプしてください。
1. 保守援助機能 IFCISDA0

2. プログラム ISDASDAO (DETAIL(ALL) パラメーターを指定する)

v リンケージ・エディター / ローダーのマップを使用できるようにして
ください。

v IPCS を使用して、関連 SVC ダンプ・データ・セットを印刷してく
ださい。IPCS についての詳細は、OS/390 IBM Communications

Server: SNA Diagnosis V1 Techniques and Procedures を参照してくだ
さい

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

0AE

説明: システムが、完了した入出力要求を除去できません。

システムの処置: システムは、入出力要求を除去するために待っていた
ときのアドレス・スペースにあるすべてのタスクを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

0AF

説明: TRANSMIT または RECEIVE コマンドの処理中に、タイム・シ
ェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E) の対話式データ伝送機能がシ
ステム・エラーを検出しました。レジスター 15 に理由コードが入って
います。

コード 説明

0025 RECEIVE コマンドが、ジョブ入力サブシステム (JES) イン
ターフェースを呼び出したときにエラーを検出しました。

RECEIVE コマンドは、ユーザーが受信に使用できる対話式
データ伝送機能ファイルがあるかどうかを判別するために出
されました。JES サブシステム要求は正常に終了しませんで
した。理由コード 0025 は、メッセージ INMR037I に関連
付けられています。

002A TRANSMIT コマンドが SVC 99 を使用して IEBCOPY 用の
SYSPRINT メッセージ・ファイルを割り振ろうとしました
が、その割り振りが失敗しました。SYSPRINT メッセージ・
ファイルは、通常、端末または SYSOUT クラスのどちらか
に割り振られます。CSECT INMXPARM または parmlib メ
ンバー IKJTSO00 の TRANSEC キーワードで、このファイ
ルをどこに割り振るかを指定することができます。理由コー
ド 002A は、メッセージ INMX040I および INMX042I に関
連付けられています。

0043 DATASET または DSNAME キーワードを指定した
TRANSMIT コマンドが出された後、データ・セットに関す
る情報を取得するために OBTAIN SVC が出されました。
OBTAIN SVC が、0 (正常終了)、8 (ボリューム上にデー
タ・セットがない)、および 12 (VTOC 入出力エラー) 以外
のリターン・コードをセットしました。理由コード 0043

は、メッセージ INMX067I に関連付けられています。

0053 TRANSMIT コマンドが、IEBCOPY ユーティリティーまたは
AMS REPRO コマンドによって以前に書き込まれたデータ・
セットを OPEN しようとしました。その OPEN が失敗しま
した。このデータ・セットは、TRANSMIT コマンドが中間
データを入れるために割り振った一時データ・セットです。
通常、TRANSMIT コマンドは、一時データ・セットを読み
取って、送信した上で削除します。理由コード 0053 は、メ
ッセージ INMX083I に関連付けられています。

007F RECEIVE コマンドがスプール・ファイルを割り振ろうとし
ましたが、その割り振りが失敗しました。RECEIVE コマン
ドは、スプール・ファイルの名前を JES から取得しまし
た。理由コード X'007F' は、メッセージ INMR127I に関連
付けられています。

0084 INDATASET または INDSNAME キーワードを指定した
RECEIVE コマンドが出されました。

キーワードで指定されたデータ・セットの OPEN が失敗し
ました。このデータ・セットは正常に割り振られています。
理由コード 0084 は、メッセージ INMR132I に関連付けら
れています。

0085 RECEIVE コマンドが、JES スプールから受信するネットワ
ーク・ファイルのためのファイルを OPEN しようとしまし
たが、その OPEN が失敗しました。SYSOUT 処理サブシス
テム・インターフェースはスプール・ファイルの名前を正常
に選択しました。また、動的割り振り SVC はスプール・フ
ァイルを正常に割り振りました。理由コード 0085 は、メッ
セージ INMR133I に関連付けられています。
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0086 RECEIVE コマンドが SVC 99 を使用してデータ・セットを
割り振り解除しようとしましたが、その割り振り解除が失敗
しました。このデータ・セットは、JES 入力ファイルか、
INDATASET または INDSNAME キーワードによって指定し
たものです。理由コード 0086 は、メッセージ INMR134I

に関連付けられています。

0089 RECEIVE コマンドが、JES との外部書き出しプログラム・
インターフェースを終了させようとしたときにエラーを検出
しました。RECEIVE コマンドは、すべてのファイルの処理
が終わると、または回復不能エラーが発生すると、SYSOUT

処理サブシステム・インターフェースを呼び出し、その呼び
出しがサブシステム・インターフェースに対する最後の呼び
出しであることを指定します。サブシステムが、ゼロ以外の
リターン・コード (エラーを示す) を返しました。理由コー
ド 0089 は、メッセージ INMR137I に関連付けられていま
す。

009C TRANSMIT または RECEIVE コマンド・プロセッサーが、
モジュール IKJSMS1 から不明のリターン・コードを受け取
りました。理由コード 009C は、メッセージ INMC156I に
関連付けられています。

00CC TRANSMIT コマンド・プロセッサーが、JES 出力ファイル
をオープンしているときにエラーを検出しました。理由コー
ド 00CC は、メッセージ INMX204I に関連付けられていま
す。

00D2 TRANSMIT コマンド・プロセッサーが、出力データ・セッ
トをオープンしているときにエラーを検出しました。理由コ
ード 00D2 は、メッセージ INMX210I に関連付けられてい
ます。

システムの処置: システムは、INMC156I、INMR037I、INMX067I、
INMX083I、INMR127I、INMR132I、INMR133I、INMR134I、INMR137I、
INMX040I、INMX042I、INMX204I、INMX210I のいずれかのメッセージ
を出します。

システムは SVC ダンプを出します。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、入手可能であれば、SVC ダンプお
よび TSO セッションのハードコピーを提示してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

0B0

説明: スケジューラー作業域 (SWA) マネージャーが訂正不能エラーを
検出しました。レジスター 15 に、エラーを説明する理由コードが入っ
ています。

コード 説明

04 SWA マネージャーを呼び出したルーチンが、誤った機能を
要求しました。

08 SWA マネージャーを呼び出したルーチンが、誤った SVA

(SWA 仮想アドレス) を渡しました。SVA が SWA 接頭部
の先頭を指していないか、または SWA 接頭部が破棄されて
います。

0C SWA マネージャー・ルーチンが、まだ SWA に書き込まれ
ていないレコードを読み取ろうとしました。

10 システムが、176 バイトでないブロックの読み取りまた書き

込みを行おうとしたか、または、長さに 0 または負の数が
指定されているブロックを割り当てようとしました。

14 SWA マネージャーを呼び出したルーチンが、誤ったカウン
ト・フィールドを指定しました。移動モードの場合、誤った
カウントは、READ、WRITE、または ASSIGN 機能につい
ては 0 であり、WRITE/ASSIGN については 00 です。

18 QMNGRIO マクロを出して SWA マネージャーを呼び出し
たルーチンが、READ および WRITE オプションの両方を指
定したか、または両方を指定しませんでした。

1C SWA マネージャーを呼び出したルーチンが、SWA ブロッ
クに初めて書き込みを行おうとしたときに、存在しない ID

を渡したか、またはまったく ID を渡さず、しかもブロック
に ID が組み込まれていません。

20 システムが、ブロックへの誤ったポインターを使用して、ブ
ロックに書き込もうとしました。

24 システムが、16 MB 境界より上にある SWA ブロックの
SVA を変換しているときに、エラーが発生しました。

28 SWA マネージャーを呼び出したルーチンが、SWAREQ マ
クロの EPA パラメーターにゼロを指定しました。EPA パラ
メーターは、EPA を指すフルワード・ポインターのアドレス
でなければなりません。SWAREQ マクロの EPA パラメー
ターに指定した値を検査して、その値が、EPA のアドレスで
はなく、EPA を指すポインターのアドレスであることを確認
してください。

34 無許可の環境で SWA ブロックの割り振りまたは削除が試行
されました。

システムの処置: タスクは終了し、システムはダンプを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

プログラマーの応答: 終了したプログラムが開始タスクであり、レジス
ター 15 のコードが X‘08’ または X‘0C’ である場合は、このタスクの
JCL を調べてください。どの開始タスクの場合も、JCL は以下の要件の
いずれかを満たしていなければなりません。

v マスター・カタログにカタログ化されている既存データ・セットを参
照していること。

v 既存データ・セット用の DD ステートメントに、装置およびボリュー
ム情報が入っていること。

上記の要件のどちらかを満たすように JCL を修正してから、ジョブを
再実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。ダンプをとるのは、SWA マネージャーの呼び
出し側の責任です。ダンプがとられなかった場合は、障害を突き止める
ために SLIP を設定することが必要になります。ダンプを IBM サポー
ト・センターに提示してください。

発行元: スケジューラー作業域 (SWA) マネージャー

0B1

説明: LOADxx メンバー、入出力定義ファイル (IODF) データ・セッ
ト、または装置の問題が原因で、システム初期設定を継続できません。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 32 ～ 43 に、以下の
理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明
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001 必須のデータ・セットが見付かりません。

002 IODF が複数のエクステントを占有しています。

003 必須の装置が定義されていません。

004 必須の装置に対する MSCH 命令が失敗しました。

005 IODF が IPL には無効です。

006 LOADxx メンバーに指定された構成 ID は、IODF 内のどの
入出力構成とも一致しません。

007 LOADxx メンバーに、構成 ID としてブランクが入っていま
す。IODF 内に入出力構成が 1 つしか定義されていない場合
は、システムはこのブランクを無視して、IODF 内の入出力
構成を使用します。しかし、IODF 内に複数の定義がある場
合は、有効な構成 ID を LOADxx メンバー内に指定する必
要があります。

008 IODF 接尾部が無効です。

009 IODF データ・セット名の高位修飾子が無効です。

00A IODF が IPL には無効です。IODF は VSAM データ・セッ
トでなければなりません。

注: この待ち状態は、無効な IODF ステートメントが原因で発生するこ
ともあります。この状態は、データ項目が正しくない場合のほか、
HWNAME、LPAR NAME、および VMUSERID キーワードを用い
て正しくないキーワード・フィルター操作を行うことによって発生
することもあります。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'0B1' に入りま
す。システムは、以下のように、待ち状態理由コードと一緒にメッセー
ジを出します。

コード 一緒に出されるメッセージ

001 IEA513W

002 IEA514W

003 IEA515W -- 装置番号を表示します

004 IEA516W -- 装置番号を表示します

005 IEA517W

006 IEA518W

007 なし。

008 なし。

009 なし。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 16 進数の理由コードに応じて、以下
の処置のいずれかをとってください。

コード 処置

001 LOAD パラメーターに、正しい装置番号が指定されているか
調べてください。LOADxx メンバーに、正しい IODF デー
タ・セット名を入れてください。

002 IODF データ・セットが、単一エクステント・データ・セッ
トとして割り振られているか確認してください。

003 LOAD パラメーターに指定されている装置が、チャネル・サ
ブシステムに対して定義されているか確認してください。(正
しいサブチャネル ID を持つ装置がありません。) LOAD パ

ラメーターに、正しい装置番号が指定されているか調べてく
ださい。ハードウェア構成が、IODF 内の定義と一致してい
ることを確認してください。

004 以下のデータ・セット (LOAD パラメーターに指定されてい
る装置上にあるもの) を他の装置に移してください。
v IODF

v SYS1.PARMLIB

v SYSn.IPLPARM

005 LOADxx メンバーを変更して、別の IODF を指定してくだ
さい。必ず、(作業 IODF ではなく) 実動 IODF の名前を指
定してください。

006 LOADxx メンバーを変更して、正しい IODF を指定する
か、または正しいオペレーティング・システム構成 ID を指
定してください。

007 正しいオペレーティング・システム構成 ID を指定してくだ
さい。

どの場合も、システムを再 IPL するようにオペレーターに依頼してくだ
さい。

問題判別: 問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付けてください。データベースを検索する際に
は、以下の検索引き数を使用してください。
v WS/D0B1: 待ち状態コード
v PRCS/rrrrrrrr: 理由コード
v MS/IEAnnnW: メッセージ ID

修正が存在しない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオ
ペレーターに依頼してください。IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、スタンドアロン・ダンプ、一緒に出されたメッセ
ージ、および理由コードを提示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

0B2

説明: システムが、MSTRJCL データ・セット内で誤ったステートメン
トを検出しました。システムは、MSTRJCL を変換することも、マスタ
ー・スケジューラーを開始することもできません。

システムの処置: システムは、マスター・スケジューラーを開始しませ
ん。システムは、マスター・スケジューラーの初期設定を異常終了させ
ます。

システム・プログラマーの応答: LINKLIB 内の MSTRJCL データ・セ
ットを手作業で更新した場合は、桁 1 と桁 2 に // がないステートメン
トがあるかどうか調べてください。MSTRJCL が /* または // (ヌル) カ
ードで区切られていることを確認してください。問題が繰り返し発生す
る場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡して
ください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

0B3

説明: マスター・サブシステム・メモリー内アクセス方式の呼び出し側
が、誤ったアクセス要求またはサービス不能なアクセス要求を試行しま
した。

システムの処置: システムは、このアクセス方式を使用しているタスク
を異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問

84 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

0B4

説明: マスター・サブシステムが、MSTRJCL 内の IEFPDSI ステート
メントで定義された SYS1.PROCLIB データ・セットを利用できませ
ん。この問題は、以下のいずれかの理由で発生しました。

v マスター・サブシステムが PROCLIB データ・セットをオープンでき
なかった。

v オープンされている SYS1.PROCLIB データ・セットのブロック・サ
イズが 80 の倍数でなかった。

システムの処置: システムは、SYS1.PROCLIB のデータ制御ブロック
(DCB) をオープンせずに機能することはできません。システムは、要求
されたサブシステムを開始しません。

システム・プログラマーの応答: MSTRJCL データ・セット内の
IEFPDSI カードに、有効なデータ・セット名が指定されているか調べて
ください。IEFPDSI カードに、または VTOC におけるデータ・セット
の定様式データ・セット制御ブロック (DSCB) に、有効なブロック・サ
イズが指定されているか調べてください。問題が繰り返し発生する場合
は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

0B5

説明: マスター・サブシステムが、コンバーターをタスク生成できませ
んでした。

システムの処置: システムは、要求されたサブシステムを開始しませ
ん。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

0B6

説明: ライブラリー・オートメーション通信サービス (LACS) がエラ
ー状態を検出しました。レジスター 15 に入っている理由コードが、特
定のエラーを識別しています。

コード 説明

04 非同期操作マネージャー (AOM) の LIBSERV サービスから
のリターン・コードが、パラメーター・エラーが検出された
ことを示しています。

08 AOM AOMQUE サービスからのリターン・コードと理由コ
ードが、無効な要求が行われたことを示しています。

0C ライブラリー制御システム (LCS) の CBRXVOL サービスか
らのリターン・コードが、パラメーター・エラーが検出され
たことを示しています。

10 LCS CBRXLCS サービスからのリターン・コードが、パラメ
ーター・エラーが検出されたことを示しています。

14 OAM メッセージ構造サービスから非ゼロのリターン・コー
ドが返されました。

18 IEEMIFSV メッセージ・バッファー・マネージャー・サービ
スからのリターン・コードと理由コードが、パラメーター・
エラーが検出されたことを示しています。

1C AOM LIBSERV サービスからのリターン・コードと理由コ
ードが、AOM に対してライブラリーが定義されていないこ
とを示しています。

20 AOM LIBSERV サービスからのリターン・コードと理由コ
ードが、AOM に対してライブラリー構成が設定されていな
いことを示しています。

24 ライブラリー取り付け要求の処理中に、取り付け命令がライ
ブラリーに送信されました。ライブラリーは、装置チェック
とエラー・リカバリー・アクション (ERA) コードで応答し
ました。取り付け要求は特定のボリュームに対するものでし
たが、ERA コードは、スクラッチ・ボリュームに対しての
み適切なものです。

28 ライブラリー取り付け要求の処理中に、取り付け命令がライ
ブラリーに送信されました。ライブラリーは、装置チェック
とエラー・リカバリー・アクション (ERA) コードで応答し
ました。取り付け要求はスクラッチ・ボリュームに対するも
のでしたが、ERA コードは、特定のボリュームに対しての
み適切なものです。

2C ライブラリー取り付けまたは取り外し要求の処理中に、命令
がそのライブラリーに送信されました。ライブラリーは、装
置チェックとエラー・リカバリー・アクション (ERA) コー
ドで応答しました。ERA コードは、その命令に対して予期
しない、不適切な応答です。

30 ライブラリー取り付け要求の処理中に、ライブラリーは、取
り付け操作が正常に完了したことを示しましたが、取り付け
られたボリュームの外部ボリューム通し番号 (VOLSER)

が、要求されたボリューム通し番号と一致しません。

34 ライブラリー制御システム (LCS) の CBRXLIB サービスか
らのリターン・コードが、パラメーター・エラーが検出され
たことを示しています。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。SVC ダンプ
が要求され、エラーが SYS1.LOGREC に記録されます。システムはタ
スクの処理を再開します。LACS は、永続エラー・リターン・コードと
適切な理由コードをセットしてから、呼び出し側に制御を返します。
LACS サービスを要求したジョブは失敗します。

オペレーターの応答: 失敗したジョブを再実行依頼してください。障害
が繰り返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが 04、08、0C、10、14、
および 18 の場合、問題は LACS ソフトウェアのエラーと考えられま
す。理由コードが 1C および 20 の場合、問題は LACS の呼び出し側
または AOM におけるソフトウェアのエラーと考えられます。理由コー
ドが 24、28、2C、および 30 の場合、問題はライブラリー・マイクロ
コードのエラーと考えられます。コンソール・ログおよびダンプ・デー
タ・セットを保管し、SYS1.LOGREC の内容を印刷してから、IBM サポ
ート・センターに連絡してください。

0B7

説明: CONFIG または VARY コマンドが、構成に対するハードウェア
装置の追加または削除を要求しました。コマンドの処理中に、システム
がエラーを検出しました。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進
数の理由コードが入っています。
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コード 説明

00000301 システムが、誤ったパラメーターを検出しまし
た。

00000302 呼び出し側は、パス変更インターフェースの使用
を許可されていません。

00000303 処理のために、システムが仮想記憶域を要求しま
したが、それを取得できませんでした。

00000304 パス変更インターフェースが、再構成メッセー
ジ・サービスからの障害を示すリターン・コード
を検出しました。

00000401 サービス・プロセッサーは CONFIG STOR

ONLINE コマンドを実行していました。サービ
ス・プロセッサーは、要求されたストレージを物
理的にオンラインに変更しましたが、システム
は、そのストレージを論理的にオンラインに変更
することができませんでした。その後、サービ
ス・プロセッサーは、そのストレージを物理的に
オフラインに変更しようとして失敗しました。

00000402 システムが、予期しないリターン・コードを返し
ました。

00000403 システムが、ストレージをオンラインまたはオフ
ラインに変更しようとしましたが、サービス・プ
ロセッサーから予期しない応答コードを受け取り
ました。

00000404 パス変更再構成に関する処理が、サービス・プロ
セッサーから予期しない応答コードを受け取りま
した。

00000405 システムが、記憶素子情報を取得しようとしまし
たが、サービス・プロセッサーから予期しない応
答コードを受け取りました。

00000406 システムが、リカバリー環境を確立できませんで
した。

00000501 システムが、サービス・プロセッサー呼び出し
SVC ルーチンから予期しないリターン・コード
を受け取りました。

00000502 システムが、記憶素子をオンラインまたはオフラ
インに変更しようとしましたが、サービス・プロ
セッサーから予期しない応答コードを受け取りま
した。

00000503 システムが、記憶素子情報を取得しようとしまし
たが、サービス・プロセッサーから予期しない応
答コードを受け取りました。

00000504 システムが、ストレージをコピーして再割り当て
しようとしましたが、サービス・プロセッサーか
ら予期しない応答コードを受け取りました。

00000505 システムが、リカバリー環境を確立できませんで
した。

00000601 システムが、予期しないリターン・コードを返し
ました。

00000602 システムが、リカバリー環境を確立できませんで
した。

00000603 システムが、再構成メッセージ処理について予期
しないリターン・コードを受け取りました。

00000701 システムが、ストレージ状況を要求したときに、
予期しないリターン・コードを受け取りました。

00000702 システムが、ストレージを論理的にオンラインに
変更する要求を出したときに、予期しないリター
ン・コードを受け取りました。

00000703 システムが、ストレージを論理的にオフラインに
変更する要求を出したときに、リターン・コード
8 を受け取りました。このコードは、要求された
ストレージ範囲に永続常駐ストレージが含まれて
いることを示します。

00000704 システムが、ストレージを論理的にオフラインに
変更する要求を出したときに、予期しないリター
ン・コードを受け取りました。

00000705 システムが、リカバリー環境を確立できませんで
した。

00000706 システムが、Store Extended Storage Usability

Map (拡張ストレージ使用可能度マップ格納) コ
マンドについて、サービス・プロセッサーから予
期しない応答コードを受け取りました。

00000707 システムが、Store Extended Storage Usability

Map (拡張ストレージ使用可能度マップ格納) コ
マンドについて、サービス・プロセッサー・ルー
チンから予期しない応答コードを受け取りまし
た。

xxxx0B01 DISPLAY MATRIX コマンドの処理が、ゼロ以外
のリターン・コードを受け取りました。

xxxx0B02 DISPLAY MATRIX コマンドの処理がメッセージ
を出そうとしましたが、関連メッセージ・テキス
トが見付かりませんでした。

xxxx0B04 システムが、ESTAE マクロからゼロ以外のリタ
ーン・コードを受け取りました。xxxx はリター
ン・コードです。

xxxx0C01 コマンドが、そのコマンドを実行するプロセッサ
ーを識別しました。そのプロセッサー ID が、ID

をリストするシステム・テーブル内にありませ
ん。

xxxx0C02 再構成メッセージ処理が、ゼロ以外のリターン・
コードを再構成に返しました。

xxxx0D01 システムが、リカバリー環境を確立できませんで
した。

xxxx0D02 システムが再構成メッセージ処理を呼び出そうと
しましたが、エラーが発生しました。

00000E01 再構成メッセージ処理が、メッセージ・バッファ
ーの誤ったアドレスを受け取りました。

00041001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。メッセージ・テキストが長すぎました。

00081001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。このリターン・コードは、再構成メッセージ
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処理が WTOR マクロを出して応答を待とうとし
たのに、静的メッセージ域に応答が存在しないこ
とを示しています。

000C1001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。メッセージ挿入の数が誤っていました。

00101001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。このリターン・コードは、システムがリカバ
リー環境を確立できなかったことを示していま
す。

00141001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。このリターン・コードは、メッセージ・バッ
ファー域を取得できなかったことを示していま
す。

00181001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。このリターン・コードは、メッセージ・バッ
ファー ID が誤っていたことを示しています。

001C1001 VARY PATH コマンドの処理が、再構成メッセ
ージ処理から、識別できないリターン・コードま
たは障害を示すリターン・コードを受け取りまし
た。このリターン・コードは、異常終了が発生し
たことを示しています。

xxxx1201 チャネル・パス再構成の処理が、ゼロ以外のリタ
ーン・コードを受け取りました。

xxxx1202 チャネル・パス再構成の処理が、変更処理中にゼ
ロ以外のリターン・コードを受け取りました。

xxxx1204 チャネル・パス再構成の処理が、変更処理中に誤
った通知コードを検出しました。

00001501 パス変更再構成の処理が、予期しないリターン・
コードを受け取りました。

00001502 パス変更再構成の処理が、予期しないリターン・
コードを受け取りました。システムは、アクティ
ブ入出力があるテレプロセシング (TP) 装置をオ
ンラインにする要求を処理していました。

00001503 パス変更再構成の処理が、ゼロ以外のリターン・
コードを受け取りました。このリターン・コード
は、以下のエラーのいずれかを示しています。

v システムが、オンライン要求を処理するための
十分なストレージを取得できなかった。

v システムが、回復不能なプログラム・エラーを
検出した。

00001504 オペレーターがメッセージ IEE717D へ CANCEL

を応答した後で、以下のいずれかが発生しまし
た。

v システムが、パスをオンラインにする要求を処
理しているときに、プログラミング・エラーを
検出した。

v パス変更再構成の処理が、プログラミング・エ
ラーを検出した。現行の変更要求ブロックを指
すポインターが 0 です。

00001505 パス変更再構成の処理が、識別できないリター
ン・コードまたは障害を示すリターン・コードを
受け取りました。

xxxx1601 再構成が仮想記憶域を要求しました。しかし、こ
の要求が失敗しました。

xxxx GETMAIN リターン・コード。

xxxx1602 チャネル・パスを強制的にオフラインにする処理
が、エラーを検出しました。

xxxx 検出された最後のリターン・コード。

xxxx1603 サービス・プロセッサーの障害が発生しました。

xxxx 最後のサービス・プロセッサー呼び出
しのリターン・コード。

00001604 サービス・プロセッサー・コマンドが誤っていま
す。

xxxx1605 チャネル・パスを強制的にオフラインにする処理
が、識別できないサービス・プロセッサー応答コ
ードを受け取りました。

xxxx サービス・プロセッサー応答コード。

xxxx1606 サービス・プロセッサーが要求を処理するための
時間が 45 秒を超えました。

xxxx 最後のサービス・プロセッサー呼び出
しのリターン・コード。

xxxx1701 再構成が仮想記憶域を要求しました。しかし、こ
の要求が失敗しました。

xxxx GETMAIN リターン・コード。

xxxx1702 サービス・プロセッサーの障害が発生しました。

xxxx サービス・プロセッサー応答コード。

xxxx1801 再構成が、ESTAE マクロからゼロ以外のリター
ン・コードを受け取りました。

xxxx リターン・コード。

xxxx1904 再構成が、ESTAE マクロからゼロ以外のリター
ン・コードを受け取りました。

xxxx リターン・コード。

xxxx1A01 再構成が、ESTAE マクロからゼロ以外のリター
ン・コードを受け取りました。

xxxx リターン・コード。

xxxx1A02 再構成がサービス・プロセッサーを呼び出しまし
たが、サービス・プロセッサーは情報を返しませ
んでした。

xxxx サービス・プロセッサーからの応答コ
ード。

xxxx1B01 再構成が、ESTAE マクロからゼロ以外のリター
ン・コードを受け取りました。

xxxx リターン・コード。
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xxxx1B02 再構成がサービス・プロセッサーを呼び出しまし
たが、サービス・プロセッサーは CHP 情報を返
しませんでした。

xxxx サービス・プロセッサーからの応答コ
ード。

xxxx1C01 再構成が、ESTAE マクロからゼロ以外のリター
ン・コードを受け取りました。

xxxx リターン・コード。

xxxx1C02 再構成がサービス・プロセッサーを呼び出しまし
たが、呼び出しが失敗しました。

xxxx サービス・プロセッサーからの応答コ
ード。

xxxx2001 再構成が、ESTAE 環境をセットアップできませ
んでした。

xxxx2002 再構成メッセージ処理が、メッセージ ID を見付
けられませんでした。

xxxx2003 パラメーターに入れて渡された挿入数がメッセー
ジ定義と一致していないことを、再構成メッセー
ジ処理が検出しました。

xxxx2004 指定されたメッセージが 72 バイトのバッファー
に収まらないことを、再構成メッセージ処理が検
出しました。

xxxx2005 再構成メッセージ処理に渡されたパラメーター
に、4 バイトを超えるテーブル挿入の長さ、また
は 4 バイトを超える 16 進数または 10 進数挿
入の長さが指定されていることを、再構成メッセ
ージ処理が検出しました。

xxxx2006 再構成メッセージ処理に渡されたパラメーター
に、メッセージ定義内の挿入テーブルを上回るテ
ーブル挿入が指定されていることを、再構成メッ
セージ処理が検出しました。

xxxx211C 再構成がサービス・プロセッサーを呼び出しまし
たが、呼び出しが情報を返しませんでした。理由
コードと応答コードが、認識されないコードまた
は予期しないコードでした。再構成は、診断情報
をシステム診断作業域 (SDWA) または可変記録
域 (VRA) に (ただし、CPU/VF 再構成の場合は
SYMREC に) 記録します。再構成は、呼び出し
側にリターン・コード X'1C' と制御を返します。

xxxx 理由コードまたは応答コード。

xxxx2120 再構成が仮想記憶域を要求しました。この要求が
ゼロ以外のリターン・コードを返しました。再構
成は、診断情報を SDWA または VRA に (ただ
し、CPU/VF 再構成の場合は SYMREC に) 記録
します。再構成は、呼び出し側にリターン・コー
ド X'20' と制御を返します。

xxxx GETMAIN リターン・コード。

00002128 再構成が、誤った要求を受け取りました。この要
求は、以下のいずれかの理由で誤っています。

v パラメーター・リスト制御ブロックの ID また
はバージョン番号が誤っていた。

v 機能コードが認識されないものだった。

v サイド情報ブロック制御ブロックの ID または
バージョン番号が誤っていた。

0000212C 再構成が、サービス・プロセッサー・アーキテク
チャーをサポートしていない中央処理装置で実行
されていました。

xxxx2201 再構成が、ESTAE マクロからゼロ以外のリター
ン・コードを受け取りました。

xxxx ESTAE リターン・コード。

xxxx2202 再構成が、誤った機能コードを受け取りました。

xxxx 誤った機能コード。

xxxx2281 再構成が、ゼロ以外のリターン・コードを受け取
りました。

xxxx リターン・コード。

xxxx2282 再構成が仮想記憶域を要求しました。この要求が
ゼロ以外のリターン・コードを返しました。

xxxx GETMAIN リターン・コード。

xxxx22C1 再構成が、サービス・プロセッサー呼び出し
SVC からゼロ以外のリターン・コードを受け取
りました。

xxxx リターン・コード。

xxxx22C2 再構成が、サービス・プロセッサーから予期しな
い応答を受け取りました。

xxxx サービス・プロセッサー応答。

xxxx2302 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2402 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2502 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2602 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2702 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2802 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2902 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

xxxx2A02 システムが、再構成メッセージ処理を呼び出しま
した。そこで、エラーが発生しました。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v 再構成コマンドに関連するすべてのリソースを解放する。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込む。

v 場合によっては、メッセージ IEE174I または IEE521I を出す。

v ダンプを書き込む。

オペレーターの応答: コマンドを再入力してください。コマンドが再び
失敗した場合は、メッセージ IEE521I を見てください。メッセージ
IEE521I のメッセージ・テキストに応じて、以下の処置をとってくださ
い。
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STATUS NOT OBTAINED: SERVICE PROCESSOR FAILURE

ハードウェア・サポートに連絡してください。その際には、Logrec

データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

STATUS NOT OBTAINED: SERVICE PROCESSOR CALL FAILED

システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプおよび Logrec

データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 再構成

0B8

説明: START、MOUNT、または LOGON コマンドが、新規アドレ
ス・スペースの作成または初期設定を要求しました。システムが、コマ
ンドを処理しているときにエラーを検出しました。レジスター 15 に、
エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 START、MOUNT、または LOGON コマンドのコマンド・ス
ケジューリング制御ブロック (CSCB) 内のコマンド・コード
が誤っています。

08 システムが START、MOUNT、または LOGON の処理のた
めにタスク入出力テーブル (TIOT) を構築しようとしました
が、失敗しました。

0C START、MOUNT、または LOGON コマンドの処理中に、シ
ステムが内部読み取りプログラムのオープンまたは内部読み
取りプログラムへの書き込みを実行できませんでした。

10 アドレス・スペースを初期設定する処理が、未定義のリター
ン・コードを返しました。定義されているコードは 0 およ
び 4 です。

14 新しく作成されたアドレス・スペースをスワップ不能にする
ことができませんでした。

18 要求されたアドレス・スペースを作成するために、システム
が REQSWAP SYSEVENT マクロを出しました。このマクロ
が失敗しました。

1C 新しく作成されたアドレス・スペースは、完全には初期設定
されませんでした。

20 内部読み取りプログラムの動的割り振りまたは割り振り解除
が失敗しました。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v START、MOUNT、または LOGON コマンドを終了させる。

v ダンプを書き込む。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込む。

v メッセージを出す。START または MOUNT コマンドの場合は、シス
テムはメッセージ IEE824I を出します。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを提
示してください。

発行元: マスター・スケジューラー

0B9

説明: START、MOUNT、または LOGON コマンドが、アドレス・ス
ペースの作成または初期設定を要求しました。開始タスク制御プログラ
ム (STC) は、サブシステムが開始されたかどうかを判別するために、マ
スター・サブシステムに照会しました。STC は、マスター・サブシステ
ムから無効なリターン・コードを受け取りました。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v START、MOUNT、または LOGON コマンドを終了させる。

v ダンプを書き込む。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込む。

v メッセージを出す。START または MOUNT コマンドの場合は、シス
テムはメッセージ IEE824I を出します。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを提
示してください。

発行元: マスター・スケジューラー

0BA

説明: 開始タスク制御プログラムが、START、LOGON、または
MOUNT コマンドを処理しているときに、サブシステムに対して要求を
出しました。 サブシステムまたはサブシステム・インターフェース
(SSI) が誤ったリターン・コードを返し、それがレジスター 15 に入れ
られています。

有効なリターン・コードは以下のとおりです。

v 0 - 要求はサブシステムによって処理されました。

v 4 - サブシステムは、要求された機能をサポートしていません。

v 8 - サブシステムは存在しますが、起動されていません。

v C - サブシステムが存在しません。

無効なリターン・コードは以下のとおりです。

v 10 - 機能が完了していません - 破滅的エラーです

– SSOB が使用不可能です (たとえば、SSOB ポインターが無効)

– SSIB が使用不可能です (たとえば、SSIB ポインターが無効)

– JES が異常終了または他の大きなエラーを検出しました

注: ほとんどの場合、リターン・コード 10 を伴う 0BA 異常終了に
先立って、別のエラー (通常は異常終了) が発生しています。こ
の場合には、0BA は無視し、先行するエラー (または異常終了)

を検索しなおして解決してください。先行する異常終了が見付か
らない場合は、logrec データ・セットに何か書き込まれていない
か調べてください。

v 14 - 論理エラー

– SSOB ブロック ID が ″SSOB″ ではない

– SSOB の長さが無効

– SSIB ブロック ID が ″SSIB″ ではない

– SSIB の長さが無効

v 上にリストした値以外のすべての値。
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注: サブシステムが要求を処理するために使用可能になっていなければ
ならない場合には、’0’ が唯一の有効なリターン・コードと見なされ
ます。

システムの処置: 開始タスク制御プログラムでは、コマンドが
START、MOUNT または LOGON の場合、システムはメッセージ
IEE824I を出し、START、MOUNT、または LOGON タスクを終了させ
ます。 イニシエーターでは、システムはメッセージ IEF187I を出し、
ジョブを終了させます。システムは Logrec データ・セットエラー・レ
コードを書き込みます。システムは SVC ダンプを書き込むこともあり
ます。

オペレーターの応答: コマンドを再入力してください。コマンドが再び
失敗した場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプ (入手可能
な場合) および Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示して
ください。

発行元: マスター・スケジューラーまたはイニシエーター・ターミネー
ター

0BB

説明: ジョブ・ステップの初期設定時あるいは START または LOGON

コマンドの処理時に、イニシエーターが、ジョブ・ステップ・タスク、
開始タスク、または LOGON タスクを生成するために ATTACH マクロ
を出しました。この ATTACH が失敗しました。

システムの処置: ジョブ、START、または LOGON の障害が原因で、
イニシエーターが異常終了しました。レジスター 15 に、ATTACH から
のリターン・コードが入っています。

オペレーターの応答: コマンドを再試行してください。問題が繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプと Logrec

データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

0BD

説明: マスター・トレースを開始、変更、または終了するための
TRACE コマンドの処理中に、マスター・トレース処理用のパラメータ
ー・リストが誤っていること、または取得できないことを、システムが
検出しました。

システムの処置: システムは、マスター・トレースを終了させます。マ
スター・トレース機能の状況は変化しません。システムはメッセージを
出し、ダンプを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプおよびメッセー
ジを提示してください。

発行元: マスター・スケジューラー

0BE

説明: マスター・トレースを開始、変更、または終了するための
TRACE コマンドの処理中に、システムが、仮想記憶域を解放するよう
に要求しました。しかし、この要求が失敗しました。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v マスター・トレース処理を終了させる。

v メッセージ IEE480I または IEE481I を出す。

v マスター・トレース機能の状況を記述するメッセージ IEE839I を出
す。

v ダンプを書き込む。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプおよびメッセー
ジを提示してください。

発行元: マスター・スケジューラー

0BF

説明: リカバリーの試行時に、マスター・トレースが失敗しました。

システムの処置: システムは、マスター・トレース処理を終了させま
す。システムは、マスター・トレースの状況を記述するために、メッセ
ージ IEE480I または IEE481I を出します。システムはダンプを書き込
みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプを提示してくだ
さい。

発行元: マスター・スケジューラー

0Cx

説明: プログラム割り込みが発生しましたが、このタイプの割り込みに
対処するためのルーチンが指定されていませんでした。エラー状態の場
合に命令が処理を停止する方法を理解するには、ESA 解説書 にある命
令の説明を参照してください。

この完了コードの最後の桁は、プログラム割り込みの原因を示す 16 進
数です。システム完了コード X'0Cx' にはそれぞれ理由コードがありま
す。ほとんどの場合、その理由コードは最後の桁と同じ数字です。ただ
し、X'0C4' には、いくつかの理由コードがあります。

コード 説明

0C1 演算例外。理由コードは 1 です。

0C2 特権命令例外。理由コードは 2 です。

0C3 実行例外。理由コードは 3 です。

0C4 以下の例外のいずれかが発生しました。

4 記憶保護例外。実行中のプログラムがアクセスし
ようとしているストレージ域のキーが、実行中の
プログラムのキーと異なっています。実行中のプ
ログラムのキーは、PSW キー・フィールドから
入手できます。ストレージ域のキーは、IPCS

LIST サブコマンドを使用して入手できます。プ
ログラマーは、プログラムを正しいキーで実行し
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ているかどうか、あるいはストレージ・アドレス
が正しくセットアップされているかどうか調べて
ください。

プログラムが、PGSER PROTECT サービスで保
護されているページ、または読み取り専用目的で
IARVSERV サービスによって共用されるものと
して定義されているページを参照したときに、記
憶保護例外が発生した可能性があります。

10 セグメント変換例外。このエラーの原因は、次の
いずれかです。

v 使用不可で実行されていたプログラムがストレ
ージを参照しようとしたが、そのストレージに
関するページ・テーブルがページアウトされて
いた。このエラーを訂正するには、使用不可で
実行されていたプログラムがストレージを参照
する前に、そのストレージをページ固定してく
ださい。

v プログラムが、取得されていないストレージを
参照しようとした。このエラーを訂正するに
は、ストレージを参照する前に、それを割り振
ってください。

v サブスペース内で実行されていたプログラム
が、エラー発生時にはそのサブスペースでアク
セス不能であったストレージを参照しようとし
た。このエラーを訂正するには、サブスペース
内で実行されていたプログラムが、そのサブス
ペースに割り当てられたストレージ、またはす
べてのサブスペースで参照できるストレージだ
けを参照するようにしてください。

11 ページ変換例外。このエラーの原因は、次のいず
れかです。

v 使用不可で実行されていたプログラムがストレ
ージを参照しようとしたが、そのストレージが
ページアウトされていた。このエラーを訂正す
るには、使用不可で実行されていたプログラム
がストレージを参照する前に、そのストレージ
をページ固定してください。

v プログラムが、取得されていないストレージを
参照しようとした。このエラーを訂正するに
は、ストレージを参照する前に、それを割り振
ってください。

v サブスペース内で実行されていたプログラム
が、エラー発生時にはそのサブスペースでアク
セス不能であったストレージを参照しようとし
た。このエラーを訂正するには、サブスペース
内で実行されていたプログラムが、そのサブス
ペースに割り当てられたストレージ、またはす
べてのサブスペースで参照できるストレージだ
けを参照するようにしてください。

v SMS 異常終了。理由コードは X'12C' です。

0C5 アドレッシング例外。理由コードは 5 です。

0C6 指定例外。理由コードは 6 です。

0C7 データ例外。どのようなデータ例外コードの場合も、理由コ
ードが SDWA (システム診断作業域) のフィールド
SDWADXC に入っています。

0C8 固定小数点オーバーフロー例外。理由コードは 8 です。

0C9 固定小数点除算例外。理由コードは 9 です。

0CA 10 進オーバーフロー例外。理由コードは A です。

0CB 10 進除算例外。理由コードは B です。

0CC 指数オーバーフロー例外。理由コードは C です。

0CD 指数アンダーフロー例外。理由コードは D です。

0CE 有効数字例外。理由コードは E です。

0CF 浮動小数点除算例外。理由コードは F です。

システムの処置: 割り込みに対処するためのリカバリー・ルーチンが用
意されていない限り、システムはタスクを異常終了させます。ハードウ
ェア処置については、ESA 解説書 に解説されています。

システム・プログラマーの応答: 問題プログラムと制御プログラムのど
ちらにエラーがあるのかを判別してください。

問題プログラムにエラーがある場合は、それを訂正し、ジョブ・ステッ
プを再実行してください。

発行元: 監視プログラム制御

0D2

説明: プログラム・チェックが発生しました。割り込みコードは、変換
指定エラーを示す X'12' です。このエラーは、制御レジスター 0 また
は 1、セグメント・テーブル、またはページ・テーブルにある誤ったデ
ータが原因で発生しました。誤ったデータは、以下の理由で生じまし
た。
v ハードウェア・エラー
v キー 0 で実行されているプログラムによる損傷

変換指定エラーに関する詳細は、ESA 解説書 を参照してください。

システムの処置: システムは、プログラム・チェックが発生したタスク
を終了させようとします。変換の問題が原因でタスクを終了できない場
合は、システムはアドレス・スペースを終了させようとします。これに
失敗すると、システムは割り込み禁止待ち状態 (たとえば、待ち状態
X'014') に入ります。

プログラマーの応答: エラーを訂正してください。プログラムを再実行
してください。

発行元: 監視プログラム制御

0D3

説明: プログラム・チェックが発生しました。割り込みコードは、特殊
な操作エラーを示す X'13' です。特殊な操作エラーに関する詳細は、
ESA 解説書 を参照してください。

システムの処置: システムは、プログラム・チェックが発生したタスク
を異常終了させます。

プログラマーの応答: プログラムで、2 次モードで PC を出していな
いか調べてください。システム・マスク設定 (SSM) 命令を取り除いて
ください。この命令はシステムで無効です。

発行元: 監視プログラム制御

0D4

説明: プログラムが、プログラム呼び出し (PC)、プログラム戻り
(PR)、プログラム転送 (PT)、またはストレージ・アドレス・レジスター
設定 (SSAR) 命令を出しました。命令の処理時に、アドレス・スペース
番号 (ASN) 変換指定例外が発生しました。ASN 変換例外は、アドレ
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ス・スペース ID (ASID) 変換例外とも呼ばれます。プログラム割り込み
コードは X'17' です。アドレス・スペース第 1 テーブル (AFT) または
アドレス・スペース第 2 テーブル (AST) に、誤ったデータが入ってい
ます。

システムの処置: システムは、PC、PR、PT、または SSAR 命令を出し
たプログラムを異常終了させます。システムは、SVC ダンプまたは
Logrec データ・セット・エラー・レコード、あるいはその両方を書き込
みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正が見付からなかった場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、以下のものを提示してください。

v SVC ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコード (制御
レジスター 3 、4、および 14 が入っています)。

v 問題が発生したときに PC/AUTH が処理していた命令。

この命令を判別するには、システム・トレース・テーブルの最下部か
ら調べ始めて、*PGM 017 項目までを逆にたどってください。さら
に、そこから最初の PC、PT、または SSAR 項目 (障害発生時に処理
されていた命令です) までを逆にたどってください。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

0D5

説明: プログラムが、クロス・メモリー・アクセスのために、Program

Call (PC)、Program Return (PR)、Program Transfer (PT) または Set

Storage Address Register (SSAR) 命令を出しました。以下のいずれかが
発生しました。

v アドレス・スペース第 1 テーブル索引 (AFX) の変換例外 (プログラ
ム割り込みコード X'20') が発生しました。アドレス・スペース ID

(ASID) に対応するアドレス・スペース第 1 テーブル (AFT) 内の値
が無効です。該当するアドレス・スペースが存在しないか、またはシ
ステムがそのアドレス・スペースをスワップアウトしました。

v アドレス・スペース第 2 テーブル索引 (ASX) の変換例外 (プログラ
ム割り込みコード X'21') が発生しました。ASID に対応するアドレ
ス・スペース第 2 テーブル (AST) 内の値が無効です。該当するアド
レス・スペースが存在しないか、またはシステムがそのアドレス・ス
ペースをスワップアウトしました。

v クロス・メモリー・アクセスを、スワップ可能なアドレス・スペース
に対して行おうとしました。これは、MVS のクロス・メモリー・ア
クセス・プロトコルに違反します。

システムの処置: プログラム割り込みコードが X'20' または X'21' の場
合、システムは AFT 内のエラーを訂正しようとします。システムは、
PC、PR、PT または SSAR マクロを出したプログラムを異常終了させ
ます。

エラーの原因が、スワップ可能なアドレス・スペースに対して進行して
いるクロス・メモリー入出力である場合、システムは、入出力の完了を
待っているプログラムを異常終了させます。システムは、アドレス・ス
ペースのスワップアウトを継続します。

エラーの原因が、スワップ可能なアドレス・スペースに対する誤ったク
ロス・メモリー参照である場合、システムはそのアドレス・スペースを
異常終了させます。たとえば、論理的にスワップされているアドレス・
スペース内に、追加のページを固定しようとすると、システムは、その
論理的にスワップされているアドレス・スペースを終了させます。

システム・プログラマーの応答:

v プログラム割り込みコード X'20' または X'21' の場合 :

クロス・メモリー・サービスを確立した PC/AUTH マクロに問題
がないか調べてください。問題があれば、それを訂正してくださ
い。
障害のあるプログラムに、汎用レジスター 3、4、または 14 を変
更するようなロジックがないか調べてください。
問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。

v スワップ可能なアドレス・スペースに対するクロス・メモリー・アク
セスが原因の場合:

クロス・メモリー・サービスを提供しているアドレス・スペース
がスワップ不能であることを確認してください。
問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、SVC ダンプを提示してください。

発行元: 以下のいずれかです。
v 実記憶マネージャー (RSM)

v プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

0D6

説明: プログラムが、誤った PC 番号を指定したプログラム呼び出し
(PC) 命令を出しました。16 進数の理由コードまたは割り込みコードが
エラーを説明しています。

コード 説明

00 PC 命令に指定されている PC 番号が未定義です。

コード 説明

22 リンケージ索引 (LX) の変換例外が発生しました。プログラ
ム割り込みコードは X'22' です。

23 項目テーブル (EX) の変換例外が発生しました。プログラム
割り込みコードは X'23' です。

システムの処置: システムは、PC 命令を出したプログラムを異常終了
させます。システムは ABEND ダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 障害のあるプログラムで使用している
クロス・メモリー・サービスを確立した PC/AUTH マクロに問題がない
か調べてください。

理由コードが X'00' の場合、レジスター 14 は、PC 命令の後にある次
の命令を指しています。レジスター 14 のビット 31 は、PC 命令が出
されたときの PSW 問題プログラム状態ビットです。レジスター
0、2、5 ～ 11、および 13 の内容は、PC 命令が出されたときにそれぞ
れのレジスターに入っていた値です。

問題が見付からない場合、または問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

0D7

説明: システムが Program Return (PR)、Program Transfer (PT) または
Set Storage Address Register (SSAR) 命令を処理しているときに、以下
の問題が発生しました。

v プログラムが PT 命令を出しましたが、基本権限例外が発生しまし
た。1 次アドレス・スペースが、ターゲット・アドレス・スペースに
対して PT 命令を出すことを許可されていません。
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以下のいずれかです。

– 許可索引 (AX) が、ターゲット・アドレス・スペースの許可テーブ
ル (AT) 内のエレメントの数より多い。

– ターゲット・アドレス・スペースの AT で P ビットがオフになっ
ている。プログラム割り込みコードは X'24' です。

v プログラムが SSAR 命令を出しましたが、2 次権限例外が発生しま
した。1 次アドレス・スペースが、ターゲット・アドレス・スペース
に対して SSAR 命令を出すことを許可されていません。

以下のいずれかです。

– AX が、ターゲット・アドレス・スペースの AT 内のエレメント
の数より多い。

– ターゲット・アドレス・スペースの AT で S ビットがオフになっ
ている。プログラム割り込みコードは X'25' です。

v プログラムが PR 命令を出しましたが、2 次権限例外が発生しまし
た。1 次アドレス・スペースが、ターゲット・アドレス・スペースに
対して PR 命令を出すことを許可されていません。

以下のいずれかです。

– AX が、ターゲット・アドレス・スペースの AT 内のエレメント
の数より多い。

– ターゲット・アドレス・スペースの AT で S ビットがオフになっ
ている。プログラム割り込みコードは X'25' です。

システムの処置: システムは、PR、PT、または SSAR 命令を出したプ
ログラムを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: このエラーは、クロス・メモリー環境
に関係するアドレス・スペースが終了した場合に発生することがありま
す。そのアドレス・スペースがまだアクティブである場合は、障害のあ
るプログラムで使用しているクロス・メモリー・サービスを確立した
PC/AUTH マクロに問題がないか調べてください。

問題が見付からない場合、または問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

0D8

説明: スペース切り替え例外が発生しました。プログラムが、Program

Call (PC)、Program Return (PR)、または Program Transfer (PT) 命令を
出しましたが、ターゲット・アドレス・スペース内のクロス・メモリ
ー・リソース所有権タスクは終了しています。ターゲット・アドレス・
スペースが、PC または PT 命令を出したプログラムのホーム・アドレ
ス・スペースではありません。プログラム割り込みコードは X'1C' で
す。

システムの処置: システムは、PC、PR、または PT 命令を出したプロ
グラムを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 障害のあるプログラムで使用している
クロス・メモリー・サービスを確立した PC/AUTH マクロに問題がない
か調べてください。プログラムに問題があれば、それを訂正し、プログ
ラムを再実行依頼してください。

問題が見付からない場合、または問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)

0D9

説明: 以下のシステム・エラーのいずれかが発生しました。

v ハードウェア障害が原因でプログラム・チェックが発生しました。

v ストレージ・キー 0 で実行されているプログラムが原因でデータが
損傷を受けました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

0DA

説明: プログラムが Program Call (PC) 命令を出しましたが、PC 変換
指定例外が発生しました。プログラム割り込みコードは X'1F' です。

リンケージ・テーブル (LT) または項目テーブル (ET) のどちらかに、
誤ったデータが入っています。この問題は、アプリケーション・プログ
ラムのエラーまたはシステム・プログラムのエラーのどちらかであると
考えられます。

システムの処置: システムは、PC 命令を出したプログラムを異常終了
させます。システムは、この異常終了に関する SVC ダンプを書き込む
場合があります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから依頼された場合は、
SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手してください。以下のよう
に、障害のあるプログラムのアドレス・スペースを、ASIDLIST パラメ
ーター内の最初のアドレス・スペース ID (ASID) として指定してくださ
い。

SLIP SET,ID=C0DA,COMP0DA,ACTION=SVCD,ASIDLIST=(02),END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. PC ルーチンのアドレッシング・モードを調べてください。24 ビッ
トのアドレッシング・モードの場合は、アドレスのビット 1 ～ 7 に
無関係なデータが入っていないことを確認してください。

2. SVC ダンプが書き込まれていれば、それを入手してください。ダン
プが作成されなかった場合でも、問題を再現できれば、SLIP トラッ
プを設定してダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。

3. SVC ダンプで、以下のようにして、障害発生時に処理されていた
PC 命令の PC 番号を判別してください。

a. システム・トレース・テーブルの最下部から調べ始めて、*PGM

01F 項目までを逆にたどってください。

b. さらに、そこから最初の PC 項目までを逆にたどってください。
そこで見付かった PC 項目が、処理されていた命令に関する PC

項目です。PC 番号は UNIQUE-1 欄に入っています。

4. 障害のある PC 命令が、インストール先で用意したプログラム内の
ETCRE または ETCON マクロのためのものであれば、問題を修正す
るために以下の情報を入手してください。
v ETCRE マクロへの入力
v ETDEF マクロのパラメーター (使用している場合)

5. 障害のある PC 命令が IBM モジュール内にある場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、該当するモジュールを担当している構成グループに
連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示してください。

発行元: プログラム呼び出し / 許可 (PC/AUTH)
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0DB

説明: プログラム・チェックが検出されました。割り込みコード X‘15’

(オペランド例外) が発生しました。

システムの処置: タスクは終了します。

プログラマーの応答: これはシステム・エラーです。ジョブを再実行し
てください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、JCL、ジョブのプログラム・
リスト、および問題に関連するすべての印刷出力と出力データ・セット
を提示してください。

失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを入手してください。ジョ
ブ・ステップの JCL に ABEND ダンプ用の DD ステートメントが入っ
ていない場合は、以下のいずれかを追加してから、ジョブ・ステップを
再実行してください。対話式問題制御システム (IPCS) を使用してダン
プを分析およびフォーマット設定するつもりである場合は、
SYSMDUMP DD ステートメントを使用してください。

SYSABEND DD ステートメント
SYSMDUMP DD ステートメント
SYSUDUMP DD ステートメント

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

0DC

説明: リカバリー終了マネージャー (RTM) が、機能リカバリー・ルー
チン (FRR) スタックを処理しているときに、リカバリー不能エラーを検
出しました。RTM は、以下の場合にこの異常終了を出します。

v 別の異常終了を処理しているときに、問題を検出した場合。

v アドレス・スペースまたはシステムにとって重要な制御ブロック内
で、クリティカル・フィールドがオーバーレイされていることを検出
した場合。この種の制御ブロックには、以下のものがあります。
– アドレス・スペース制御ブロック (ASCB)

– 拡張状況ブロック (XSB)

– 要求ブロック (RB)

– タスク制御ブロック (TCB)

RTM はアドレス・スペースを終了させます。この異常終了コードは、
終了したアドレス・スペースの ASCB の ASCBMCC フィールドに入っ
ているほか、メッセージ IEF402I にも示されます。

ASCB の ASCBARC フィールドおよびメッセージ IEF402I に示される
16 進数の理由コードが、エラーを説明しています。

コード 説明

04 RTM FRR 処理がリカバリー不能エラーを検出して、アドレ
ス・スペースを異常終了させた後で、RTM リカバリーが制
御を受け取りました。

08 FRR で扱われない RTM FRR 処理が、回復不能エラーを検
出しました。RTM のデフォルト・リカバリーが制御を受け
取り、アドレス・スペースを異常終了させました。

0C 2 次レベル割り込みハンドラー (SLIH) の処理中に、RTM

が現行 TCB の TCBTCBID フィールドで誤った値を検出し
ました。RTM のリカバリーが制御を受け取り、アドレス・
スペースを異常終了させました。

10 SLIH の処理中に、RTM が TCBRBP フィールド内で 0 を

検出しました。RTM のリカバリーが制御を受け取り、アド
レス・スペースを異常終了させました。

システムの処置: システムは、アドレス・スペースを異常終了させ、終
了したアドレス・スペースの ASCB に異常終了コードと理由コードを
入れた上で、メッセージ IEF402I を出します。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. メッセージ IEF402I または ASCB の ASCBARC フィールドから、
理由コードを入手してください。

2. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

0E0

説明: プログラム・チェックが発生しました。16 進数の割り込みコー
ドは、次のとおりです。

コード 説明

1D 平方根例外が発生しました。

1E 非正規化オペランド例外が発生しました。

28 アクセス・リスト入り口トークン (ALET) 内の予約ビット位
置がゼロ以外でした。

29 ALET が、無効なアクセス・リスト入り口 (ALE) を指定し
ました。

2A ALET が、以前に削除された ALE を指定しました。

2B ALE が無効なデータ・スペースを指定したか、またはアク
セス・リスト上のアドレス・スペースに関する ASTE 妥当
性検査があるかのいずれかです。

2C ALE が、アドレス・スペース第 2 テーブル項目 (ASTE) 内
のシーケンス番号を参照しています。このシーケンス番号
が、ALE 内の番号に等しくありません。

2D 専用 ALE が指定されていますが、現行の拡張許可索引
(EAX) はターゲット・アドレス・スペースに対して許可され
ていません。

30 リンケージ・スタックがいっぱいのときに、スタッキング命
令が出されました。

31 リンケージ・スタックが空のときに、アンスタッキング命令
(PR または EREG など) が出されました。

32 リンケージ・スタック指定割り込みが発生しました。

33 ハードウェアまたはアンスタッキング操作が、無効なリンケ
ージ・スタック項目 (LSE) タイプを検出しました。

34 アンスタック抑止ビットがセットされているリンケージ・ス
タック項目に対して、Program Return (PR) 命令が出されま
した。システムは、リンケージ・スタック項目内にこのビッ
トをセットすることにより、SVC ルーチンが自身でスタッ
クに追加していない項目をアンスタックすることのないよう
にします。

nnn 予期しない割り込みコードです。原因としては、MVS のレ
ベルがハードウェアに対して正しいものでないことが考えら
れます。

システムの処置: 割り込みに対処するためのリカバリーがタスクに用意
されていない限り、システムは、プログラム・チェックが発生したタス
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クを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・
レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=0E0,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v 理由コードが X'30' の場合は、プログラムが各項目をリンケージ・ス
タックに不適切に追加したかどうかを判別してください。たとえば、
BAKR を無意識のうちに何度も実行すると、リンケージ・スタックが
いっぱいになる可能性があります。プログラムが各項目をリンケー
ジ・スタックに不適切に追加していない場合には、LSEXPAND マク
ロを使用してリンケージ・スタックのサイズを増やしてください。

v 理由コードが X'32' または X'33' の場合は、ESA 解説書 を参照して
ください。

v 上記以外の理由コードの場合は、問題プログラムまたはシステムのど
ちらにエラーがあるのかを判別してください。問題プログラムにエラ
ーがある場合は、それを訂正し、ジョブ・ステップを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. プログラム・チェックに関して Logrec データ・セット・エラー・レ
コードが書き込まれなかった場合は、SLIP トラップを設定して SVC

ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してください。

2. エラー発生時のプログラム状況ワード (PSW) を見てください。PSW

内のアドレスを使用して、X'0E0' プログラム・チェックが発生した
モジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。入手可能であれば、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

0E1

説明: 仮想入出力 (VIO) データ・セットに対して最初の EXCP を処理
しているときに、エラーが検出されました。レジスター 15 に、16 進数
の理由コードが入っています。

コード 説明

2xx RSM が、仮想トラック・バッファーまたは DSPCT マップ
に ‘ヌルを割り当てる’ ことができませんでした。xx は次の
とおりです。

xx 説明

04 割り当て (移入) エラーが発生しました。
VCBVSA フィールドで識別されているページが
使用不可です。

08 書き込み (移出) エラーが発生しました。
VCBVSA フィールドで識別されているページ
は、実記憶装置に固定されており、補助記憶装置
のデータ・セットに書き込むことはできません。

0C 要求が誤っています。割り当てまたは書き込み要
求ではありませんでした。

10 VCBVSA フィールドで識別されているページ

は、以前の読み取り要求によって実記憶装置に入
ったものではないため、またはページ内のデータ
が変更されていないため、データ・セットに書き
込まれません。

20 VCBVSA フィールドで識別されているページ
は、VCBLPID フィールド内の LPID 以外の
LPID に属しています。

40 VCBVSA フィールド内の仮想記憶アドレスが誤
っています。VCBVSA フィールドで識別されて
いるページに対して、GETMAIN マクロが出され
ませんでした。

80 割り当てエラーが発生しました。VCBVSA フィ
ールドで識別されているページは、以前に読み込
まれたものですが、現行の読み取り (割り当て)

操作の前に、移出要求またはヌル移出要求によっ
て切断されていませんでした。

3xx 補助記憶マネージャー (ASM) が、この VIO データ・セッ
トの論理グループを割り当てることができませんでした。xx

は次のとおりです。

xx 説明

1C 以下のいずれかが発生しました。

v ASM が、要求を処理するためのストレージを
取得できなかった。

v 要求された最大相対ページ番号が大きすぎるた
め、ASM が論理グループを割り当てることが
できなかった。

システムの処置: 入力パラメーター・リスト (IDAVOP1)、DSPCT ヘッ
ダー (IDAVBPH)、および SWA が SYS1.DUMP データ・セットにダン
プされます。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0E2

説明: 再始動後に VIO データ・セットに対して最初の EXCP を処理
しているときに、エラーが検出されました。レジスター 15 に、以下に
示す 16 進数の理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明

2xx RSM が、仮想トラック・バッファーまたは DSPCT マップ
に ‘ヌルを割り当てる’ ことができませんでした。xx の説明
については、コード 0E1 を参照してください。

システムの処置: 入力パラメーター・リスト (IDAVOP1)、DSPCT ヘッ
ダー (IDAVBPH)、および SWA が SYS1.DUMP データ・セットにダン
プされます。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
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繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0E3

説明: VIO データ・セットを処理しているときに、エラーが発生しま
した。レジスター 15 に、以下に示す 16 進数の理由コードのいずれか
が入っています。

コード 説明

004 誤った RBA が VBP に渡されました。このエラー・コード
の原因として次のことが考えられます。(1) DEB に指定され
ているエクステント記述が、仮想データ・セット制御ブロッ
ク (VDSCB) で記述されているとおりの割り振り済みエクス
テントの範囲に収まっていない。(2) ボリューム上のフォー
マット 1 DSCB を読み取るために EXCP を出した。

2xx RSM が、仮想トラック・バッファー内のページの割り当て
または移出を実行できませんでした。xx の説明について
は、コード 0E1 を参照してください。

システムの処置: 以下のものが、SYS1.DUMP データ・セットにダンプ
されます。
v 入力パラメーター・リスト (IDABUFC)

v DSPCT ヘッダー (IDAVBPH)

v SWA

v LSQA

v 領域 (場合による)

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0E4

説明: VIO データ・セットをスクラッチしようとしたときに、エラー
が発生しました。

レジスター 15 に、以下に示す 16 進数の理由コードのいずれかが入っ
ています。

コード 説明

3xx ASM が、このデータ・セットの論理グループを解放できま
せんでした。xx は次のとおりです。

xx 説明

04 LGN が誤っています。

1C 要求を処理するためのストレージを取得できませ
ん。

20 補助記憶マネージャー制御域 (ACA) に、誤った
命令コードが与えられています。

28 LGN の指定時に誤った ID タイプが指定されて
います。’s’ タイプ記号は必須です。

システムの処置: DSPCT ヘッダーが SYS1.DUMPxx データ・セットに
ダンプされます。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0E5

説明: VIO データ・セットから、仮想トラック・バッファーを切断で
きませんでした。

レジスター 15 に、以下に示す 16 進数の理由コードのいずれかが入っ
ています。

コード 説明

2xx RSM が、仮想トラック・バッファー内のページを移出
(‘MOVE OUT’) できませんでした。xx の説明については、
コード 0E1 を参照してください。

システムの処置: DSPCT ヘッダーおよび SWA が SYS1.DUMP デー
タ・セットにダンプされます。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0E6

説明: すでにスクラッチされている VIO データ・セットを処理するこ
とはできません。

システムの処置: VDSCB (IDDVDSCB) が SYS1.DUMP データ・セッ
トにダンプされます。

プログラマーの応答: スクラッチされているデータ・セットにアクセス
してはなりません。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp
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0E7

説明: ステップの終わりまたはチェックポイントで DSPCT ヘッダー
(IDAVBPH) をジャーナル記録しているときに、エラーが発生しまし
た。レジスター 15 に、以下に示す 16 進数の理由コードのいずれかが
入っています。

コード 説明

2xx RSM が、仮想トラック・バッファー内のページの割り当て
(ASSIGN) または移出 (MOVE OUT) を実行できませんでし
た。xx の説明については、コード 0E1 を参照してくださ
い。

3xx ASM が、このデータ・セットの論理グループを ’SAVE’ (保
管) できませんでした。xx は次のとおりです。

xx 説明

04 LGN が誤っています。

14 VIO ジャーナリング・データ・セットへの書き込
み中に、回復不能エラーが発生しました。

1C 要求を処理するためのストレージを取得できませ
ん。

20 補助記憶マネージャー制御域 (ACA) に、誤った
命令コードが与えられています。

2C 不確定なエラーが発生しました。

システムの処置: DSPCT ヘッダー (IDAVBPH) および SWA が
SYS1.DUMP データ・セットにダンプされます。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0E8

説明: システムまたはジョブ・ステップ・タスクの異常障害の後で、ジ
ョブのために VIO データ・セットを処理しているときに、エラーが発
生しました。レジスター 15 に、以下に示す 16 進数の理由コードのい
ずれかが入っています。

コード 説明

3xx ASM が、このデータ・セットの論理グループを解放できま
せんでした。xx の説明については、コード 0E4 を参照して
ください。

システムの処置: 入力パラメーター・リスト (RMPL) および ASCB が
SYS1.DUMP データ・セットにダンプされます。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と

Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

0F0

説明: システムがマシン・チェック割り込みを処理しようとしました
が、機能リカバリー・ルーチン (FRR) スタックがアクティブのときにエ
ラーが発生しました。

システムの処置: システムはエラー・メッセージを出します。システム
は SVC ダンプを書き込みます。システムは、マシン・チェック割り込
みが発生したときに実行されていたタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

0F1

説明: セキュリティー要求を処理しているときに、JES3 が予期しない
リターン・コードを受け取りました。レジスター 15 に、エラーのタイ
プを示す 16 進数の理由コードが入っています。

理由コードが X'01、02、03、04、または 07' の場合は、次のとおりで
す。

v レジスター 5 に、エラーが検出された場所を示すモジュール
IATGRSC 内のオフセットが入っています。

v レジスター 6 に、論理 IATXSEC 索引 (セキュリティー要求が出さ
れたときに進行中だった処理のタイプを示します) が入っています。

v レジスター 8 に、セキュリティー検査パラメーター・リストのアド
レスが入っています。

コード 説明

01 IATUX58 出口が、誤ったリターン・コードをレジスター 2

に入れて返しました。

02 システム許可機能 (SAF) が、誤ったリターン・コードをレ
ジスター 2 に入れて返しました。レジスター 3 にセキュリ
ティー製品のリターン・コードが入っており、レジスター 4

にセキュリティー製品の理由コードが入っています。

03 IATUX59 出口が、誤ったリターン・コードをレジスター 2

に入れて返しました。

04 IATGRSC モジュールが、このリターン・コードを返して、
呼び出し側のリカバリー・ルーチンに入るようにしました。

05 システムが、SYSIN データ・セットを作成する許可を求める
セキュリティー要求を拒否しました。

06 システムが、SYSOUT データ・セットを作成する許可を求め
るセキュリティー要求を拒否しました。

07 オペレーターへの複数行書き込みテキスト抽出サービス
(IEAVM703) が、非ゼロのリターン・コードをレジスター 2

に入れて返しました。レジスター 3 に理由コードが入って
います。

08 JES3 セキュリティー・サブタスクが、誤った入力を受け取
りました。

09 モジュール IATISEN 内の SAF 呼び出しから、予期しない
リターン・コードが返されました。

システムの処置: セキュリティー要求の処理は終了します。

オペレーターの応答: アドレス・スペースのダンプを要求し、関連する
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すべての印刷出力を保管してから、システム・プログラマーに連絡して
ください。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をとってくださ
い。
v 理由コードが X'01' の場合は、インストール・システム出口

IATUX58 で、有効なリターン・コードをコーディングしてくださ
い。

v 理由コードが X'03' の場合は、インストール・システム出口
IATUX59 で、有効なリターン・コードをコーディングしてくださ
い。

v 理由コードが X'02、04、05、06、07、08' の場合は、IBM サポート・
センターに連絡してください。

発行元: JES3

0F2

説明: システムが入出力割り込みを処理しているときに、エラーが発生
しました。入出力リカバリー・ルーチンが失敗しました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

0F3

説明: ハード・マシン・チェック割り込みが発生しました。

システムの処置: システムは、マシン・チェック割り込みが発生したと
きに実行されていたタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 外部記憶装置上のデータがまだ有効な場合は、ジ
ョブ・ステップを再実行してください。データが無効の場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

0F4

説明: DFSMSdfp サポートでエラーが発生しました。

システムの処置: ABEND エラーが発生する前に、リターン・コードが
汎用レジスター 15 に入れられ、理由コードが汎用レジスター 0 に入れ
られました。障害が IGWSPZAP 内で発生した (レジスター 15 に 10

が入っている) のでない限り、SVC ダンプがとられました。DFSMSdfp

リカバリー・ルーチンは、障害のあるモジュールがその呼び出し側に制
御を返すことができるように、再試行します。

プログラマーの応答: システム・エラーです。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: この異常終了についての問題判別情報
を参照してください。

問題判別: プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合
は、この異常終了に関連する logrec レコードを探してください。その
logrec レコード内で、異常終了のリターン・コードおよび理由コードを
探してください。リターン・コードと理由コードの説明については、

OS/390 DFSMSdfp Diagnosis Reference を参照してください。リターン・
コードも理由コードも見付からない場合は、問題報告データベースを検
索して、問題の修正を探してください。修正が存在しない場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。その際には、JCL、ジョブの
SYSOUT 出力、および Logrec データ・セットエラー・レコードを提示
してください。

発行元: DFSMSdfp

検出するモジュール: 多くのモジュール。

0F6

説明: 汎用トレース機能 (GTF) のために SETEVENT マクロを処理し
ているときに、エラーが発生しました。レジスター 15 に、エラーを説
明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 SETEVENT マクロを出した側が、許可プログラム機能
(APF) による許可を得ていないか、保護キー 0 ～ 7 で実行
されていないか、または監視プログラム状態にありませんで
した。

04 SETEVENT に渡されたパラメーター・リストが誤っていま
した。

08 モニター呼び出しキュー・エレメント (MCQE) の誤ったア
ドレスが SETEVENT に渡されました。

0C SETEVENT に渡されたアドレスにある MCQE が、要求さ
れた機能に対して誤っています。

20 SETEVENT への以下の呼び出しがありました。

v 既存のイベント・ディレクトリーにエレメントを追加しよ
うとする呼び出し。

v 結果として複数の MCQE ができてしまう呼び出し。

システムの処置: システムはメッセージおよびダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: インストール先で用意したプログラム
が SETEVENT を出している場合は、そのプログラムが許可されている
ことを確認してください。理由コードで指摘されたエラーを訂正してく
ださい。ジョブを再実行してください。

IBM 提供プログラムが SETEVENT を出している場合は、問題に関連し
たすべての印刷出力と出力データ・セットを収集してください。問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際
には、ジョブの SYSOUT 出力およびダンプを提示してください。

発行元: 汎用トレース機能 (GTF)

0F7

説明: システムが、JES2 コンポーネントの特定ユーザー環境
(HASCxxxx) ロード・モジュールで、重大エラー条件を検出しました。
ABEND マクロの REASON パラメーターに、このエラーを詳しく説明
する 16 進数の理由コードが示されます。システムは、この異常終了に
関連した 16 進数の理由コードを Logrec データ・セット・レコードに
記録します。

コード 説明

00 サブシステム・インターフェース (SSI) 機能が、未処理の
ESTAE リカバリー・プログラムを取り消すことができませ
んでした。原因としては、TCB リカバリー・エレメント
($TRE) 制御ブロック内の TRETOKEN フィールドが、SSI
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機能の実行時にオーバーレイされたことが考えられます。こ
の理由コードには、‘UNABLE TO CANCEL ESTAE’ という
テキストが関連付けられています。

04 タスクが、2 つの異なるサブシステム・ジョブ・ブロック
(SJB) のロックを獲得しようとしました。1 つのタスクがロ
ックできる SJB は、一度に 1 つだけです。この理由コード
には、‘ATTEMPT MADE TO LOCK TWO SJBS AT ONCE’

というテキストが関連付けられています。

08 共通ストレージ域 (CSA) のセルをセル・プールに戻そうと
しているときに、$FRECEL ルーチンが以下のエラー条件の
いずれかを検出しました。
v 戻されるセルのオフセット 0 に、有効なセル制御エレメ
ント (CCE) アドレスがない。

v 戻されるセルが、割り振られていない。

戻されるセルの最初の 4 バイト、またはそのセルに関連し
た CCE のどちらかで、ストレージがオーバーレイされてい
ます。この理由コードには、‘INVALID/UNCLAIMED CELL

ADDRESS’ というテキストが関連付けられています。

0C 機能サブシステムまたは機能サブシステム・アプリケーショ
ン (FSS/FSA) の切断時に、GETMAIN が、パラメーター・
リスト用にサブプール 230 からストレージを取得すること
ができませんでした。この理由コードには、‘DISCONNECT

DENIED-- GETMAIN FAILURE’ というテキストが関連付け
られています。

10 ジョブ終了 SSI 機能で、最後の入出力テーブル (IOT) をス
プールに書き込めませんでした。この理由コードには、
‘UNABLE TO WRITE FINAL IOT CHAIN’ というテキスト
が関連付けられています。

14 ジョブ終了 SSI が、実行バッチ・モニター (joblet) の制御の
もとでのジョブのための処理を終了させようとしたときに、
ジョブ・ジャーナル用の PDDB を見付けることができませ
んでした。(PDDB は、スプール・データ・セットを定義す
る制御ブロックです。) このため、ジョブ終了 SSI は、
joblet 関連のスプール・データ・セットを、次の joblet で再
使用できるようにヌル化することができませんでした。この
理由コードには、‘UNABLE TO FIND JOB JOURNAL

PDDB’ というテキストが関連付けられています。

18 共通ストレージ $RETURN サービスは、現行の保管域に関
連した前の保管域のアドレスが存在しないことを判別しまし
た。このため、このサービスは、正しい位置へ戻ることがで
きませんでした。この理由コードには、‘NO PREVIOUS

SAVE AREA FOUND’ というテキストが関連付けられてい
ます。

1C JES2 出口作動機能は、出口が FSS アセンブリー環境から呼
び出されていることを判別しました。しかし、出口作動機能
は、出口用の HFCT 制御ブロックのアドレスをロードしよ
うとしたときに、アドレス・スペースが正しく初期設定され
ていないことを検出しました。この理由コードには、
‘ASXBJSVT DOES NOT CONTAIN FSVT ADDRESS’ とい
うテキストが関連付けられています。

20 ジョブ終了ルーチンが、ジョブ制御テーブル (JCT) をスプー
ルに書き込もうとしたときに、ゼロ以外のリターン・コード
を受け取りました。原因としては、以下のいずれかが考えら
れます。
v 入出力エラー。
v JCT ストレージがオーバーレイされた。

この理由コードには、‘UNABLE TO WRITE JCT’ というテ
キストが関連付けられています。

24 呼び出し側が、サブシステム・ジョブ・ブロック (SJB) のロ
ックを保持せずに、アドレス・スペース相互間の通信を逐次
化するジョブ通信キュー・ロック ($SVJLOK) を取得しよう
としました。この理由コードには、‘$SVJ LOCK REQUEST

FAILED’ というテキストが関連付けられています。

28 TCB が、SJB ロックが保持されていたときに発生した異常
終了についてダンプを作成しているときに、SJB ロックの保
持者を優先使用しようとしました。この理由コードには、
‘UNABLE TO OBTAIN SJB LOCK’ というテキストが関連
付けられています。

2C サービス要求ブロック (SRB) 作業域用のストレージを取得
できませんでした。この理由コードには、‘HASCDSS DATA

SPACE SERVICES FAILURE’ というテキストが関連付けら
れています。

30 CREATE および DELETE 以外の機能で、HASCDSS に入り
ました。この理由コードには、‘HASCDSS DATA SPACE

SERVICES FAILURE’ というテキストが関連付けられていま
す。

34 BLOCKS パラメーターに与えられた値が、負またはゼロで
した。この理由コードには、‘HASCDSS DATA SPACE

SERVICES FAILURE’ というテキストが関連付けられていま
す。

38 RMTR EXIT リカバリー処理に入りました。この理由コード
には、‘HASCDSS DATA SPACE SERVICES FAILURE’ と
いうテキストが関連付けられています。

3C FRR リカバリー処理に入りました。この理由コードには、
‘HASCDSS DATA SPACE SERVICES FAILURE’ というテ
キストが関連付けられています。

40 MVS マクロ DSPSERV が失敗しました。この理由コードに
は、‘HASCDSS DATA SPACE SERVICES FAILURE’ とい
うテキストが関連付けられています。

44 MVS マクロ ALESERV が失敗しました。この理由コードに
は、‘HASCDSS DATA SPACE SERVICES FAILURE’ とい
うテキストが関連付けられています。

48 データ・スペースを所有することになるアドレス・スペース
のアドレス・スペース制御ブロック (ASCB) が、現行の
ASCB と異なっています。この理由コードには、‘HASCDSS

DATA SPACE SERVICES FAILURE’ というテキストが関連
付けられています。

4C $DSWA バージョン番号が誤っています。この理由コードに
は、‘HASCDSS DATA SPACE SERVICES FAILURE’ とい
うテキストが関連付けられています。

50 JES2 SAVE/RETURN サービスがエラーを検出しました。こ
の理由コードには、‘CALLER ADDRESS ARRAY FILLED

UP’ というテキストが関連付けられています。

54 JES2 SAVE/RETURN サービスがエラーを検出しました。こ
の理由コードには、‘NO ENTRY IN CALLER ADDRESS

ARRAY’ というテキストが関連付けられています。

58 JES2 SAVE/RETURN サービスがエラーを検出しました。こ
の理由コードには、‘$RETURN - SAVE AREA HAS

IMPROPER FORMAT’ というテキストが関連付けられてい
ます。
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5C JES2 SAVE/RETURN サービスがエラーを検出しました。こ
の理由コードには、‘ENTERED $SSIEND WITH AN

OUTSTANDING $SAVE’ というテキストが関連付けられて
います。

60 JES2 が、スケジューラー JCL 機能要求を処理しているとき
にエラーを検出しました。この理由コードには、’SJF

SERVICE REQUEST FAILED’ というテキストが関連付けら
れています。

64 JES2 が、SYSOUT をグループ化しているときにエラーを検
出しました。この理由コードには、‘INVALID GROUPING

STRINGS OBJECT’ というテキストが関連付けられていま
す。

68 JES2 が、SYSOUT をグループ化しているときにエラーを検
出しました。この理由コードには、’SWBTUREQ RETRIEVE

ERROR’ というテキストが関連付けられています。

6C JES2 が、SYSOUT をグループ化しているときにエラーを検
出しました。この理由コードには、‘INVALID STORAGE

BLOCK POINTER’ というテキストが関連付けられていま
す。

70 JES2 が、SYSOUT をグループ化しているときにエラーを検
出しました。この理由コードには、’SJFREQ KEYLIST

ERROR’ というテキストが関連付けられています。

74 JES2 が、総称グループ化トークンを構築しているときにエ
ラーを検出しました。この理由コードには、‘UNEXPECTED

NUMBER OF SWBIT BUFFERS’ というテキストが関連付け
られています。

78 JES2 SAVE/RETURN サービスがエラーを検出しました。こ
の理由コードには、‘ENTERED $SSIEND WITH AN

OUTSTANDING $ESTAE’ というテキストが関連付けられて
います。

7C JES2 が、$SJB をロック解除しているときにエラーを検出し
ました。この理由コードには、’SJB UNLOCK NOT BY

LOCK HOLDER’ というテキストが関連付けられています。

80 JES2 が、ストレージ・バッファーを解放しているときにエ
ラーを検出しました。この理由コードには、‘NOT ALL

PROTECTED BUFFERS $FREEBUFED’ というテキストが関
連付けられています。

84 $GETHP サービスが、タスク制御ブロック・リカバリー・エ
レメント ($TRE) を解放しているときにエラーを検出しまし
た。この理由コードには、‘$GETHP ERROR - ATTEMPTED

TO FREE THE TRE’ というテキストが関連付けられていま
す。

88 FRETRE サービスが、セル・プール・チェーン内でループを
検出しました。

8C GETTRE サービスが、$TRE セル・プール・チェーン内でエ
ラーを検出しました。この理由コードには、‘GETTRE

ERROR’ というテキストが関連付けられています。

90 システムが、JES2 トレース・テーブル項目を逐次化してい
るときに障害を検出しました。この理由コードには、
‘$TRACER Trace Table ENQ Error’ というテキストが関連付
けられています。

98 CSECT HASCRQUE 内のルーチンが、誤った入力パラメー
ターを検出しました。

9C 誤ったリソース番号が $$POST マクロに渡されました。

A0 JES2 が、矛盾する一時保護バッファー・ポインターを検出
しました。

A4 JES2 が SVJ ロックの ENQ を要求しましたが、予期しない
リターン・コードを受け取りました。レジスター 2 に、
ENQ からのリターン・コードが入っています。

A8 JES2 が SJB で問題を検出しました。SJB が、予期したキュ
ーにありません。レジスター 10 に、SJB アドレスが入って
います。

AC JES2 が SJB で問題を検出しました。SJBQUEUE フィール
ドが無効です。レジスター 10 に、SJB アドレスが入ってい
ます。

B0 JES2 が SJB で問題を検出しました。SJB が、SJBQUEUE

で指定されているキューにありません。レジスター 10 に、
SJB アドレスが入っています。

B4 JES2 が SJB で問題を検出しました。SJB が、SJBQUEUE

で指定されているキューにありません。レジスター 10 に、
SJB アドレスが入っています。

B8 回復不能な入出力エラーの後で、JES2 は、チャネル終了処
理が不適切な入出力再駆動要求を出したことを検出しまし
た。この理由コードには、INTERNAL ERROR IN

CHANNEL END PROCESSING というテキストが関連付け
られています。

BC JES2 が、SJB キューの再構築中に問題を検出しました。
$HAVT が誤っているか、または再構築ルーチンに入った時
点で SVJ ロックが保持されていませんでした。

C0 SJBRQ の呼び出し側が、SJB を別のジョブ通信キューに移
動させようとしましたが、SVJ ロックを保持していませんで
した。

C4 無効な SAPID ポインターが SSS2 (SAPI, IAZSSS2) SSOB

拡張に渡されました。

C8 SSS2 (SAPI, IAZSSS2) SSOB 拡張で、ゼロでなければなら
ないフィールドがゼロではありませんでした。

CC GETDS/SAPI 要求で、SJF 要求エラーが発生しました。

D4 JES2 が $CPOOL ACTION=GET 要求を処理するために
MVS サービスを呼び出したときに、MVS セル・プール・サ
ービスが非ゼロのリターン・コードを返しました。この理由
コードには、‘$CPOOL ACTION=GET FAILED TO

ALLOCATE THE CELL’ というテキストが関連付けられて
います。

D8 JES2 が $CPOOL ACTION=FREE 要求を処理するために
MVS サービスを呼び出したときに、MVS セル・プール・サ
ービスが非ゼロのリターン・コードを返しました。この理由
コードには、‘$CPOOL ACTION=FREE FAILED TO FREE

THE CELL’ というテキストが関連付けられています。

DC JES2 が、PSO SSI 要求を処理しているときに、$PSO 制御
ブロックにエラーがあることを検出しました。この理由コー
ドには、’$PSO NOT VALID’ というテキストが関連付けら
れています。

システムの処置: SSI 機能が $ERROR を行った場合は、システムはダ
ンプを作成します (ただし、ダンプ分析重複回避機能 (DAE) によってダ
ンプが抑止されている場合は、ダンプは作成されません)。また、SSI 機
能の呼び出し側は、戻り時に災害時エラー表示を受け取ります。上記以
外の場合は、システムはプログラムを異常終了させます。

プログラマーの応答: この異常終了に関連した理由コードに応じて、以

100 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



下の処置のいずれかを行ってください。

コード 応答

00 タスク制御ブロック・リカバリー・エレメント ($TRE) 制御
ブロックが正しくアドレッシングされたかどうか、およびこ
の制御ブロックがオーバーレイされたかどうか調べてくださ
い。

04 SJB のロックを獲得しようとする前に、別の SJB のロック
を解放したことを確認してください。

08 セル のオフセット 0 が有効な CCE を指していること、お
よびセルが割り振られていることを確認してください。

0C サブプール 230 を使いきってしまった原因を調べてくださ
い。エラーを訂正してください。

10 IOT チェーンを書き込もうとしたときに $CBIO が失敗した
原因を調べてください。$CBIO のリターン・コードに関する
説明については、OS/390 JES2 マクロ を参照してくださ
い。

14 PDDB が見付からない原因を調べてください。エラーを訂正
してください。この異常終了の場合、SSI ESTAE リカバリ
ー・プログラムはアクティブでないことに注意してくださ
い。これは、ジョブを終了させるための呼び出しが
HASCHAM アセンブリー・モジュールから出されているた
めです。

18 保管域がオーバーレイされたかどうか判別してください。オ
ーバーレイされていない場合は、呼び出し側が $RETSAVE

マクロを出すつもりだったのかどうかを判別し、$RETSAVE

マクロにエラーがあれば、それを訂正してください。

1C 以下の条件が満たされていることを確認してください。
v $EXIT 呼び出しを出したアセンブリー・モジュールが、

$MODULE ステートメントに指定された正しい ENVIRON

パラメーターでアセンブルされている。
v $EXIT 呼び出しの前に、FSS アドレス・スペースが完全
に初期設定されている。

20 IOT チェーンを書き込もうとしたときに $CBIO が失敗した
原因を調べてください。$CBIO のリターン・コードに関する
説明については、OS/390 JES2 マクロ を参照してくださ
い。

24 $SVJLOK を取得しようとする前に、呼び出し側が SJB ロッ
クを保持していることを確認してください。

28 $SJBLOCK ルーチンの呼び出し側を判別してください。プロ
グラミング・サポート担当員に連絡してください。

2C ～ DC

IBM サポート・センターに連絡して、援助を依頼してくださ
い。

0F8

説明: Supervisor Call (SVC) 命令を出した側が、SVC を出すための正
しいモードにありませんでした。RTM2WA データ域の RTM2CRC フィ
ールドに入っている 16 進数の理由コードが、エラーを説明していま
す。

コード 説明

04 出した側がタスク制御ブロック (TCB) モード以外のモード
でした。

08 出した側がロックを保持していました。

0C 出した側が使用不可でした。

10 出した側がクロス・メモリー・モードでした。

14 出した側が SETFRR マクロに EUT=YES を指定して、使用
可能ロック解除タスク (EUT) モードの機能リカバリー・ル
ーチン (FRR) を設定していました。

18 出した側が、アクセス・レジスター (AR) アドレス・スペー
ス制御モードにありました。このエラーは、AR アドレス・
スペース制御モードでは出せない SVC にだけ適用されま
す。

1C 出した側が、SVC マイクロコード援助命令の使用を許可さ
れていません。

システムの処置: システムは、SVC を出したプログラムを異常終了さ
せます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き
込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,ENABLE,COMP=0F8,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時に Logrec データ・セット・エラー・レコードが書き込ま
れなかった場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手す
るようにオペレーターに依頼してください。

2. 以下の方法のいずれかで、異常終了が発生したアドレス・スペースを
識別してください。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードで、アドレス・スペー
スのアドレス・スペース ID (ASID) を見付ける。

v システム・トレースで、異常終了 X'0F8' に関する SVCE D 項目
から ASID を入手する。

3. エラー発生時のプログラム状況ワード (PSW) アドレスを使って、異
常終了したモジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、以下のように診断を継続してくださ
い。
– 理由コードが X'08' の場合は、ステップ 4 に進んでください。
– X’08’ 以外の理由コードの場合は、ステップ 5 に進んでくださ
い。

4. 理由コードが X'08' の場合は、SVC を出した側がどのロックを保持
していたかを調べてください。SVC ダンプをまだ入手していない場
合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するようにオペ
レーターに依頼してください。システム・トレースで、完了コード
X'0F8' に関する SVCE D 項目を調べてください。その PSACLHS

欄には、エラー発生時の現行ロック保持ストリングが入っています。

接頭部保管域 (PSA) にある PSACLHS フィールドを使って、エラー
発生時にどのロックが保持されていたかを調べてください。

5. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
理由コードが X'08' の場合、ステップ 4 で調べた保持しているロッ
クの名前を検索引き数に入れてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。入手可能であれば、
SVC ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを提
示してください。

発行元: 監視プログラム制御
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0F9

説明: システムが Supervisor Call (SVC) 命令を処理するために、スー
パーバイザー要求ブロック (SVRB) を取得または解放しようとしたとき
に、エラーが発生しました。これは、プログラム内のエラーと考えられ
ますが、異常終了したプログラムに必ずしも原因があるとは限りませ
ん。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 ローカル・システム・キュー域 (LSQA) を使い果たしまし
た。そのため、アドレス・スペースで SVC 命令を受け取る
ために SVRB スペースを使用することができません。この
問題は、SVC を出したプログラム内のループによって発生
したものと考えられます。

04 SVRB は解放されていますが、システムはその SVRB を、
SVRB プールに属しているものとして識別できませんでし
た。

08 タイプ 2、3、または 4 の SVC ルーチンは終了しました
が、フィールド RBSID の SVRB 内のデータが無効でし
た。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは、実行されているプログラムを異常終了
させます。

理由コードが X'08' の場合は、システムは Logrec データ・セット・エ
ラー・レコードを書き込みます。 VRA に記録されるデータ項目の 1

つが、返される SVC の番号です。システムは、実行中のプログラムを
異常終了させません。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 理由コードが X'00' の場合は、ジョブの JCL JOB または EXEC ス
テートメントの REGION パラメーターを検査してください。
REGION パラメーターで極端に大きな専用ストレージを割り振って
いるために、LSQA として使用できるストレージが不足しているこ
とが考えられます。その場合は、REGION パラメーターの値を小さ
くしてください。

2. 理由コードが X'04' の場合は、IBM サポート・センターで監視プロ
グラム制御を担当している構成グループに連絡してください。その際
には、Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してくださ
い。

3. ジョブの REGION パラメーターが妥当であると判断した場合、異常
終了 X'0F9' で、理由コード X'00' の原因を診断するには、完全な
SVC ダンプが必要です。A=SVCD の異常終了 X'0F9' の SLIP は、
完全な SVC ダンプを生成せず、かつ異常終了 X'0F9' は、異常終了
X'878' または X'80A' の後に起こる場合が多いので、有効な SVC ダ
ンプを取るために、以下の 2 つの SLIP を設定する必要がありま
す。

SLIP SET,C=878,A=SVCD,J=failingjob,END
SLIP SET,C=80A,A=SVCD,J=failingjob,END

4. 理由コードが X'08' の場合、SVC ルーチンは、SVRB 内の SCB を
変更しないように更新する必要があります。問題を SVC ルーチンの
所有者に報告してください。

発行元: 監視プログラム制御

0FB

説明: 変換例外が発生しました。システムが、制御レジスター 0 で誤
った値を検出しました。

システムの処置: システムは、エラーが発生したプログラムを異常終了
させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコードを書
き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=0FB,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、SLIP トラップ
を設定して SVC ダンプを入手するように、オペレーターに依頼してく
ださい。IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
SVC ダンプを提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・
セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

0FC

説明: プログラムが、そのプログラムのホーム・アドレス・スペース以
外のアドレス・スペースにあるデータを参照しました。そのアドレス・
スペースに、以下のいずれかがあります。

v 動的アドレス変換 (DAT) テーブル内の誤ったデータ。

v 誤ったセグメント・テーブル起点 (STO) アドレス。

このエラーは、システム内のものであると考えられます。

システムの処置: システムは、プログラムを異常終了させ、アドレス・
スペースを終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

0FD

説明: タイプ 6 の SVC ルーチンが、クロス・メモリー・サービス要
求ブロック (SRB) をスケジュールするために T6EXIT マクロを出しま
したが、SRBASCB アドレスが現行のメモリー・アドレスと異なってい
ます。これは、SVC ルーチン内のエラーであると考えられます。

システムの処置: システムは、T6EXIT マクロを出したプログラムを異
常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=0FD,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレー
ターに依頼してください。

2. システム・トレースで、異常終了 X'0FD' に関する *RCVY 項目を
見付けてください。この異常終了に関する *RCVY 項目より前にあ
る SVC D 以外の SVC 項目を見付けてください。この項目の PSW

ADDR 欄にあるアドレスを記録しておいてください。

3. PSW 内のアドレスを使って、T6EXIT マクロを出したモジュールを
識別してください。
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v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM モジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターで該当するモジュールを担当している構成グル
ープに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示すると
ともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラー・レ
コードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

0FE

説明: RMF がシステムの状態に関するデータを抽出しているときに、
エラーが検出されました。

システムの処置: RMF 測定値収集はすべて終了します。RMF の復元
を試行することができます。復元に成功すれば、元のオプションの制御
下で RMF が継続されることもあります。復元に失敗した場合、RMF

は終了します。

システムは、失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを書き込みま
す。

システム・プログラマーの応答:

失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを入手してください。ジョ
ブ・ステップの JCL に ABEND ダンプ用の DD ステートメントが入っ
ていない場合は、以下のステートメントのいずれかを追加した上で、ジ
ョブ・ステップを再実行してください。

SYSABEND DD ステートメント
SYSMDUMP DD ステートメント
SYSUDUMP DD ステートメント

対話式問題制御システム (IPCS) を使用してダンプを分析およびフォー
マット設定するつもりである場合は、SYSMDUMP DD ステートメント
を使用してください。

Logrec データ・セット・エラー・レコードを入手してください。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに問題を報告してくだ
さい。

発行元: 資源測定機能 (RMF)

0FF

説明: DATOFF 長文字移動 (MVCL) 命令の処理中に、システムがエラ
ーを検出しました。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理
由コードが入っています。

コード 説明

04 DATOFF に与えられた索引が範囲外です。

システムの処置: システムは、この命令を出したプログラムを異常終了
させます。

発行元: 監視プログラム制御
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説明: WAIT マクロの処理中に、問題プログラムがイベント制御ブロッ
ク (ECB) の数より多くのイベントを指定していることが検出されまし
た。

システムの処置: システムは、WAIT マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: 指定されているイベントが、ECB の数と同じか
それより小さくなるように変更してください。イベントの指定が正しい
場合は、その指定が誤って変更されていないか確認してください。エラ
ーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: タスク管理

102

説明: POST マクロの処理中に、システムがイベント制御ブロック
(ECB) の誤ったアドレスを検出しました。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 呼び出し側のキーにある POST マクロに関する誤った ECB

があります。すなわち、呼び出し側のキーがストレージ保護
キーと一致していません。

04 クロス・メモリー POST (XMPOST) マクロに関する誤った
ECB があります。

08 問題プログラムが、誤った ECB アドレスを渡しました。

0C 呼び出し側が、XMPOST に関する誤った ECB アドレスを
渡しました。

システムの処置: システムは、POST マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: 指定された ECB アドレスが有効な仮想記憶アド
レスであること、およびそのアドレスが誤って変更されていないことを
確認してください。また、POST マクロを出すプログラムが、ECB の更
新が可能なストレージ保護キーを持っていることを確認してください。
エラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: タスク管理

104

説明: システムが EU、LU、または VU 形式の GETMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。GETMAIN で、使用
可能な中央記憶装置より多くの中央記憶装置を必要とする仮想記憶域を
要求しました。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールド
に、エラーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 システム・キュー域 (SQA) サブプールでのスペース要求を
満たすのに使用できる中央記憶装置がありません。

08 固定共通サービス域 (CSA) サブプールでのスペース要求を
満たすのに使用できる中央記憶装置がありません。
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0C ローカル・システム・キュー域 (LSQA) サブプールでのスペ
ース要求を満たすのに使用できる中央記憶装置がありませ
ん。

1C システムが、LSQA サブプールを求める要求を満たすことが
できませんでした。取得する区域を記述しているセグメント
のページ・テーブルが、ページアウトされていました。

20 システムが、許可専用記憶域サブプールを求める要求を満た
すことができませんでした。取得する区域を記述しているセ
グメントのページ・テーブルが、ページアウトされていまし
た。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは、現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 呼び出しプログラムで要求している中央記憶装置
が大きすぎないか確認してください。

システムがこの異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 中央記憶装置の所要量を大きくする方
法については、インストール手順を参照してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

106

説明: LINK(X)、LOAD、ATTACH(X)、または XCTL(X) マクロの処理
中に、エラーが発生しました。

制御プログラムが、要求されたプログラムを仮想記憶域に取り出そうと
したときに、エラーを検出しました。レジスター 15 に、エラーを識別
するリターン・コードが入っています。一緒に出されるメッセージ
CSV011I を見て、理由コードを判別してください。

コード 説明

0B FETCH 処理中にエラーが発生したか、または、FETCH 処理
の結果として制御を受け取るルーチンのどれかでエラーが発
生しました。

0C モジュールまたは制御ブロック用のストレージを取得するた
めに FETCH で使用できるストレージが、十分にありませ
ん。

コード 説明

04 DATD 用のストレージがありません。

08 データ・エクステント・ブロック (DEB) 用のス
トレージがありません。

0C 入出力監視プログラム・ブロック (IOSB) 用のス
トレージがありません。

10 EXLIST 用のストレージがありません。

14 モジュール用のストレージがありません。

18 ストレージを固定することができません。

0D 制御プログラムが、ロード・モジュール内で誤ったレコー
ド・タイプを検出しました。

0E 制御プログラムが、ロード・モジュール内で誤ったアドレス
を検出しました。

コード 説明

20 TTR の変換のエラーです。以下のいずれかが発
生しました。

v あるジョブが DISP=SHR を指定してデータ・
セットをオープンし、別のジョブがそのデー
タ・セットを更新したため、データ・セット内
のエクステントが増加しました。

v アプリケーション・プログラムでエラーが発生
しました (たとえば、構築リンク・リスト
(BLDL) を用いて 1 つの DCB からディレク
トリー項目を取り出して、その項目と別の
DCB を LOAD または LINK マクロに渡した
とき)。

24 ブロックがモジュールの外部にあります。

28 アドレス定数の位置が誤っています。

0F 訂正不能な入出力エラーが発生したか、あるいは、ロード・
モジュール内のエラーによって、チャネル・プログラムで障
害が起きました。データ・セット・エラーの説明について
は、一緒に出される IEW メッセージを参照してください。

コード 説明

40 PDS での入出力エラー。

44 仮想 DS でのエラー。

48 シーク・アドレスがエクステントの外部にありま
す。

4C プログラム制御割り込み (PCI) の論理エラーの可
能性があります。

10 制御プログラムが、ロード・モジュール内で再配置エラーを
検出しました。

28 FETCH 処理中に、内部エラーが発生しました。

システムの処置: マクロに ERRET が指定されていなければ、タスクは
終了します。システムはメッセージ CSV011I を出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

プログラマーの応答: リターン・コードに応じて、次のようにします。

v X'0C' の場合は、理由コードに応じて次のようにします。

– 理由コードが X'14' の場合は、領域サイズを大きくします。

– 理由コードが X'04'、X'08'、または X'10' のいずれかである場合
は、領域サイズの縮小を試みます。問題が繰り返し発生する場合
は、システム・プログラマーに連絡してください。

v X'0D'、または X'0E' (理由コードが X'24' または X'28') の場合は、ロ
ード・モジュールが変更されなかったことを確認してください (変更
されると無効になります)。ロード・モジュールが有効である場合は、
システム・プログラマーに連絡してください。

v X'0E' (理由コードが X'20') の場合、別のジョブがデータ・セットのエ
クステントを更新したためにエラーが発生した場合には、そのジョブ
を再始動してエクステント・リストを更新してください (LINKLIST

でエラーが発生した場合は、システムを IPL して問題を修正するこ
とが必要になります)。

システム・プログラマーの応答: リターン・コードに応じて、次のよう
にします。

v X'0F' の場合は、ジョブを再実行依頼してください。その後、テープ
出力、MODE=EXT、および TIME=YES を指定して START GTF コ
マンドを入力するように、オペレーターに指示してください。さら
に、メッセージ AHL100A に TRACE=IO と応答することをオペレー
ターに指示してください。

IPCS GTFDATA サブコマンドを使って、出力をフォーマット設定し
てください。
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v X'0B'、X'0D'、X'0E' (理由コードが X'24' または X'28')、X'28' の場
合、または問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを
検索して、その問題に関する修正を見付けてください。修正が存在し
ない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

10A

説明: システムが R 形式の GETMAIN マクロを処理しようとしたと
きに、エラーが発生しました。GETMAIN は、現在使用可能な中央記憶
装置より多くの中央記憶装置を必要とする仮想記憶域を要求しました。
システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 システム・キュー域 (SQA) サブプールでのスペース要求を
満たすのに使用できる中央記憶装置がありません。

08 固定共通サービス域 (CSA) サブプールでのスペース要求を
満たすのに使用できる中央記憶装置がありません。

0C ローカル・システム・キュー域 (LSQA) サブプールでのスペ
ース要求を満たすのに使用できる中央記憶装置がありませ
ん。

1C システムが、LSQA サブプールを求める要求を満たすことが
できませんでした。取得する区域を記述しているセグメント
のページ・テーブルが、ページアウトされていました。

20 システムが、許可専用記憶域サブプールを求める要求を満た
すことができませんでした。取得する区域を記述しているセ
グメントのページ・テーブルが、ページアウトされていまし
た。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは、現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 呼び出しプログラムで要求している中央記憶装置
が大きすぎないか確認してください。

システムがこの異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 中央記憶装置の所要量を大きくする方
法については、インストール手順を参照してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

10B

説明: タイマー監視が、TIME マクロの入力パラメーターでエラーを検
出しました。

システムの処置: システムは SVC ダンプをとります。

システム・プログラマーの応答: CLK 項目内のプログラム状況ワード
(PSW) のアドレスを使って、呼び出し側を識別してください。以下のい
ずれかの処置をとります。

v 呼び出し側がインストール先で用意したプログラムである場合は、
TIME マクロのパラメーターを検査してください。MIC または STCK

を指定している場合、アドレスで指定されている区域が、呼び出し側
のストレージ保護キーを持たなければなりません。

v 呼び出し側が IBM 提供のプログラムである場合は、問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。

v PSW に呼び出し側のアドレスが入っていない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: タイマー監視

10D

説明: ジョブ・ステップ・タスクが異常終了しましたが、そのジョブ・
ステップ・タスクには、MC (ステップの完了が必須) の状況を持つサブ
タスクがありました。この完了コードは、ジョブ・ステップ・タスクに
おいてのみ見付かります。

システムの処置: システムはこのサブタスクを異常終了させます。シス
テムは、この問題に関するメッセージをジョブ・ログに送ります。

システム・プログラマーの応答: 以下の中で、異常終了したサブタスク
を生成したタスクに関する異常終了コードを見付けてください。

v ジョブ・ログ内のメッセージ

v LOGREC データ・セット・エラー・レコード

v サブタスクを生成したタスクのタスク制御ブロック (TCB) の
TCBCMP フィールド (ダンプを入手できた場合)

サブタスクを生成したタスクに存在する元の異常終了を診断してくださ
い。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

10E

説明: プログラムが SPIE マクロを出しました。このマクロで、プログ
ラム割り込み制御域 (PICA) の誤ったアドレスを指定しました。

システムの処置: システムは、この問題に関するメッセージをジョブ・
ログに送ります。システムはこのプログラムを異常終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=10E,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v プログラムがインストール先で用意したコードである場合は、PICA

のアドレスを訂正してください。

v プログラムが IBM 提供のコードである場合は、問題報告データベー
スを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場
合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、以
下のものを提示してください。
– ジョブ・ログからのメッセージ
– ABEND ダンプまたは SVC ダンプ
– ジョブのアセンブリー・リスト
– ジョブの JCL

– ジョブのプログラム・リスト

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

110

説明: システムが PURGE マクロを処理しているときに、このマクロ
のパラメーター・リストを処理しようとして、エラーが発生しました。

システムの処置: システムは、PURGE マクロを出したプログラムを異
常終了させます。

プログラマーの応答: PURGE マクロ内の除去パラメーター・リストへ
のポインターを訂正してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)
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112

説明: BLDL または FIND マクロ命令によって、SVC 18 に誤った入
力が渡されました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ
IEC908I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレ
ジスター 15 に入っているリターン・コードの説明については、メッセ
ージ IEC908I の説明を参照してください。

システムの処置: リターン・コードが 13 および 14 の場合は、DCB

が GTF トレース・データ・セットに書き込まれました。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: BLDL または FIND マクロ命令を訂正してくだ
さい。リターン・コードが 03、13、04、および 14 の場合は、DCB (特
に、DCBEBAD および DCBPOINT フィールド) がオーバーレイされて
いないか確認してください。プログラムを再コンパイルしてから、ジョ
ブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

113

説明: OPEN マクロ命令または TYPE=J オペランドを指定した OPEN

マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。このシステム完了コー
ドと一緒に、メッセージ IEC142I が出されます。終了したタスクに関す
る詳しい情報、およびレジスター 15 に入っているリターン・コード
(メッセージ・テキスト内の rc) の説明については、メッセージ IEC142I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC142I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

115

説明: SVC 21 (STOW) の処理中に、エラーが発生しました。DCB が
有効な DEB を指していないか、または DEB から逆に DCB にたどる
ことができません。

システムの処置: STOW タスク・リカバリー・ルーチンを呼び出す試
みが失敗しました。

プログラマーの応答: SVC 21 を呼び出す前のレジスター 1 に正しい

DCB アドレスが入っていること、および DCB がオープンされたあと
でオーバーレイされていないことを確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

117

説明: TYPE=T オペランドを指定した BSAM CLOSE マクロ命令の処
理中に、エラーが発生しました。このシステム完了コードと一緒に、メ
ッセージ IEC218I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、
およびレジスター 15 に入っているリターン・コード (メッセージ・テ
キスト内の rc) の説明については、メッセージ IEC218I の説明を参照し
てください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC218I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

118

説明: DEVTYPE (SVC 24) に、誤ったパラメーターが渡されました。
このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC912I が出されます。
終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に入ってい
るリターン・コードの説明については、メッセージ IEC912I の説明を参
照してください。

プログラマーの応答: DEVTYPE マクロ命令を訂正し、プログラムを再
コンパイルした上で、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

119

説明: SVC 25 に、誤った入力が渡されました。このシステム完了コー
ドと一緒に、メッセージ IEC914I が出されます。終了したタスクに関す
る詳しい情報、およびレジスター 15 に入っているリターン・コードの
説明については、メッセージ IEC914I の説明を参照してください。

システムの処置: リターン・コードが 12 および 13 の場合は、DCB

が GTF トレース・データ・セットに書き込まれます。リターン・コー
ドが 14 の場合は、DCB と IOB の両方が書き込まれます。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。
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TRACE=SYS,USR,SLIP

エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: ユーザーのプログラムで、エラー・コードで示さ
れた DCB および IOB のフィールドをオーバーレイしていないか確認
してください。エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行して
ください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

11A

説明: ユーザー提供の OS/VS CAMLST 作業域に保管しようとして、
エラーが発生しました。

システムの処置: ユーザー提供の作業域の保護キーとユーザーの保護キ
ーが一致していないため、SVC 26 は記憶保護チェックを受け取りまし
た。

プログラマーの応答: OS/VS LOCATE パラメーター・リスト内のポイ
ンター (LOCATE 作業域を指す) を訂正してから、ジョブ・ステップを
再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

121

説明: モジュールが入出力アクティビティーを停止させようとして、レ
ジスター 1 の低位ビットをオフにセットして IOHALT マクロを出しま
した。

システムの処置: システムは、IOHALT マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: IOHALT マクロを出したプログラムを変更し
て、レジスター 1 の低位ビットをオンにセットするようにしてくださ
い。

システム・プログラマーの応答: IOHALT マクロがシステム・コード
内部で出されている場合は、問題報告データベースを検索して、この問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

122

説明: オペレーターがジョブを取り消して、ダンプを要求しました。

システムの処置: システムはジョブを終了させます。システムは、取り
消されたジョブ・ステップの SYSABEND、SYSMDUMP、または
SYSUDUMP の DD ステートメントで記述されたデータ・セットにダン
プを書き込みます。

プログラマーの応答: オペレーターがジョブを取り消した理由を調べて
ください。エラーを訂正してください。ジョブを再実行依頼してくださ
い。

発行元: マスター・スケジューラー

128

説明: EXTRACT マクロの処理中に、システムが、要求側のフィールド
を保持するためのリストの誤ったアドレスを検出しました。リストの開
始アドレスがフルワード境界を定義していないか、または、リストの最
初および最後が、ジョブ・ステップに割り当てられたストレージの範囲
内にありません。

マクロの第 1 オペランドが、リストの開始アドレスを指定します。リス
トの長さは、要求されたフィールドの数によって決まります。

システムの処置: システムは、EXTRACT マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロの第 1 オペランドが正しく指定されてい
るか調べてください。また、プログラム・エラーによって、EXTRACT

のマクロ展開が誤って変更されていないか調べてください。エラーを訂
正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

12A

説明: ATTACH マクロの処理中に、システムがエラーを検出しまし
た。このマクロは、GSPV または GSPL オペランドの中で、作成される
サブタスクにサブプールを与えるように指定しました。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 サブタスクを生成するタスクは、このサブプールを所有して
いますが、すでに SHSPV または SHSPL (あるいはその両
方) を使用してこのサブプールを別のサブタスクとの間で共
用しています。タスクは、所有しているサブプールをサブタ
スクとの間で共用している場合は、そのサブプールを別のサ
ブタスクに与えることはできません。

04 指定されたサブプールには、仮想域内データ (DIV) にマッ
プされたストレージが入っています。このようなサブプール
を GSPV または GSPL で指定することはできません。

08 指定されたサブプールには、IARSUBSP マクロの IDENTIFY

パラメーターで指定されたストレージが入っており、しか
も、このストレージはサブスペースへの割り当てに適格で
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す。サブスペースへの割り当てに適格であるサブプールの所
有権を、タスク生成されたサブタスクに渡すことはできませ
ん。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: ATTACH マクロを変更して、SHSPV または
SHSPL オペランドでサブプールを指定してください。エラーを訂正して
ください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

12C

説明: CHAP マクロの処理中に、システムは、優先順位が変更されるサ
ブタスクのタスク制御ブロック (TCB) の誤ったアドレスを検出しまし
た。CHAP マクロの第 2 オペランドは、TCB アドレスが入っているフ
ルワードを指します。

このアドレスが、以下のいずれかの理由で誤っています。

v 有効な TCB アドレスではなかった。

v そのアドレスにある有効な TCB が、マクロを出したタスクのサブタ
スクと関連付けられていなかった。

v アドレスが 4 の倍数でなかった。

v 有効なタスクが異常終了していた。

システムの処置: システムは、CHAP マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: アドレスの指定を変更してください。アドレスの
指定および TCB が、問題プログラムによって誤って変更されないよう
にしてください。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

12D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。オーバーレイ監視プ
ログラムが、その要求に応じようとしたときに、オーバーレイ・セグメ
ント・テーブルのワード 3 および 4 が誤っていることを検出しまし
た。

オーバーレイ・セグメント・テーブルは、オーバーレイ監視プログラム
で使用されます。このテーブルは、ロード・モジュールに常駐し、アプ
リケーション・プログラムと同じストレージ保護キーを持ちます。

注: オーバーレイ・プログラムは、24 ビットのアドレッシング・モード
(31 ビットのアドレッシング・モードではなく) でのみ実行されま
す。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントを指定した場合は、シス
テムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: オーバーレイ・セグメント・テーブルを誤って変
更するようなエラーがないか、プログラムを調べてください。エラーを
訂正してから、再度、プログラムをアセンブル、リンク・エディット、
および実行してください。

発行元: オーバーレイ監視プログ ラム

12E

説明: プログラムが、誤ったパラメーターを指定して TTIMER マクロ
を出しました。

システム・プログラマーの応答: CLK 項目内のプログラム状況ワード
(PSW) のアドレスを使って、呼び出し側を識別してください。以下のい
ずれかの処置をとります。
v 呼び出し側がインストール先で用意したプログラムである場合は、

TIME マクロのパラメーターを検査してください。MIC または STCK

を指定している場合、アドレスで指定されている区域が、呼び出し側
のストレージ保護キーを持たなければなりません。

v 呼び出し側が IBM 提供のプログラムである場合は、問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。

v PSW に呼び出し側のアドレスが入っていない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: タイマー監視

12F

説明: プログラムが、誤ったパラメーターを指定して STIMER マクロ
を出しました。レジスター 15 に、エラーを説明する理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 システムは、STIMER 要求のパラメーターに指定されている
データ域を見付けることができませんでした。

04 TASK タイプの STIMER 要求で、グリニッジ標準時 (GMT)

または現地時刻 (LT または TOD) のパラメーターが指定さ
れました。

0C グリニッジ標準時 (GMT) または現地時刻 (LT または TOD)

パラメーターの値が、24:00:00.00 を超えていました。

10 STIMER サービス・ルーチンは、STIMER マクロのユーザー
指定パラメーターが入っているストレージにアクセスできま
せん。

14 STIMER が、無効な STIMER マクロ・パラメーターを受け
取りました。たとえば、31 ビットのアドレッシング・モー
ドで実行されているプログラムで、MVS/SP 第 2 版または
それ以降の版の STIMER マクロを使用していない場合など
です。

28 要求した時間間隔が大きすぎました。次のいずれかの状況が
生じました。TASK タイプの要求の場合に、要求した
MICVL 時間間隔が X'7FFFFFFFFFFFFFFF' を超えていまし
た。REAL/WAIT タイプの要求の場合に、要求した時間間隔
(BINTVL、DINTVL、MICVL、または TUINTVL) を現行の
TOD クロックの内容に加算すると、X'FFFFFFFFFFFFFFFF'

(2042 年 9 月 17 日に満了となる値) を超えてしまいます。
X'7FFFFFFF' より大きい値が BINTVL として指定されまし
た。

システムの処置: STIMER ルーチンは、以下の情報を提供する調整済み
ダンプを作成します。

v STIMER 要求を出したタスクに関連した制御ブロック。

v STIMER 要求を出したタスクに関連したレジスターの内容。

108 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



v STIMER に渡されたパラメーター・リストが入っている仮想サブプー
ル。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置のいずれかをと
ってください。

コード 説明

00 STIMER 要求にあるデータ域名のスペルを検査してくださ
い。

04 STIMER 要求では、TASK パラメーターを GMT および
TOD パラメーターと一緒に指定してはなりません。

0C GMT または TOD パラメーター (あるいはその両方) を、
2400 より小さい値に変更してください。

14 31 ビットのアドレッシング・モードで実行されているプロ
グラムで、MVS/SP 第 2 版またはそれ以降の版の STIMER

マクロを使用しているか調べてください。

10 呼び出し側のアドレス可能ストレージにパラメーターが入る
ように、パラメーターのアドレスを変更してください。

28 指定した時間間隔が正しくなるようにしてください。

発行元: タイマー監視

130

説明: グローバル・リソース逐次化で、DEQ マクロ命令の処理中にエ
ラーを検出しました。

DEQ マクロ命令で、同じタスクのもとで以前に ENQ マクロ命令によ
って指定されなかったリソースを指定しました。すなわち、プログラム
が、以前に要求していないリリースを解放しようとしました。(DEQ マ
クロ命令で、RET=HAVE オペランドを指定しませんでした。)

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置をとります。
v DEQ マクロ命令の qname または rname オペランドが誤っていない
か調べてください。

v DEQ マクロ命令に RET=HAVE を指定してください。
v DEQ マクロ命令より前に、同一のリソースに対して ENQ マクロ命
令を追加してください。

その後、プログラムを再コンパイルし、再実行してください。

問題が解決されない場合は、以下の処置をとってください。

1. システム・トレースの SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、DEQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または SVC 38 のマッピン
グと照合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装
置制御ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、
UCB のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指していま
す。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

133

説明: 無許可プログラムが SVC ダンプを要求しました。

SDUMP マクロ (SVC 51) によって SVC ダンプを要求する場合、プロ
グラムには以下の要件のいずれかが必要です。

v 許可プログラム機能 (APF) によって許可されていること。

v ストレージ・キーが 0 から 7 であること。

ブランチ命令による進入で SVC ダンプを要求する場合、プログラムに
は以下の要件のいずれかが必要です。

v ストレージ・キーが 0 で、監視プログラム状態にあること。

v 以下のうちのいずれか 1 つに該当すること。

– 呼び出し側が SRB モードにある。

– 呼び出し側がロックを所有している。

– 呼び出し側が使用不可で、PSASUPER ビットがオンにセットされ
ている。

– 呼び出し側が使用可能ロック解除タスク (EUT) モードにある。す
なわち、呼び出し側で、SETFRR マクロに対して EUT=YES を指
定している。

通常、Supervisor Call (SVC) 命令を出せないモジュールは、ブランチ命
令による進入を行って SVC ダンプを要求できます。

システムの処置: システムは、プログラムを異常終了させます。リカバ
リー・ルーチンが使用可能な場合は、そのリカバリー・ルーチンが制御
を受け取ります。SVC ダンプ処理では、メッセージ IEA911E または
IEA611I を出します。このメッセージは、ダンプが完了したか、途中で
終了したかを示します。

システム・プログラマーの応答: 無許可プログラムを使用している場合
は、ABEND ダンプを要求してください。ブランチ命令による進入を誤
って使用している場合は、そのエラーを訂正するか、または SDUMP マ
クロを使用してください。

問題が繰り返し発生する場合、または IBM 提供のプログラムに問題が
ある場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けて
ください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、ジョブのアセンブリー・リストおよびリンケ
ージ・エディター出力を提示してください。

発行元: ダンプ・サービス

135

説明: SVC 53 (BDAM データ・セットに関連したリリースの排他制御
を取得または解放します) に関連した処理の実行中に、エラーが発生し
ました。この SVC のタスク・リカバリー・ルーチンでは、SVC への入
力として必要なすべてのユーザー制御ブロックがユーザーの領域および
キーにあることを判別しました。したがって、このエラーは、どのユー
ザー制御ブロックも原因でないと考えられます。

システムの処置: メッセージ IEC903I が出されます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と、問
題に関連するすべての印刷出力および出力データ・セットを提示してく
ださい。

発行元: DFSMSdfp
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説明: 磁気テープ上のボリュームの終わりで、エラーが発生しました。
このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC022I が出されます。
終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 にあるリタ
ーン・コード (メッセージ・テキスト内の rc) の説明については、メッ
セージ IEC022I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC022I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

138

説明: グローバル・リソース逐次化が、ENQ マクロの処理時に発生し
たエラーを検出しました。次のいずれかに該当します。

1. リソースのリストを指定して、1 つの ENQ マクロ命令を出しまし
た。しかし、そのリスト内に、同一のリソースが 2 度以上現れまし
た。

2. あるリソースに対して ENQ マクロ命令を出した後、DEQ マクロ命
令によってリソースを解放せずに、同一のタスクで同一のリソースに
対して別の ENQ マクロ命令を出しました。このとき、2 番目の
ENQ マクロ命令で、RET オペランドに TEST、USE、または HAVE

を指定していませんでした。

システムの処置: 処理は継続されます。

プログラマーの応答:

1 番目のタイプのエラーの場合は、重複しているリソースを ENQ マク
ロ命令のリストから削除してください。

2 番目のタイプのエラーの場合は、以下の処置のいずれかをとってくだ
さい。

v 2 番目の ENQ マクロ命令に、RET=TEST、RET=USE、または
RET=HAVE を指定する。

v 2 つの ENQ マクロ命令の間に、DEQ マクロ命令を追加する。

v どちらか一方の ENQ マクロ命令を削除する。

問題が解決されない場合は、以下の処置をとってください。

1. システム・トレースの SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、DEQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または SVC 38 のマッピン
グと照合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装
置制御ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、
UCB のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指していま
す。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

139

説明: SVC 57 に関連した処理の実行中に、エラーが発生しました。
SVC 57 は、バッファーを解放するか、またはスケジュールされていな
いテストを展開します (ユーザーまたはシステムのいずれかによって出
された FREEDBUF マクロを通して)。この SVC の BDAM タスク・リ
カバリー・ルーチンでは、SVC への入力として必要なすべてのユーザー
制御ブロックがユーザーの領域およびキーにあることを判別しました。
したがって、このエラーは、どのユーザー制御ブロックも原因でないと
考えられます。

システムの処置: メッセージ IEC905I が出されます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と、問
題に関連するすべての印刷出力および出力データ・セットを提示してく
ださい。

発行元: DFSMSdfp

13C

説明: プログラムが、以下のマクロのいずれかを出しました。
v ESTAI パラメーターを指定した ATTACH マクロ
v ESTAI パラメーターを指定した ATTACHX マクロ
v ESTAE

v ESTAEX

v STAE

上記のマクロで誤った値を指定しました。あるいは、マクロが実行され
ている環境が誤っていました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 ESTAE または ESTAEX マクロが出されました。以下のエ
ラーのいずれかが発生しました。

v プログラムが、以下のいずれかの理由で、マクロを出すた
めの許可を持っていません。

– プログラムがキー 0 から 7 までにない。

– プログラムが監視プログラム・モードにない。

v マクロで、EXIT アドレスとして 0 を指定しました。

v 出口がすでに存在するのに、マクロで ESTAE CT を指定
しました。

v 最新の出口が ESTAE 出口ではないのに、マクロで
ESTAE OV を指定しました。

08 ESTAI を指定して ATTACH または ATTACHX マクロを出
しました。以下のエラーのいずれかが発生しました。

v マクロで、CT によって EXIT アドレスとして 0 を指定
しました。

v マクロで、OV を指定しました。

v マクロで、誤ったタスク制御ブロック (TCB) アドレスを
指定したか、または、TCB アドレスをまったく指定しま
せんでした。
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v ATTACH マクロ・サービス・ルーチンを呼び出すプログ
ラムが、ATTACH マクロではありませんでした。

0C BRANCH=YES を指定して ESTAE または ESTAEX マクロ
を出しました。以下のエラーのいずれかが発生しました。

v マクロが、スーパーバイザー要求ブロック (SVRB) のもと
で実行されていません。

v ESTAE サービス・ルーチンを呼び出すプログラムが、
ESTAE マクロではありません。

v マクロを出したプログラムが、ローカル・ロックを取得し
ていませんでした。

10 TOKEN パラメーターが、以下のように誤って指定されてい
ました。

v プログラムで、ESTAE マクロ以外のマクロに TOKEN パ
ラメーターを指定した。

v 無許可プログラムで、TOKEN パラメーターを指定して
ESTAE マクロを出した。

14 31 ビットのアドレッシング・モード (AMODE) で実行され
ているプログラムから、STAE マクロを出しました。これは
無効です。

18 以下のようなプログラムが、CANCEL=NO パラメーターを
指定して ESTAE または ESTAEX マクロを出しました。
v そのマクロを出すための許可を APF から得ていない。
v キー 0 の監視プログラム状態で実行されていない。

システムの処置: システムは、マクロを出したプログラムを異常終了さ
せます。リカバリー・ルーチンが使用可能な場合は、RTM からそのリ
カバリー・ルーチンに制御が渡されます。ジョブ・ステップにダンプ・
データ・セットが用意されている場合は、システムは異常終了に関する
ABEND ダンプを書き込みます。その場合は、ABEND マクロに LSQA

ダンプ・オプションを指定します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=13C,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v インストール先で用意したプログラムで誤ったマクロを出している場
合は、マクロを書き直すか、または ESTAE マクロによって作成され
たパラメーター・リストを変更してください。

理由コードが X'10' の場合は、TOKEN パラメーターを許可プログラ
ム以外で指定していないか、ESTAE マクロ以外に指定していないか
を確認してください。

v IBM プログラムで誤ったマクロを出している場合は、問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際に
は、以下のものを提示してください。
– ジョブのアセンブリー・リスト
– ABEND ダンプまたは SVC ダンプ

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

13E

説明: サブタスクを作成したタスクが、そのサブタスクが終了する前
に、そのサブタスクに対して STAE=NO を指定して DETACH マクロを
出しました。

これは、ユーザーの意図によって、エラーである場合とエラーでない場
合があります。このため、システムは、DETACH マクロを出したタスク
を異常終了させません。

システムの処置: システムは、サブタスクを強制的に完了させるため
に、サブタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: サブタスクが切り離される前に、そのサブタスク
の処理を完了しておく必要がある場合は、サブタスクを作成する
ATTACH マクロに ECB または ETXR オペランドを指定して、同期を
とるようにしてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

13F

説明: チェックポイント・リスタート処理中に、エラーが検出されまし
た。この完了コードと一緒に、該当する理由コードを示すメッセージ
IHJxxxI が出されます。

システムの処置: ジョブは異常終了します。ジョブに SYSABEND ス
テートメントが含まれている場合は、ダンプが作成されます。

プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージの指示に従って応答し
てください。

発行元: DFSMSdfp

144

説明: SYNADAF の処理中に、エラーが発生しました。誤ったアクセ
ス方式コードがレジスター 15 の高位バイトに指定されていることが判
別されました。

プログラマーの応答: SYNADAF マクロ命令の ACSMETH パラメータ
ーが正しく指定されているか確認してください。または、SVC 68 を出
す前にレジスター 15 の高位バイトに有効なアクセス方式コードが入っ
ているかを確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

145

説明: SVC 69 (BSP) の処理中に、エラーが発生しました。レジスター
15 に、エラーの原因を示すリターン・コードが入っています。出される
可能性のあるリターン・コードとその意味に関する詳しい説明は、メッ
セージ IEC916I を参照してください。

システムの処置: バックスペース・タスク・リカバリー・ルーチンが呼
び出されています。呼び出し側の DCB または BSAM 制御ブロックが
この領域にある場合は、それらを SYS1.TRACE データ・セットにトレ
ースする試みがなされます。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

第2章 システム完了コード 111



エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: BSP を出す前のレジスター 1 に正しい DCB ア
ドレスが入っていること、DCB がオープンされたあとでオーバーレイさ
れていないことを確認してください。DCB が有効な場合は、DCB に正
しい IOB アドレスまたは ICB アドレス (あるいはその両方) が入って
いること、IOB または ICB (あるいはその両方) がオーバーレイされて
いないことを確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

147

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) のバッフ
ァー管理ルーチン (IGC0007A) で、プログラム・チェックまたは異常終
了が発生しました。このエラーは、GAM/SP またはオペレーティング・
システムのどちらかで発生しました。

システムの処置: エラーの原因および元のシステム完了コードを識別す
るメッセージ GAB260 がシステム・コンソールに表示されます。さら
に、GAM/SP は Logrec データ・セットにレコードを書き込み、システ
ム・ダンプ・データ・セットにダンプを作成します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを調べてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/SP: Messages and

Codes に解説されています。

2. 元のシステム完了コードに関連した何らかの訂正処置を行ってくださ
い。

3. システム・ダンプのリストを入手してください。

4. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

149

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) またはオ
ペレーティング・システムのどちらかで、エラーが発生しました。

この完了コードが出されるのは、以下の場合です。
1. GAM/SP のアテンション指定 (SPAR) ルーチン IGC0007C で、プロ
グラム・チェックまたは異常終了が発生した。

2. IGC0007C で、誤った条件を検出した。

システムの処置: システム・コンソールにメッセージが表示されます。
このメッセージと一緒に、エラーが発生した処理の分野を識別する理由
コードが示されます。さらに、GAM/SP は Logrec データ・セットにレ
コードを書き込み、システム・ダンプ・データ・セットにダンプを作成
します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを調べてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/SP: Messages and

Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストを入手してください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

14A

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) またはオ
ペレーティング・システムのどちらかで、エラーが発生しました。

この完了コードが出されるのは、以下の場合です。
1. GAM/SP のアテンション削除 (DAR) ルーチン IGC0007D で、プロ
グラム・チェックまたは異常終了が発生した。

2. IGC0007D で、誤った条件を検出した。

システムの処置: システム・コンソールにメッセージが表示されます。
このメッセージと一緒に、エラーが発生した処理の分野を識別する理由
コードが示されます。さらに、GAM/SP は Logrec データ・セットにレ
コードを書き込み、システム・ダンプ・データ・セットにダンプを作成
します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを調べてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/SP: Messages and

Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストを入手してください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

14B

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) またはオ
ペレーティング・システムのどちらかで、エラーが発生しました。

この完了コードが出されるのは、以下の場合です。

1. GAM/SP のアテンション照会 (ATTNINQ) ルーチン IGC0007E で、
プログラム・チェックまたは異常終了が発生した。

2. IGC0007E で、誤った条件を検出した。

システムの処置: システム・コンソールにメッセージが表示されます。
このメッセージと一緒に、エラーが発生した処理の分野を識別する理由
コードが示されます。さらに、GAM/SP は Logrec データ・セットにレ
コードを書き込み、システム・ダンプ・データ・セットにダンプを作成
します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. エラーの原因を識別するメッセージを調べてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/SP: Messages and

Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストを入手してください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp
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14C

説明: システム環境記録 (LOGREC) コンポーネントでエラーが発生し
ました。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

01 Logrec データ・セット・レコードを作成するために誤った入
力要求が指定されました。

10 名前 / トークン作成サービスが、予期しないリターン・コー
ドを返しました。

11 モジュール IEANTRT をロードする試みが失敗しました。

12 ENFREQ シグナル・イベントが、予期しないリターン・コー
ドを返しました。

13 ENF 49 パラメーター域のストレージ取得要求が、エラー・
リターン・コードを返しました。

20 ENFREQ イベント・コード 48 listen 要求が、予期しないリ
ターン・コードを返しました。

21 ENFREQ イベント・コード 36 listen 要求が、予期しないリ
ターン・コードを返しました。

30 入力パラメーター・リスト IXGENF が無効です。

31 IFBLISCB エレメント用ストレージ取得要求時に、エラーが
発生しました。

38 入力パラメーター・リスト IFBENF36 が無効です。

39 An レコード用のストレージを取得できませんでした。

40 IXGSXCMP 妥当性検査エラーが発生しました。

41 ストレージ (IFBSXCB) を取得できません。

42 ストレージ (IFBSXCBG) を取得できません。

43 ログ・ブロック域用のストレージを取得できません。

44 OPEN データ域妥当性検査が失敗しました。

45 CLOSE データ域妥当性検査が失敗しました。

46 割り振り解除データ域妥当性検査が失敗しました。

47 ブラウズ・オプションでエラーが発生しました。

50 このイベントはサポートされていません。

51 IFBSXCB または IFBSXCBG へのアクセスでエラーが発生
しました。

システムの処置: システムは、Logrec データ・セットにレコードを書
き込み、ダンプを要求します。処理は継続されます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプ、Logrec デー
タ・セット、および SYSLOG を提示してください。

理由コードが X'10' および X'11' の場合、システムは DSNLOGREC 名
前 / トークンを確立することができないので、名前 / トークン検索サー
ビスを使用して Logrec データ・セットの名前を検索することはできな
いことに注意してください。

発行元: システム環境記録 (LOGREC)

14F

説明: STATUS マクロの処理中に、システムがエラーを検出しまし
た。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

04 STATUS マクロに誤った機能コードが指定されました。レジ
スター 2 に、その機能コードが入っています。

08 PSW キー 0 ～ 7 をもつ監視プログラム状態のプログラム
だけが、指定された STATUS 機能を要求できます。

0C STATUS STOP 機能に対してアドレス・スペース ID (ASID)

を指定しました。ASID パラメーターは、STATUS START

機能でのみ有効です。

10 必須完了 (MC) パラメーターを指定した STATUS マクロを
出しましたが、MC パラメーターはすでに前の呼び出しで指
定されています。RESET,MC,STEP パラメーターを指定した
STATUS マクロを出してから、別の SET,MC,STEP を出す
必要があります。

14 STOP オプションを指定した STATUS マクロを出しました
が、STATUS STOP はすでに出されています。START オプ
ションを指定した STATUS マクロを出してから、別の
STATUS STOP を出さなければなりません。

18 STATUS SET,SD 呼び出しで指定した入力マスクで、
TCBSTPP がセットされました。このビットは、STATUS

STOP を指定することによってしかセットできません。

1C STATUS SET,ND 呼び出しで指定したマスクで、TCBSTP が
セットされました。このビットは、STATUS SET,MC または
STATUS SET,MC,STEP を指定することによってしかセット
できません。

20 サービス要求ブロック (SRB) のもとで実行中のルーチンで
は、STATUS マクロを使用してステップをディスパッチ不可
能にセットすることはできません。

24 SET または RESET 要求のパラメーター・リストで、呼び出
し側がタスク制御ブロック (TCB) の誤ったアドレスを指定
しました。

28 呼び出し側が、必要なローカル・ロックを保持していませ
ん。

2C 呼び出し側が、必要なローカル・ロックを保持していませ
ん。

30 指定した TCB は、頭字語検査に合格しませんでした。この
TCB はオーバーレイされているか、または誤っていること
が考えられます。

34 SD パラメーターで指定されたディスパッチ不可能ビットの
マスクに、TCBSRBND ビットが含まれています。このディ
スパッチ不可能ビットは、STATUS STOP,SRB を指定するこ
とによってしかセットすることができません。

38 STATUS マクロに誤った機能コードが指定されました。

3C STATUS SET,MC,PROCESS または STATUS

RESET,MC,PROCESS のいずれかを出すプログラムが、タス
ク・モードで実行されていませんでした。呼び出し側のプロ
グラムは、タスク・モードで実行されていなければなりませ
ん。
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44 STATUS SET,ND 呼び出しで指定した入力マスクに、
TCBPNDSP ビットをセットしました。呼び出し側では
TCBPNDSP をセットできません。

48 サービス要求ブロック (SRB) のもとで実行中のルーチンで
は、要求された機能に対して STATUS マクロを使用するこ
とができません。

4C 無効な STATUS 呼び出しで、入力アドレス・スペース ID

(ASID) またはエンクレーブ・トークンを指定しました。

50 STATUS STOP または STATUS START 呼び出しで指定し
た入力 TCB が、呼び出し側の TCB でした。呼び出し側で
は自らに対してこの操作を実行することはできません。

54 呼び出し側のディスパッチ不可能ビットをセットするための
STATUS 呼び出しが、SVC を使用して呼び出されました。

58 STATUS STOP,SRB が呼び出されましたが、すでに前に呼び
出されていました。STATUS STOP,SRB を再度呼び出す前
に、STATUS START,SRB を呼び出してください。

5C STATUS マクロ要求のターゲットであるタスクに関して、
TCB フィールドがオーバーレイされている可能性があるこ
とを、システムが検出しました。

60 STATUS SET,ND,E または STATUS SET,SD,E 呼び出しで
指定した入力 TCB が、呼び出し側の TCB でした。呼び出
し側では自らに対してこの操作を実行することはできませ
ん。

システムの処置: システムは、STATUS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: エラーを訂正してください。ジョブを再実行して
ください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: タスク管理

151

説明: SETPRT の処理中に、エラーが発生しました。SETPRT にレジ
スター 1 で渡したパラメーター・リストのアドレスが、ユーザーの領域
内にありませんでした。

システムの処置: メッセージ IEC918I が出されます。

プログラマーの応答: SETPRT マクロ命令が正しくコーディングされて
いるか確認してください。エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを
再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

153

説明: システム管理機能 (SMF) がレコードを処理しているときに、エ
ラーが発生しました。バッファーの競合が起きたため、SMF は新しいレ
コードを処理できませんでした。

システムの処置: システムは、SMF 処理を異常終了させます。システ
ムは SVC ダンプを要求します。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: システム管理機能 (SMF)

157

説明: システムが DOM マクロを処理しているときに、エラーが発生
しました。レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コード
が入っています。

コード 意味

04 呼び出し側が、誤った値をレジスター 0 に入れて渡しまし
た。

08 呼び出し側が、次のとおりです。

v 呼び出し側が、削除されようとするメッセージを作成した
WTOR マクロを出した側と同じジョブ・ステップおよび
アドレス・スペース内のタスクでない。

v 呼び出し側が、キー 0 ～ 7 にないか、または APF 許可
されていない。

0C 呼び出し側が多重 DOM パラメーター・リストの各バイトに
アクセスできるかをシステムで検査しているときに、プログ
ラム・チェックが発生しました。

10 無許可の呼び出し側が、同一のアドレス・スペース内の同一
のタスクによって作成されたものでないオペレーター向け書
き込み (WTO) メッセージを削除しようとしました。

14 ブランチ命令による進入であるのに、呼び出し側が許可され
ていません。

18 無許可の呼び出し側が、別のシステムで出されたメッセージ
を削除しようとしました。

システムの処置: システムは、DOM マクロを無視します。DOM パラ
メーター・リストおよび障害のあるメッセージ ID が、ダンプに示され
ます。パラメーター・リスト内のその他のメッセージ ID は、すべて無
視されます。

プログラマーの応答: DOM マクロで、正しいメッセージ ID を使用す
るようにしてください。DOM マクロを出す側が、WTOR を出す側と同
じジョブ・ステップ内にあるようにしてください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

15B

説明: VOLSTAT マクロは、許可プログラム以外からは出せません。
VOLSTAT マクロの処理中に、このマクロを出したプログラムが以下の
条件を満たしていないことをシステムが検出しました。

v 許可プログラム機能 (APF) 許可プログラムであること。

v 監視プログラム状態にあること。

v ストレージ保護キーが 0 から 7 までであること。
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システムの処置: システムは、VOLSTAT マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: プログラムを訂正して、許可プログラムで
VOLSTAT マクロを出すようにしてください。

発行元: DFSMSdfp

15C

説明: チャネル実行プログラム (EXCP) の処理で、SVC 92 要求を出し
たプログラムが監視プログラム状態で実行されていないことが検出され
ました。

システムの処置: システムは、現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: プログラムが TCBEXCP または EXCP マクロを
出す許可を持っているか確認してください。

システム・プログラマーの応答: XDAP または EXCP マクロを出すプ
ログラムに誤りがないのに、問題が繰り返し発生する場合は、詳しい情
報を得るために、ジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

15D

説明: ユーザーが、SVC 93 (TGET/TPUT) に対して誤ったデータ域を
指定しました。

システムの処置: ユーザーは異常終了され、処理は継続されます。

プログラマーの応答: SVC 93 を呼び出すプログラムでアクセスできる
データ域を与えてください。TPUT 要求では読み取りアクセスが必要で
す。TGET 要求では書き込みアクセスが必要です。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リストを
提示してください。

発行元: VTAM、または TSO/E (セッション・マネージャーを使用して
いる場合)

15F

説明: SYSEVENT マクロが、システム・リソース・マネージャー
(SRM) を誤って呼び出しました。レジスター 15 に、このエラーを説明
する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 アドレス・スペース ID (ASID)、SYSEVENT コード、また
は入力パラメーターが誤っています。

08 プログラムが、SYSEVENT を出す許可を持っていません。

0C システムが、固定されていると想定されるデータ域を参照し
たときに、ページ不在が発生しました。

10 記憶保護チェックが発生しました。マクロを出したプログラ
ムが、パラメーター・データ域に保管するための正しいスト
レージ・キーを持っていませんでした。

14 SYSEVENT マクロが SRM を呼び出す前に、プログラムが
SRM ロックを保持していました。

18 SRM リカバリー・ルーチンは、この理由コードを完了コー
ド X'25F' に変換します。

1C イベント制御ブロック (ECB) を指定した SYSEVENT

TRANSWAP または REQSWAP が出されましたが、ECB を
指定した保留中の TRANSWAP または REQSWAP の最大許
容数にすでに達していました。

20 SRM スタック・オーバーフローが検出されました。

24 SRM エントリー・ポイントが、SRM リカバリー・パラメー
ター域 (RRPA) を受け取っていませんでした。

その他 内部 SRM エラー。ダンプを保管し、IBM サポートに連絡
してください。

システムの処置: システムは、SYSEVENT マクロを出したプログラム
を異常終了させます。システムは、メッセージおよび Logrec データ・
セット・エラー・レコードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: インストール先で用意したプログラム
で SYSEVENT を出している場合は、そのプログラムが許可されている
ことを確認してください。理由コードで指摘されたエラーを訂正してく
ださい。ジョブを再実行してください。IBM 提供のプログラムで
SYSEVENT を出している場合は、ジョブを再実行してください。どち
らの場合も、エラーが繰り返し発生する場合には、問題報告データベー
スを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、Logrec

データ・セット・エラー・レコードおよびジョブの SYSOUT 出力を提
示してください。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

169

説明: CLOSE オプションを指定した IMGLIB の処理中に、エラーが
発生しました。レジスター 1 で IMGLIB へ渡された DCB アドレスが
誤っていました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ
IEC919I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレ
ジスター 15 に入っているリターン・コードの説明については、メッセ
ージ IEC919I の説明を参照してください。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: IMGLIB CLOSE マクロ命令が正しくコーディン
グされているか確認してください。IMGLIB に渡される DCB アドレス
が、前回の IMGLIB OPEN でユーザー・プログラムに返されたアドレ
スと同じであることを確認してください。また、ユーザー・プログラム
で前もって、この DCB アドレスを指定して IMGLIB CLOSE を出して
いないか調べてください。エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを
再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp
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16B

説明: MODESET マクロの処理中に、システムがエラーを検出しまし
た。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

04 マクロのパラメーター・リストがヌルでした。

08 マクロで予約済みビットを指定しました。

0C マクロで誤ったモードを要求しました。

10 マクロで誤ったキーを要求しました。

システムの処置: システムは、MODESET マクロを出したプログラム
を異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロを訂正するか、またはパラメーター・リス
トを誤って変更しているプログラム・エラーを訂正してください。ジョ
ブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

16D

説明: システムでは、以下の Supervisor Call (SVC) の拡張サービス・
ルーチン (ESR) のいずれかを処理していました。

109

116

122

137

システムが、レジスター 15 で誤った ESR コードを検出しました。こ
のエラーは、プログラムで以下のいずれかを指定したことによって発生
します。
v 誤った ESR コード
v サポートされていない ESR コード

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

0004 プログラムが、誤った ESR コードを指定しました。ESR コ
ードが大きすぎます。

0008 プログラムが、サポートされていない ESR コードを指定し
ました。

システムの処置: システムは、誤った ESR コードをレジスター 15 か
らレジスター 2 に移します。システムは、誤った SVC 命令を出したプ
ログラムを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エ
ラー・レコードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=16D,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレー
ターに依頼してください。

2. システム・トレースで、異常終了 X'16D' に関連した *RCVY 項目
を見付けてください。その *RCVY 項目の前にある SVC D 以外の
SVC 項目を見付けてください。この項目の PSW ADDR 欄にあるア
ドレスを記録しておいてください。

3. PSW 内のアドレスを使って、監視プログラム制御を呼び出したモジ
ュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、以下のように問
題を訂正してください。

– 理由コードが X'0004' の場合は、ESR コードを訂正してから、
ジョブ・ステップを再実行してください。

– 理由コードが X'0008' の場合は、要求された ESR をシステム
にインストールするようにしてください。

v IBM 提供のモジュールの場合は、問題報告データベースを検索し
て、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターで該当するモジュールを担当している構
成グループに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示
するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

16E

説明: システム制御プログラムが、データ・エクステント・ブロック
(DEB) に対して、DEBCHK マクロを出しました。この DEB は、プロ
グラムから渡されたデータ制御ブロック (DCB) の DCBDEBAD フィー
ルドの中で指されているものです。DEBCHK 機能を実行することがで
きませんでした。レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っていま
す。

コード 説明

04 DEB ポインターが DEB テーブルにありません。DEB のア
ドレスが DEB テーブルにない場合は、その DEB を検査、
削除、または除去することはできません。

08 DEBCHK マクロに指定されている TYPE が誤っています。
TYPE は、VERIFY、ADD、DELETE、または PURGE でな
ければなりません。

0C VERIFY 以外の TYPE を指定した DEBCHK マクロが、無
許可のプログラムから出されました。

10 DEB の DEBDCBAD フィールドが DCB を指していないこ
とを、システムが検出しました。TYPE が VERIFY、ADD、
または DELETE の場合は、DEBDCBAD は DCB を指して
いなければなりません。

14 DEBCHK マクロ内の AM の値が、DEB 内の DEBAMTYP

の値と異なっています。DEB ポインターが DEB テーブル
に追加されるときに、アクセス方式 (AM) の値が指定されて
いると、その値が DEB の DEBAMTYP フィールドに置か
れます。AM の値が指定されていない場合は、DEBAMTYP

に 0 が挿入されます。その後で DEBCHK を出して、その
DEB ポインターを検査または削除するときは、同じ AM の
値を指定するか、またはオペランドを省略する必要がありま
す。オペランドを省略すると、比較は行われません。

バッチ LSR を使用するプログラムを実行する場合は、
S16E-14 異常終了の詳細について、MVS Batch Local Shared

Resources を参照してください。
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18 DEBCHK マクロで TYPE=ADD を指定しました。しかし、
DEB が TCB DEB チェーン上のキューに入っていませんで
した。DEB ポインターをテーブルに追加するには、あらか
じめ DEB 自身を現行の TCB DEB チェーン上のキューに
入れておかなければなりません。TCBDEB フィールドがチ
ェーン内の最初の DEB を指します。

1C DEBCHK マクロで TYPE=ADD を指定しました。しかし、
DEBCHK ルーチンで以下のいずれかを検出しました。

v DEB の DEBAMTYP または DEBTBLOF フィールドにゼ
ロが入っている。

v DEB テーブルに、すでに DEB へのポインターが入って
いる。

v 追加される DEB が、取り出し保護されている主記憶装置
にある。

20 DEBCHK マクロで TYPE=ADD を指定しました。しかし、
DEB テーブルは最大サイズに達しています。現行の DEB

テーブルには、この新しい DEB ポインター用のスペースが
ありません。

プログラマーの応答: 理由コードで指摘されたエラーを訂正してくださ
い。

発行元: DFSMSdfp

171

説明: PGFIX、PGFREE、PGLOAD、PGOUT、PGRLSE、または
PGANY マクロでページング・サービスを要求しました。その要求は無
効でした。入力パラメーターで指定したストレージ範囲が、最初に
GETMAIN マクロで要求されていない可能性があります。

各レジスターには、以下の情報が入っています。

v レジスター 0: 16 進数の理由コードが入っています。理由コードは、
以下のいずれかです。

注: レジスター 0 で理由コードが見付からない場合は、レジスター
15 に示されたエラー・コードを参照してください。

コード 説明

06000101 仮想サブエリア・リスト (VSL) エントリ
ー内の開始アドレスが、終了アドレスより
大きくなっています。

06F20101

07F20101

0AF20101

32F20101

33F20201

3BF20101

6FF20101 ページング・サービスが呼び出し側のサー
ビス・リスト (SL) エントリーにアクセス
しているときに、プログラム・チェックが
発生しました。

07000101

09000101

0A000101

34000101

51000401 仮想サブエリア・リスト (VSL) エントリ
ー内の開始アドレスが、終了アドレスより
大きくなっています。

35000201 ページが仮想入出力 (VIO) ウィンドウの
一部です。

35000301

36000101 ページが、GETMAIN マクロによって取得
されていませんでした。

36000201 永続エラーです。

3AF20101 ページング・サービスが呼び出し側のサー
ビス・リスト (SL) エントリーにアクセス
しているときに、プログラム・チェックが
発生しました。この理由コードを出したの
は、理由コードの 2 バイト目と同じ ID

を持つエントリー・ポイントです。

3B000401 仮想サブエリア・リスト (VSL)/ ページ・
サービス・リスト (PSL) エントリー内の
開始アドレスが、終了アドレスより大きく
なっています。

3B000601 VSL/PSL エントリー内の開始アドレス
が、終了アドレスより大きくなっていま
す。

3C000101

3C000102 SVC の呼び出し側のストレージ・キーが
ゼロ以外であり、イベント制御ブロック
(ECB) のストレージ・キーと一致していま
せんでした。

3C000201 ECB のページが、GETMAIN マクロによ
って取得されていませんでした。

51000101 ～ 51000105

VSL エントリーに、機能の矛盾した組み
合わせがあります。

51000201 VSL エントリーで、有効な機能を要求し
ませんでした。

51000301 呼び出し側が、VSL エントリーで 24 ビ
ットのインターフェースおよび実アドレス
を要求しました。

51000302 レジスター・フォーマット進入で、開始ア
ドレスが終了アドレスより大きくなってい
ます。

55000101 呼び出し側がキー 0 にありません。ペー
ジに関するキーと呼び出し側のキーが一致
しませんでした。

55000201 呼び出し側が、永続常駐ページを解放する
ように要求しました。

6A000101 呼び出し側が、クロス・メモリー・ペー
ジ・サービス要求で、ゼロ以外の ECB ア
ドレスを指定しました。

6A000201 呼び出し側が、PGOUT、PGRLSE、または
PGANY 要求で、ゼロ以外の ECB アドレ
スを指定しました。
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6A000301 ECB アドレスに負の数が入っています。
要求は PGFIX、PGFREE、または
PGLOAD でした。

6A000401 ECB がワード境界上にありませんでし
た。要求は PGFIX、PGFREE、または
PGLOAD でした。

6A000601 呼び出し側が、要求したページ・サービス
機能を実行するための許可を持っていませ
ん。要求は PGFIX または PGFREE でし
た。

6A000701 呼び出し側が、タスク制御ブロック (TCB)

アドレスが適用されるページ・サービス機
能について、クロス・メモリー・モード要
求とゼロ以外の TCB アドレスを指定しま
した。

6A000801 呼び出し側が誤った TCB を指定しまし
た。要求は PGFIX、PGFREE、PGLOAD

または PGOUT でした。

6A000901 ～ 6A000906

呼び出し側が、ページ・サービス要求で、
誤ったオプションを指定しました。

6A000A01 呼び出し側が、VSL/PSL エントリーに有
効な機能を指定しませんでした。

6A000B01

6A000B02 呼び出し側が ECB アドレスを指定しまし
たが、その ECB が入っているページは、
GETMAIN マクロによって取得されていま
せんでした。

6A000C01 キー 0 にない呼び出し側が、ECB アドレ
スを指定しました。ECB が入っているペ
ージのキーが、呼び出し側のキーと一致し
ませんでした。

v レジスター 3: SVC 進入の場合は、レジスター 3 の内容が破壊され
ます。

v レジスター 4: LIST-FORMAT 進入の場合は、呼び出し側の誤った
VSL エントリーのアドレスが入っています。REGISTER-FORMAT 進
入の場合は、レジスター 4 にはゼロが入っています。

v レジスター 5 ～ 9: ブランチ進入の場合は、レジスター 5 ～ 9 は呼
び出し側の入力レジスターと同じ内容です。SVC 進入の場合は、レジ
スター 5 ～ 9 にはゼロが入っています。

v レジスター 10: エラーがページングに関連する場合は、エラーのある
ページのアドレスが入っています。ページングに関連しないエラーで
あれば、レジスター 10 にはゼロが入っています。

v レジスター 11: LIST-FORMAT 進入の場合は、呼び出し側の最初の
VSL エントリーのアドレスが入っています。REGISTER-FORMAT 進
入の場合は、レジスター 11 にはゼロが入っています。

v レジスター 12: 入力 ECB のアドレスが入っています。ECB アドレ
スが与えられていなければ、レジスター 12 にはゼロが入っていま
す。

v レジスター 13 ～ 14: エラーのある VSL エントリーが入っていま
す。VSL がページ可能ストレージにあった場合、または VSL のスト
レージ・キーが呼び出し側のゼロ以外のストレージ・キーと一致しな
かった場合は、レジスター 13 ～ 14 にはゼロが入っています。

v レジスター 15: 以下のような 16 進数のエラー・コードが入っていま
す

コード 説明

04 PGFIX 要求です。呼び出し側が、GETMAIN マクロを使
用して VSL ストレージを取得していませんでした。

10 入力 ECB、TCB、または PSL/SSL が、妥当性検査に合格
しませんでした。

システムの処置: システムは、現行タスクに対して異常終了を出しま
す。

システム・プログラマーの応答: 要求の中の問題を訂正してから、ジョ
ブを再実行してください。PGFIX または PGFREE を要求した場合で、
呼び出し側が許可を持っていなかった場合は、適切な許可を取得してか
ら、ジョブを再実行してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

172

説明: チャネル実行プログラム (EXCP) の処理で、無許可のプログラ
ムが EXCPVR マクロを出したことを検出しました。プログラムが許可
を得るには、以下の条件のいずれかを満たしていなければなりません。

v プログラムが、システム記憶保護キー 0 から 7 のもとで実行されて
いること。

v プログラムが、監視プログラム状態にあること。

v ジョブ・ステップ制御ブロック (JSCB) 内で、SVC 114 許可ビットが
オンにセットされていること。

v データ・エクステント・ブロック (DEB) 内で、SVC 114 許可ビット
がオンにセットされていること。

システムの処置: システムは、現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: プログラムが、EXCPVR マクロまたは SVC 0

(EXCP マクロ) を出すための許可を持っているか確認してください。問
題プログラムにエラーがあるかを調べてください。エラーを判別できな
い場合は、ABEND ダンプを要求してジョブを再実行してください。シ
ステム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: システムがダンプを書き込んだ場合
は、現行タスクのタスク制御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にあ
る TCBEXCPD フィールドを見てください。TCBEXCPD は、EXCP デ
バッグ域 (XDBA) を指しています。XDBA に、EXCP プロセッサーに
関連した診断データが入っています。

EXCPVR または EXCP マクロを出すプログラムに誤りがないのに、問
題が繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るために、ジョブ・ログ
内のメッセージを見てください。問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

177

説明: TESTAUTH マクロの処理中に、システムが、以下のような誤っ
た入力パラメーターを検出しました。

v レジスター 1 に、誤ったビット・マスクがある。

v RBLEVEL=2 のときに、要求ブロック (RB) が RB チェーン内の最後
の RB だった (すなわち範囲外だった)。

v 機能コードが 256 より大きかった (すなわち範囲外だった)。

v 許可コードが 256 より大きかった (すなわち範囲外だった)。

システムの処置: システムは、TESTAUTH マクロを出したプログラム
を異常終了させます。
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プログラマーの応答: TESTAUTH のパラメーター・リストが有効か確
認してください。IBM 提供の有効な許可コードまたは機能コードは、1

だけです。インストール先で許可マトリックスを提供している場合は、
機能コードおよび許可コードが、インストール先定義のコードの範囲内
にあるか調べてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: タスク管理

178

説明: システムが、RU または VRU 形式の GETMAIN マクロ、また
は STORAGE OBTAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発
生しました。GETMAIN または STORAGE OBTAIN で、使用可能な中
央記憶装置を上回る記憶装置を必要とする仮想記憶域を要求しました。
システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 システム・キュー域 (SQA) サブプール内のスペース要求を
サポートする、使用可能な中央記憶装置がありません。

08 固定共通サービス域 (CSA) サブプール内のスペース要求を
サポートする、使用可能な中央記憶装置がありません。

0C ローカル・システム・キュー域 (LSQA) サブプール内のスペ
ース要求をサポートする、使用可能な中央記憶装置がありま
せん。

1C システムが、LSQA サブプールを求める要求を満たすことが
できませんでした。取得する区域を記述しているセグメント
のページ・テーブルが、ページアウトされていました。

20 システムが、許可専用記憶域サブプールを求める要求を満た
すことができませんでした。取得する区域を記述しているセ
グメントのページ・テーブルが、ページアウトされていまし
た。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは、現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 呼び出しプログラムで要求している中央記憶装置
が大きすぎないか確認してください。

システムがこの異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 中央記憶装置の所要量を大きくする方
法については、インストール手順を参照してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

179

説明: 入出力要求の処理中に、システムが入出力パラメーター内にエラ
ーを検出しました。

レジスター 2 に、以下の理由コードが入っています。

コード 説明

04 プログラムが SETLOCK マクロを出したときに、エラーが
発生しました。

08 システムが、誤ったアクセス方式ブロック (AMB) または入
出力管理ブロック (IOMB) を検出しました。

0C システムが、誤ったチャネル・プログラム域 (CPA) を検出
しました。

10 システムが、ストレージ内のページを固定できませんでし
た。

14 システムが、誤ったバッファー・アドレスを検出しました。

18 システムが、チャネル制御ワード (CCW) のチェーン内に誤
ったアドレスを検出しました。

1C 記憶ブロックのサイズが、4 キロバイトではありません。

40 IOMVEB が、誤ったデータが入っている VEB を指してい
ます。

44 IOMVEB はゼロですが、メディア・マネージャーのリター
ン・コードは、IOMVEB が VEB を指すべきであることを
示しています。

48 AMB MRET ポインターが正しくありません。

4C MRET MREB ポインターが正しくないか、または、MREB

がそれを指している BUFC を指していません。

50 共用リソースの場合に、BUFC を指している IOMBUFC を
指す MRET 項目がありません。

54 MMCALL から予期しないリターン・コードを受け取りまし
た。

58 エラーのある BUFC を検出できませんでしたが、メディ
ア・マネージャーのリターン・コードは、MMRE にエラー
があることを示しています。

システムの処置: システムは、現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. プログラムで、入出力パラメーターを誤って変更していないか調べて
ください。エラーがあれば、それを訂正してください。

2. ジョブ・ステップを再コンパイルしてください。

3. ジョブ・ステップを再実行してください。

発行元: VSAM

17A

説明: テーブルの作成または削除に関して EVENTS マクロを処理して
いるときに、EVENTS テーブルの誤ったアドレスが指定されていること
をシステムが検出しました。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: EVENTS テーブルを構成するための EVENTS マ
クロが出されたことを確認してください。エラーを訂正してください。
ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理
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17B

説明: 監視プログラム状態 (キー 0) で実行されているプログラムが、
ASID パラメーターに誤った値を指定して PURGEDQ マクロを出しまし
た。指定された ASID を持つアドレス・スペースは存在しません。

システムの処置: システムは、PURGEDQ マクロを出したプログラム
を異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=17B,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. SLIP トラップを設定して SVC ダンプを入手するように、オペレー
ターに依頼してください。

2. システム・トレースの中で、SVC 7B 項目を探してください。その
SVC 項目の PSW ADDR 欄にあるアドレスが、呼び出しモジュール
のアドレスです。

3. PSW アドレスを使って、PURGEDQ マクロを出したモジュールを識
別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、そのモジュール
に関して診断を継続してください。

v IBM 提供のモジュールの場合は、問題報告データベースを検索し
て、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターで該当するモジュールを担当している構
成グループに連絡してください。その際には、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

17D

説明: 待ち要求に関して EVENTS マクロを処理しているときに、
EVENTS テーブルの誤ったアドレスが指定されていることをシステムが
検出しました。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: EVENTS テーブルを構成するための EVENTS マ
クロが出されたことを確認してください。エラーを訂正してください。
ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

182

説明: RACF が、RACHECK 要求の処理中に、ESTAE リカバリー環境
を正常に確立できませんでした。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 に、ESTAE マクロか
ら返されたゼロ以外のリターン・コードが入っています。ESTAE リタ
ーン・コードについては、OS/390 MVS Programming: Authorized

Assembler Services Reference ENF-IXG を参照してください。

RACF 異常終了の診断方法および異常終了問題を IBM に報告する方法
については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

注: バッチ・ジョブの場合に、ダンプ分析を行う必要があるがそのダン
プを入手していない場合は、ジョブを再実行してください。
DSMON、RACF コマンド、または RACF 報告書作成プログラムを
使用しているバッチ・ジョブの場合は、ジョブ内に SYSABEND

DD ステートメントを指定してください。これで、確実にダンプを
とることができます。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

183

説明: RACF が、RACINIT 要求の処理中に、ESTAE リカバリー環境
を正常に確立できませんでした。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 に、ESTAE マクロか
ら返されたゼロ以外のリターン・コードが入っています。ESTAE リタ
ーン・コードについては、OS/390 MVS Programming: Authorized

Assembler Services Reference ENF-IXG を参照してください。

RACF 異常終了の診断方法および異常終了問題を IBM に報告する方法
については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

注: バッチ・ジョブの場合に、ダンプ分析を行う必要があるがそのダン
プを入手していない場合は、ジョブを再実行してください。
DSMON、RACF コマンド、または RACF 報告書作成プログラムを
使用しているバッチ・ジョブの場合は、ジョブ内に SYSABEND

DD ステートメントを指定してください。これで、確実にダンプを
とることができます。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

185

説明: RACF が、RACDEF 要求の処理中に、ESTAE リカバリー環境を
正常に確立できませんでした。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 に、ESTAE マクロか
ら返されたゼロ以外のリターン・コードが入っています。ESTAE リタ
ーン・コードについては、OS/390 MVS Programming: Authorized

Assembler Services Reference ENF-IXG を参照してください。

RACF 異常終了の診断方法および異常終了問題を IBM に報告する方法
については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

注: バッチ・ジョブの場合に、ダンプ分析を行う必要があるがそのダン
プを入手していない場合は、ジョブを再実行してください。
DSMON、RACF コマンド、または RACF 報告書作成プログラムを
使用しているバッチ・ジョブの場合は、ジョブ内に SYSABEND

DD ステートメントを指定してください。これで、システムによっ
て確実にダンプが作成されます。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)
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18A

説明: PGSER マクロがページング・サービス
(FIX、FREE、LOAD、RELEASE、ANYWHER、PROTECT、または
UNPROTECT) を要求しました。その要求は無効でした。呼び出し側で
は、31 ビットのアドレッシングを使用しました。

各レジスターには、以下の情報が入っています。

v レジスター 0: 16 進数の理由コードが入っています。理由コードは、
以下のいずれかです。

コード 説明

08000101 ブランチ要求で、開始アドレスが終了アドレス
より大きくなっています。要求は、レジスタ
ー・フォーマット入力です。

0B000101 SVC 要求で、開始アドレスが終了アドレスよ
り大きくなっています。要求は、レジスター・
フォーマット入力です。

35000201 ページが仮想入出力 (VIO) ウィンドウの一部
です。

35000301 ページが、GETMAIN マクロによって取得され
ていませんでした。

36000101 ページが、GETMAIN マクロによって取得され
ていませんでした。

36000201 永続エラーです。

3AF20101 ページング・サービスが呼び出し側のサービ
ス・リスト (SL) エントリーにアクセスしてい
るときに、プログラム・チェックが発生しまし
た。この理由コードを出したのは、理由コード
の 2 バイト目と同じ ID を持つエントリー・
ポイントです。

3B000401 仮想サブエリア・リスト (VSL)/ ページ・サー
ビス・リスト (PSL) エントリー内の開始アド
レスが、終了アドレスより大きくなっていま
す。

3B000501 呼び出し側のページ・サービス・リスト (PSL)

エントリーに、予約済みフラグが含まれていま
す。

3B000601 VSL/PSL エントリー内の開始アドレスが、終
了アドレスより大きくなっています。

3BF20101 ページング・サービスが呼び出し側のサービ
ス・リスト (SL) エントリーにアクセスしてい
るときに、プログラム・チェックが発生しまし
た。

55000101 呼び出し側がキー 0 にありません。ページに
関するキーと呼び出し側のキーが一致しません
でした。

55000201 呼び出し側が、永続常駐ページを解放するよう
に要求しました。

6A000101 呼び出し側が、クロス・メモリー・ページ・サ
ービス要求で、ゼロ以外のイベント制御ブロッ
ク (ECB) アドレスを指定しました。

6A000201 呼び出し側が、PGOUT、PGRLSE、または
PGANY 要求で、ゼロ以外の ECB アドレスを
指定しました。

6A000301 ECB アドレスに負の数が入っています。要求
は PGFIX、PGFREE、または PGLOAD でし
た。

6A000401 ECB がワード境界上にありませんでした。要
求は PGFIX、PGFREE、または PGLOAD でし
た。

6A000601 呼び出し側が、要求したページ・サービス機能
を実行するための許可を持っていません。要求
は PGFIX または PGFREE でした。

6A000701 呼び出し側が、タスク制御ブロック (TCB) ア
ドレスが適用されるページ・サービス機能につ
いて、クロス・メモリー・モード要求とゼロ以
外の TCB アドレスを指定しました。

6A000801 呼び出し側が誤った TCB を指定しました。要
求は PGFIX、PGFREE、PGLOAD または
PGOUT でした。

6A000901 ～ 6A000906

呼び出し側が、ページ・サービス要求で、誤っ
たオプションを指定しました。

6A000A01 呼び出し側が、VSL/PSL エントリーに有効な
機能を指定しませんでした。

6A000B01 呼び出し側が ECB アドレスを指定しました
が、その ECB が入っているページは、
GETMAIN マクロによって取得されていません
でした。

6A000B02 呼び出し側が ECB アドレスを指定しました
が、その ECB が入っているページは、
GETMAIN マクロによって取得されていません
でした。

6A000C01 キー 0 にない呼び出し側が、ECB アドレスを
指定しました。ECB が入っているページのキ
ーが、呼び出し側のキーと一致しませんでし
た。

6FF20101 ページング・サービスが呼び出し側のサービ
ス・リスト (SL) エントリーにアクセスしてい
るときに、プログラム・チェックが発生しまし
た。

xx0008xx 呼び出し側が、保護ストレージのページを解放
しようとしました。

xx000907 呼び出し側が、PROTECT パラメーターを指定
して PGSER マクロを出しましたが、指定した
別のパラメーターのどれかが誤っているか、ま
たは矛盾しています。

xx000908 呼び出し側が、UNPROTECT パラメーターを
指定して PGSER マクロを出しましたが、指定
した別のパラメーターのどれかが誤っている
か、または矛盾しています。

xx0701xx 呼び出し側が、プログラムが実行されている
PSW キーとは一致しないキーを持つストレー
ジに対して、PROTECT パラメーターを指定し
て PGSER マクロを出しました。PROTECT パ
ラメーターを指定して PGSER マクロを出すプ
ログラムは、キー 0 を持つか、保護しようと
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するストレージのキーと一致する PSW キーの
もとで実行されているかのいずれかでなければ
なりません。

xx0702xx 呼び出し側が、PSA 内または任意の VIO ウィ
ンドウ内のいずれかにある仮想記憶域に対し
て、PROTECT パラメーターを指定して
PGSER マクロを出そうとしました。どちらの
ストレージ域も、PROTECT キーワードでは指
定できません。

xx0801xx 呼び出し側が、プログラムが実行されている
PSW キーと一致しないキーによって、
UNPROTECT パラメーターを指定した PGSER

マクロを出しました。PGSER UNPROTECT マ
クロを出すプログラムは、保護を解除しようと
するストレージのキーと一致する PSW キーの
もとで実行されているか、キー 0 を持つかの
いずれかでなければなりません。

xx0802xx 呼び出し側が、PSA 内または任意の VIO ウィ
ンドウ内のいずれかにある仮想記憶域に対し
て、UNPROTECT を指定した PGSER マクロ
を出そうとしました。どちらのストレージ域
も、UNPROTECT キーワードでは指定できま
せん。

v レジスター 3: ブランチ進入の場合は、呼び出し側の戻りアドレスが
入っています。

v レジスター 4: LIST-FORMAT 進入の場合は、呼び出し側の誤りのあ
るページ・サービス・リスト・エントリー (PSL)/ 短ページ・サービ
ス・リスト (SSL) のアドレスが入っています。REGISTER-FORMAT

進入の場合は、レジスター 4 にはゼロが入っています。

v レジスター 5 ～ 7: SSL フォーマットの進入の場合は、レジスター
5 ～ 7 には呼び出し側の入力レジスターが入っています。

PSL フォーマットの SVC 進入の場合は、レジスター 5 ～ 7 にはゼ
ロが入っています。

PSL フォーマットのブランチ進入の場合は、レジスター 5 ～ 7 は意
味を持ちません。

v レジスター 8: SSL フォーマットの進入の場合は、レジスター 8 は
呼び出し側の入力レジスターの内容と同じです。

PSL フォーマットの SVC 進入の場合は、レジスター 8 にはゼロが
入っています。

PSL フォーマットのブランチ進入の場合は、レジスター 8 には、呼
び出し側の入力 TCB アドレスが入っています (TCB アドレスが与え
られていなければ、レジスター 8 にはゼロが入っています)。

v レジスター 9: PSL フォーマットの進入の場合は、入力 ECB のアド
レスが入っています。ECB アドレスが与えられていなければ、レジス
ター 9 にはゼロが入っています。

SSL フォーマットの進入の場合は、レジスター 9 は、呼び出し側の
入力レジスターの内容と同じです。

v レジスター 10: エラーがページングに関連する場合は、エラーのある
ページのアドレスが入っています。ページングに関連しないエラーで
あれば、レジスター 10 にはゼロが入っています。

v レジスター 11: LIST-FORMAT 進入の場合は、呼び出し側の最初の
PSL/SSL エントリーのアドレスが入っています。
REGISTER-FORMAT 進入の場合は、レジスター 11 にはゼロが入っ
ています。

v レジスター 12 ～ 14: PSL フォーマットの進入の場合は、エラーの
ある PSL エントリーが入っています。PSL がページ可能ストレージ

にある場合、または PSL ストレージ・キーが呼び出し側のゼロ以外
のストレージ・キーと一致しない場合は、レジスター 12 ～ 14 には
ゼロが入っています。

SSL フォーマットの進入の場合は、レジスター 12 にはゼロが入って
います。レジスター 13 ～ 14 には、誤りのある SSL エントリーが
入っています。ただし、SSL がページ可能ストレージにあれば、レジ
スター 13 ～ 14 にはゼロが入っています。

v レジスター 15: 以下のような 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 呼び出し側が PGFIX 要求を出しましたが、PSL ストレー
ジを GETMAIN マクロを使用して取得しませんでした。
あるいは、呼び出し側が永続的にサポートされるストレー
ジを解放しようとしたため、またはシステム・キーをもた
ない呼び出し側が異なるキーのストレージを解放しようと
したために、ページ解放操作に失敗しました。

10 入力 ECB、TCB、または PSL/SSL が妥当性検査に合格し
ませんでした。

システムの処置: システムは、現行タスクに対して異常終了を出しま
す。

システム・プログラマーの応答: 要求の中の問題を訂正してから、ジョ
ブを再実行してください。PGFIX または PGFREE を要求した場合で、
呼び出し側が許可を持っていなかった場合は、適切な許可を取得してか
ら、ジョブを再実行してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

18B

説明: 共通 VTOC アクセス機能 (CVAF) が、以下の条件のいずれかを
検出しました。

v VTOC 索引で構造エラーがあった。

v CVAF リターン・コードが、CVAF 状況コードと一致しなかった。

システムの処置: ダンプが SYS1.DUMP に書き込まれ、エラー・レコ
ードが Logrec データ・セットに書き込まれます。タスクは終了しませ
ん。CVAF が VTOC 索引で構造エラーを検出した場合は、以下の処置
をとります。

v メッセージ IEC606I が出されます。

v CVAF によって VTOC 索引が使用不可になります。

v CVAF の呼び出し側が、フォーマット 1 または 4 の DSCB の読み
取りまたは書き込みを要求した場合、CVAF はその機能を実行し、呼
び出し側に YES のコードを返します。

v CVAF の呼び出し側が、VTOC 索引を必要とする CVAF 機能を要求
した場合、CVAF は、呼び出し側にエラー・リターン・コードを返し
ます。これによって、呼び出し側が終了する場合があります。

CVAF リターン・コードが CVAF 状況コードと一致していない場合、
CVAF は、呼び出し側に入出力エラー・リターン・コードを返します。
これによって、呼び出し側が終了する場合があります。

プログラマーの応答: VTOC 索引の構造エラーが検出され、プログラ
ムが終了した場合に、そのプログラムが VTOC 索引に依存していなけ
れば、プログラムを再実行することができます。IEHLIST ユーティリテ
ィーを実行して、VTOC および使用不可の VTOC 索引のリストをとっ
てください。CVAF リターン・コードと状況コードの不一致は、CVAF

における論理エラーを示しています。問題が訂正されるまでは、ジョブ
を正常に実行できない可能性があります。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
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繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコード、および問題に関するすべての印刷出力と出力データ・セ
ットを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

18F

説明: 統合暗号サービス機能 /MVS (ICSF/MVS) のメインタスクを処理
しているときに、異常終了が発生しました。

理由コードは以下のとおりです。

コード 説明

ICSF/MVS メインライン・ルーチンに関する理由コード:

01 ICSF/MVS メインライン処理で、データ・スペースを確立で
きませんでした。

03 ICSF/MVS メインラインクロス・メモリー環境でのエラーで
す。

04 インストール・システム出口のロードまたは呼び出しのエラ
ーです。

05 コンポーネント・トレース環境で入り口コードが無効です。

06 ストレージ管理機能ルーチンでのエラーです。

07 マスター・キー検証ルーチンでのエラーです。

08 ストレージ内暗号キー・データ・セット (CKDS) 作成でのエ
ラーです。

09 イベント通知機能とのインターフェースでのエラーです。

0A コンポーネント・トレース・ルーチンからのエラーです。

0B ICSF/MVS が、要求された出口をロードできませんでした。

0C 出口番号が無効です。

0D ICSF/MVS が、クロス・メモリー・リンケージ索引を取得で
きませんでした。

0E ICSF/MVS が、クロス・メモリー許可索引をセットできませ
んでした。

0F ICSF/MVS が、スペース切り替え PC ルーチンのための項目
テーブルを作成できませんでした。

10 ICSF/MVS が、ICSF/MVS の項目テーブルをシステム・テー
ブルに接続できませんでした。

11 ストレージへの CKDS 読み込みエラーです。

12 ICSF/MVS が、ENF listen 出口を設定できませんでした。

13 ICSF/MVS が、ブロードキャストの ENF シグナルを出せま
せんでした。

14 ICSF/MVS が、初期設定時に ESTAE を設定できませんでし
た。

16 終了リソース・マネージャーにある入り口コードが無効で
す。

17 ICSF/MVS が、終了リソース・マネージャーを確立できませ
んでした。

1A ICSF/MVS が、データ・セットの OPEN、READ、WRITE、
または CLOSE を行うことができませんでした。

1B ICSF/MVS が、オプション・データ・セットを解釈できませ
んでした。

1C CICS Wait List データ・セットの処理時に重大なエラーを検
出しました。

1E データ・スペース作成ルーチンへの入り口コードが無効で
す。

1F データ・スペース作成ルーチン内の DSPSERV CREATE か
らのエラーです。

20 データ・スペース作成ルーチン内の ALESERV ADD からの
エラーです。

21 データ・スペース作成ルーチン内の ALESERV EXTRACT

からのエラーです。

22 データ・スペース作成ルーチン内の ALESERV DELETE か
らのエラーです。

23 データ・スペース作成ルーチン内の DSPSERV DELETE か
らのエラーです。

28 使用不可の暗号機能ルーチンを探しているときのエラーで
す。

29 使用不可の暗号機能ルーチンを探しているときの ATTACH

からのエラーです。

2A 使用不可の暗号機能ルーチンを探しているときの DETACH

からのエラーです。

2C コンポーネント・トレース・ルーチン内のリフレッシュ・コ
ードが無効です。

32 汎用サービス・ローダー・ルーチンのエラーです。

33 ICSF/MVS が、必要なインストール・サービスをロードでき
ませんでした。

37 アプリケーション・サービスのロード・エラーです。

38 ICSF/MVS が、互換暗号 SVC をインストールできませんで
した。

3C 指定したドメイン索引は、ICSF/MVS では無効です。

3D CPOOL マネージャーのエラーです。

3E 入出力サブタスク制御ルーチンのエラーです。

3F 入出力サブタスク制御ルーチン内の ATTACH からのエラー
です。

40 入出力サブタスク制御ルーチン内の DETACH からのエラー
です。

41 初期設定のエラーです。

42 初期設定のエラーです - ATTACH。

43 初期設定のエラーです - DETACH。

44 パラメーター・ブロックのエラーです。

46 逐次化のエラーです。

47 リソース・マネージャーのエラーです。

48 公開鍵操作のエラーです。

49 暗号公開鍵操作が初期設定されていません。

4A 暗号公開鍵操作が使用できません。

4B 構成エラーです。
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4C モジュール CSFMCCPC のエラーです。

4D CSFMCCPC 内の ATTACH からのエラーです。

4E CSFMCCPC 内の DETACH からのエラーです。

4F PCI 暗号コプロセッサー・コントローラーからの誤った結果
です。

50 ICSF から PCI 暗号コプロセッサー・コントローラーへのイ
ンターフェースのエラーです。

51 モジュール CSFACCPR 内のラッチ・マネージャーからのエ
ラーです。

52 モジュール CSFACCPR 内のリソース・マネージャーからの
エラーです。

アプリケーション・サービス・ルーチンに関する理由コード:

80 互換性サービスのためのパラメーター・ブロックが無効で
す。

84 ユーザー・アプリケーションから、認識できないサービス番
号が渡されました。

8C 互換モードで実行されているときに検出されたマスター・キ
ーのバージョン番号が無効でした。

90 ハードウェアからの状況ワードに、無効な応答コードが入っ
ていました。

92 キー暗号化キー (KEK) が正しくないタイプであったか、ま
たは制御なしベクトル (NOCV) の KEK ではありませんで
した。

94 ツイスト処理ルーチンに渡された可変レコードが無効です。

98 ICSF/MVS が異常終了しました。FAIL=ICSF オプションに
よってインストールされている出口が異常終了していまし
た。

9C 動的ストレージのストレージ長が無効です。

A0 CKDS 検索ルーチンのエラーです。

A1 要求されたシステム・キーがストレージ内 CKDS または
DASD CKDS、あるいはその両方で見付かりませんでした。

A2 CKDS 検索ルーチンのエラーです。要求されたシステム・キ
ーには無効な MAC がありました。

A3 CKDS 検索ルーチンのエラーです。要求されたダミー・キー
が見付かりませんでした。

A4 出力タイプが無効です。

A5 内部 ICSF パラメーター・サービス呼び出しのエラーです。

A6 要求が無効です。

A7 公開鍵のトークン・タイプが無効です。

A8 ハードウェア構成が使用できません。

A9 ハードウェア構成に正しくないキー・サイズが入っていま
す。

AA 算術オペランドが無効です。

AB キューの後に一致するものが見付かりませんでした。

AC 公開鍵処理のエラーです。

AD 公開鍵処理のエラーです。

共通理由コード (複数の機能から出される理由コード):

AE CSFAPKDS の呼び出しにおいて、FUNCTION パラメーター
の値が認識できません。

AF モジュール CSFMIOPC においてエラーが起きました。

B0 CSFMIOPC で出された ATTACH マクロでエラーが起きま
した。

B1 CSFMIOPC で出された ATTACH マクロでエラーが起きま
した。

B2 CPRB 用のストレージを取得できません。

B3 CPRB 内のドメインが CCVE に一致していません。

B4 SPB 内の CPRB の長さが誤っています。

B5 PCI 暗号コプロセッサー・アプリケーションからリターン・
コード 16 が返されました。

B6 CPRB/ パラメーター・ブロック用のデータが多すぎます。

B7 フォーマットが無効であるか、またはデータが無効であるた
め、応答 CPRB またはパラメーター・ブロックを処理でき
ません。

B8 PCI 暗号コプロセッサーでの処理中のエラーのために、
CKDS の再暗号化に失敗しました。

キー生成ユーティリティー・プログラム (KGUP) および共通サービスに

関する理由コード:

100 インストール・システム出口からのリターン・コードが無効
です。

101 COMPAT=NO のときに互換モード・サービスが要求されま
した。

102 ICSF/MVS (命令) マクロからの条件コードが無効です。

103 RCFSTAT マクロからのリターン・コードが無効です。

104 RCFCONF マクロからのリターン・コードが無効です。

105 再暗号化、変換、または動的 CKDS 更新の処理中に、マス
ター・キーのバージョンの変更が起こりました。

106 構成が無効です。

107 公開鍵処理のエラーです。

108 プロセッサー間連絡のエラーです。

109 PKSC/PKA 要求に対する誤った応答コードです。

10A 誤った PKSC/PKA 要求ブロックです。

10B CSFACCPS からの PCI 暗号コプロセッサー・キュー・フ
ル・エラーです。

10C PCI 暗号コプロセッサー命令からの不明の応答コードです。

180 メッセージ・キューにエラーが見付かりました。

181 共通入出力ルーチン内の出口リストが無効です。

182 共通入出力ルーチン内のアクセス制御ブロックが無効です。

183 共通入出力ルーチン内の要求パラメーター・リストが無効で
す。

184 動的 CKDS 更新の処理中に、MAC_generation または
Mac_verification が RC=12 で失敗しました。

185 動的 CKDS 更新の処理に関して、誤った機能要求が共通入
出力ルーチンに渡されました。
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186 動的 CKDS 更新の処理中に、予期しないリターン・コード
または理由コードが共通入出力ルーチンから返されました。

187 動的 CKDS 更新の処理中に、誤った CKDS レコードが作成
されました。

ICSF/MVS メッセージ処理に関する理由コード:

190 メッセージ処理ブロック (MPB) が無効です。

191 ブランクのメッセージ・スケルトンが検索されました。

192 一致するメッセージ・テーブルが見付かりませんでした。

193 メッセージが見付かりませんでした。

194 置換タグが無効です。

195 メッセージ・バッファー・サイズを超えていました。

196 メッセージ変数が MPB に見付かりませんでした。

197 CAMQ 応答 PSMID が一致しません。

198 CCP 応答 PSMID が一致しません。

ICSF/MVS 呼び出し可能サービスに関する理由コード:

200 エンコードまたはデコードの呼び出し可能サービスで、エラ
ーが発生しました。

202 キー生成呼び出し可能サービスで、エラーが発生しました。
CSFKGN1 へのパラメーター (IK_PROCESS_RULE と呼ばれ
る) に不明の値があり、処理が継続できません。

205 暗号キー・データ・セット (CKDS) レコード内の制御ベクト
ル (CV) が無効です。

206 変換サービスが、無効な CKDS を受け取りました。

ダイアログ・ルーチンに関する理由コード:

300 ダイアログ・サービス・ルーチンに渡された機能が無効で
す。

コンポーネント・トレースに関する理由コード:

380 コンポーネント・トレース・ルーチンで使用されているメッ
セージ ID が無効です。

381 コンポーネント・トレース・ルーチン内の制御ブロックが無
効です。

システムの処置: ICSF/MVS の初期設定中に異常終了が発生した場合、
ICSF/MVS は異常終了します。

通常、ICSF/MVS が使用可能である場合に、それが実行された後で異常
終了が発生したときは、ユーザーのアプリケーションまたは作業単位が
終了します。ICSF/MVS はまだ使用可能です。ただし、暗号ドメインの
索引をセットしようとしたときにエラーが発生した場合、または
FAIL=ICSF オプションによってインストールされている出口が異常終了
した場合は、ICSF/MVS が異常終了します。

プログラマーの応答: ダンプ・タイトル上の理由コードを調べて、異常
終了がインストール・システム・エラーによるものか、ユーザー・エラ
ーによるものか調べてください。さらに、その理由コードが、インスト
ール・システム生成の理由コードであるかどうか調べてください。問題
を解決できない場合は、ダンプを保管し、ダンプ・ヘッダー・レコード
を収集した上で、IBM サポート・センターに連絡してください。

デバッグの助けとなる情報およびリカバリーに関連する情報は、
ICSF/MVS System Programmer’s Guide に記述されています。

発行元: 統合暗号サービス機能 (ICSF/MVS)

1C2

説明: MQSeries Workflow for OS/390 サーバー・アドレス・スペース
が重大内部エラーを検出しました。

エラーのソースは、理由コードによって識別されます。理由コードのフ
ォーマットは X'rrmmnnnn' です。rr はリソース・クラス (下の表に詳述
されています) を示し、mm はリソース・クラスのメソッドを示し、
nnnn はエラーが検出されたメソッド内の場所を識別します。

リソース・
クラス・コード

リソース名 リソースの記述

01 Resource ワークフロー・サーバー・
リソースの抽象クラス

02 FmSrvRes ワークフロー・サーバー・
インスタンス・リソースの
抽象クラス

03 FmDevRes ワークフロー・サーバー入
出力装置リソースの抽象ク
ラス

04 SystCons システム・コンソール・イ
ンターフェースのインプリ
メンテーション・クラス

05 Diagnose フライト・レコーダーのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

06 FifoLock キュー・シリアライゼーシ
ョンのインプリメンテーシ
ョン・クラス

07 MvsMsgSv MVS メッセージ・サービ
ス・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

08 DevQueue ストレージ内キューのイン
プリメンテーション・クラ
ス

09 ErrStack エラー・リカバリーのイン
プリメンテーション・クラ
ス

10 ServerDS データ・セット・アクセス
のインプリメンテーショ
ン・クラス

11 Security セキュリティー・サーバ
ー・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

12 SrvGroup サブタスク管理のインプリ
メンテーション・クラス

13 SynchEcb サブタスク同期のインプリ
メンテーション・クラス

14 TimeServ タイマー・インターフェー
スのインプリメンテーショ
ン・クラス

15 ExtTrace コンポーネント・トレー
ス・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

16 TaskServ サブタスク・サービスのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス
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リソース・
クラス・コード

リソース名 リソースの記述

17 WkldMgmt ワークロード・マネージャ
ー・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

18 XcfGroup システム間カップリング・
ファシリティー・インター
フェースのインプリメンテ
ーション・クラス

19 XLngServ 言語間サービスのインプリ
メンテーション・クラス

20 XMemServ クロス・メモリー・サービ
スのインプリメンテーショ
ン・クラス

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: なし。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'1505nnnn' の場合は、
コンポーネント・トレースのセットアップを検査し、サーバーを再始動
してください。理由コードが X'1705nnnn' の場合は、ワークロード・マ
ネージャー・アプリケーション環境のセットアップを検査し、サーバー
を再始動してください。

上記以外の理由コードの場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプを提示
してください。

発行元: MQSeries Worklfow for OS/390

1C5

説明: システム・ロガー処理中に、エラーが発生しました。 一緒に出
される理由コードによって、回復可能なロガー内部エラーであるか、外
部エラー・コードであるかが識別されます。

コード 説明

00000804 ブロック ID がログ・ストリームの中に見付から
なかったため、IXGBRWSE または IXGDELET

要求が失敗しました。

システム処置: この要求は受け入れられません。
リターン・コード 8、理由コード 00000804 (ま
たは、対応する欠落データ理由コード) が呼び出
し側に返されます。

システム・プログラマー応答: 要求の中の値がロ
グ・ストリームの既存の部分を参照していること
を確認してください。

LIST LOGSTREAM (logstream-name)

DETAIL(YES) を指定してユーティリティー
IXCMIAPU を実行すれば、要求したブロック ID

が有効範囲内にあるかどうか、それがデータ範囲
消失内にないかどうかを判別することができま
す。

ブロック ID が有効な場合は、IBM サポート・
センターに連絡してください。その際には、ダン
プと、この異常終了に関連する Logrec 項目を提
示してください。

0000085F システム・ロガー処理中に異常終了したため、サ

ービス要求側のタスクに制御がパーコレートされ
ました。再試行は不可能でした。

システム・プログラマー応答: 再度、サービスを
要求してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00010009 ロガーがオフロード・データ・セットからの読み
取りまたはオフロード・データ・セットへの書き
込みを試みましたが、メディア・マネージャー・
アクセス方式エラーが検出されました。

システムの処置: ロガーはログ・ストリームを識
別するためにメッセージ IXG063I を出し、ダン
プを要求します。オフロード処理の場合、ロガー
は、エラーから回復することができれば、現行デ
ータ・セットをクローズし、新規データ・セット
を割り振って、オフロードを継続します。エラー
から回復することができない場合、ロガーはメッ
セージ IXG301I を出し、オフロードは失敗に終
わります。このエラーを検出したログ・ストリー
ムに対してブラウズ (IXGBRWSE) 要求を行う
と、警告またはエラー・ギャップ条件が起こるこ
とがあります。

システム・プログラマーの応答: 当該の操作に失
敗した場合は、IBM サポート・センターに連絡
して診断情報を提供してください。

00030006 システム・ロガーがアプリケーションの完了出口
を呼び出した後、異常終了が発生しました。完了
出口が異常終了してシステム・ロガー・リカバリ
ーにパーコレートしたか、またはログ・ストリー
ムに対する IXGCONN 要求の COMPLETEEXIT

パラメーターに指定されている完了出口のアドレ
スが、正しくありませんでした。

システム処置: システム・ロガーは、そのログ・
ストリームへの接続を所有しているタスクを終了
させて、その接続を終了させます。

システム・プログラマー応答: IXGCONN 要求に
指定されている完了出口アドレスが正しく、その
アドレスが変更されないことを確認してくださ
い。システム・ロガーは、アプリケーションがロ
グ・ストリームから正常に切断したあと制御を受
け取るまで、呼び出し側の完了出口が、
IXGCONN に指定されているアドレス位置のスト
レージにロードされたままであることを必要とし
ます。その後で、必要な場合は、アプリケーショ
ンを再始動してください。

問題が繰り返し発生する場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、
ダンプと、この異常終了に関連する Logrec 項目
を提示してください。

00030009 システム・ロガーは、ログ・ストリームのリカバ
リー処理時にオフロードを完了することができま
せんでした。メッセージ IXG115A に対してオペ
レーターが応答すると、システム・ロガーは構造
接続タスクを異常終了させます。

システム処置: システム・ロガーは、ログ・スト
リームへの接続およびオフロードが処理されてい
た構造を所有していたタスクを終了させます。
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システム・プログラマー応答: メッセージ
IXG114A で識別されるログ・ストリームを使用
するアプリケーションをすべて再始動してくださ
い。

問題が繰り返し発生する場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、
ダンプと、この異常終了に関連する Logrec 項目
を提示してください。

00040003 システム・ロガーは、現行ログ・ストリームに関
して書き込まれた最後のブロックのタイム・スタ
ンプが将来の時刻を示していることを検出しまし
た。おそらく、このログ・ストリームが Y2K テ
ストで使用され、テスト完了後にこのログ・スト
リームの再使用が試みられ、クロックがテスト時
の現在日付 / 時刻に設定されていたためと考えら
れます。

システム処置: システムは以前に、この状態を警
告するメッセージ IXG218A を出しました。メッ
セージ IXG218A に示されている日付 / 時刻に達
するまで、このログ・ストリームに対する
IXGWRITE 要求は完了できません。この日付 /

時刻に達するまで、システム・ロガーは
IXGWRITE 要求を拒否し、リターン・コード
X'0C' を返します。診断情報を提供するためにダ
ンプが要求されます。

システム・プログラマー応答: この問題の原因と
して考えられるのは、シスプレックスのクロック
値が時間的に逆方向に調整され、クロックが順方
向に調整されている間にこのログ・ストリームが
書き込まれたことです。メッセージ IXG218A に
示された待ち時間を受け入れることができない場
合は、ログ・ストリームから切断し、それを削除
してから再定義し、再接続する必要があります。

その他の理由コードは、内部エラーが発生したことを示しています。

システムの処置: システムは、現行のログ・ストリームに対する以後の
書き込み要求をすべて拒否します。システムは、ダンプを書き込み、
Logrec にエラーを記録します。

上記の理由コードの場合は、それぞれのシステム処置を参照してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: ログ・ストリームを切断し、再接続し
てみてください。問題が繰り返し発生する場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、ダンプと、この異常終了に関連
する Logrec 項目を提示してください。

上記の理由コードの場合は、それぞれのシステム・プログラマー応答を
参照してください。

発行元: システム・ロガー

1C6

説明: STATUS マクロ要求のターゲットであるタスクに関して、TCB

フィールドがオーバーレイされている可能性があることを、システムが
検出しました。STATUS マクロの詳細については、OS/390 MVS

Programming: Authorized Assembler Services Reference SET-WTO を参照
してください。

システムの処置: システムは、タスクが実行されているアドレス・スペ
ースを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: タスク管理

1C7

説明: ワークロード・マネージャー (WLM) 処理中に、エラーが発生し
ました。一緒に出される理由コードによって、回復可能な WLM 内部エ
ラーであるか、外部エラーであるかが識別されます。

コード 説明

0Axx0004 呼び出し側のパラメーターを参照しようとしたた
め、0C4 の異常終了となりました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

プログラマーの応答: WLM のサービスを要求するプログラムの中に、
プログラマー・エラーがないか検査してください。

コード 応答

0Axx0004 WLM が、IWMPQRY または IWMWQRY サー
ビスによって渡されたパラメーター・リストまた
はパラメーターにアクセスできませんでした。問
題としては、以下のことが考えられます。

v ストレージ・キーによってパラメーターにアク
セスすることができなかったため、WLM がパ
ラメーター・リストをコピーすることができな
かった。

v WLM が、サービス定義、サービス種別規則、
またはサービス・ノートパッド域を専用コピー
にコピーすることができなかった。

v WLM が、パラメーター・リストのローカル・
コピーを呼び出し側のコピーにコピーすること
ができなかった。

パラメーター・リスト域を検査して、サービス定
義、サービス種別規則、またはノートパッド域に
問題がないか調べてください。ストレージ・キー
が正しく指定されているか確認してください。

その他の理由コードの場合は、プログラマー・サービス・サポート担当
者に連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプを提示してくだ
さい。

1FA

説明: スプール・データ・セットに関するデータ管理要求を実行してい
るときに、エラーが発生しました。JES2 は、データ管理制御ブロックが
もはや有効でないことを検出しました。

システム・プログラマーの応答: ジョブのプログラム・リストを入手し
てください。ジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。JOB ステ
ートメントで MSGLEVEL=(1,1) を指定していない場合は、
MSGLEVEL=(1,1) を指定してから、ジョブを再実行してください。

ユーザー・エラーと考えられます。問題プログラムでデータ管理制御ブ
ロックを変更しなかったか確認してください。訂正した後、ジョブ・ス
テップを再実行してください。
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プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: JES2 または DFSMSdfp

1FB

説明: 下記に示されているエラーがあるため、JES3 が以下のメッセー
ジのいずれかを出しました。

IAT1601

ユーザーが、クローズされているデータ・セットに対して入出力を
実行しようとしています。

データ・バッファー・ブロック (DAT) キューに、誤った
IATYDAT が見付かりました。

IAT1602

制御ブロック IATYDAT、IATYDMC、IATYDSB、または
IATYDSS のいずれかが、(1) 誤っているか、または (2) 誤ったデ
ータを持っています。

IAT1603

JES3 モジュールが、誤ったデータ管理機能を要求するコードをパ
ラメーターとして IATDMEB に渡しました。

IAT1604

ユーザーのストレージ内の入出力開始命令から、エラー・コードが
返されました。

IAT1605

ユーザーのストレージ内の入出力開始命令から、エラー・コードが
返されました。

IAT1606

IATDMEB が、誤った無保護バッファー (IATYDAT) アドレスを
見付けました。または、それに関連する IATYDMC アドレスが誤
っていました。

IAT1607

IATDMEB が、無保護バッファーを割り振ることができませんで
した。

IAT1609

以下のいずれかが発生しました。

v IATDMEB または IATSIAD モジュールが、データ管理の
WAIT をセットアップしようとしたときに、データ管理機能が
すでに待ち状態になっていることを検出しました。

v IATDMEB または IATSIAD モジュールが、サブシステム・イ
ンターフェースの WAIT をセットアップしようとしたときに、
サブシステム機能がすでに待ち状態になっていることを検出し
ました。

IAT1610

ENDREQ 処理中に、IATYJDS マクロに対する要求に失敗しまし
た。

IAT1611

JES3 SSVT が (1) 誤っていたか、または (2) 見付かりませんでし
た。

IAT1612

割り振られる SYSOUT クラスが英数字でありません。

IAT1614

開始タスクまたは TSO ログオン内部読み取りプログラムのデー
タ・セットの処理中に、障害が発生しました。

IAT1803

JES3 補助アドレス・スペース内の JES3 保護バッファーからユー
ザー・ストレージの無保護バッファーへデータを移動しようとし
て、失敗しました。

IAT6700

割り振り解除で JDSENTRY を更新しようとしたときに、モジュー
ルがジョブ・データ・セット (JDS) 項目を見付けられませんでし
た。

IAT6703

モジュールが通信を試行したときに、グローバル・プロセッサーで
操作を中断させるエラーが発生しました。

IAT6704

OPEN で、ユーザー・アドレス・スペース・バッファーをデー
タ・セットに割り振ることができませんでした。

IAT6707

外部書き出しプログラム・データ・セットの割り振り解除で、モジ
ュールが出力スケジューリング・エレメント (OSE) を見付けられ
ませんでした。

IAT6708

出力データ・セット上で、永続入出力エラーが発生しました。

IAT6711

SSISERV マクロが、グローバル・プロセッサーに誤ったデータを
送信しました。要求を処理できませんでした。

IAT6309

JES3 入力サービス・モジュールの MVS LOAD または BLDL 処
理中に、障害が発生しました。

上記のメッセージのどれも表示されない場合は、JES3 が、誤った
IFGACB、IATYDSS、または IATYDSB 制御ブロックを検出したか、ま
たは SJFREQ 要求の結果としてエラー・リターン・コードを受け取りま
した。

システムの処置: システムは、エラーに応じて、ジョブ・ステップまた
はユーザー・アドレス・スペースのどちらかを終了させます。

プログラマーの応答: 入出力操作で問題が発生した場合は、ユーザーの
プログラムに入出力エラーがあれば、それを訂正してください。その
後、ジョブを再実行してください。

JES3 がメッセージ IAT6309 を出した場合は、LOAD または BLDL 障
害の原因を訂正してください。その後、ジョブを再実行してください。
上記以外の場合は、システム・プログラマーに連絡してください (その
際には、SYSABEND ダンプを提示してください)。

システム・プログラマーの応答: この異常終了と一緒にメッセージが出
された場合は、ダンプ内のレジスター 3 がデータ・セット状況ブロック
(DSS) のコピーを指しています。16 進数の理由コードによってエラーが
説明されます。この理由コードを使用して、エラーの原因を調べてくだ
さい。

コード 説明

01 モジュール IATDMEB が、サブシステム・ベクトル・テー
ブル (SVT) の検査を実行しているときに、SVT ブロック
ID (SVTID) が正しくないことを検出しました。

02 IATDMEB への入り口で、データ・エクステント・ブロック
(DEB) にデータ・セット・ブロック (DSB) が含まれていま
せん。

03 モジュール IATDMEB に未定義の機能コードが含まれてい
ます。
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04 モジュール IATDMEB が、GET ルーチンを処理していると
きに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取りまし
た。

05 モジュール IATDMEB が、データ管理ポイント・ルーチン
を処理しているときに、IATXSIO マクロからエラー・コー
ドを受け取りました。

06 モジュール IATDMEB が、SSI ポイント・ルーチンを処理
しているときに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受
け取りました。

07 モジュール IATDMEB が、GET ルーチンを処理していると
きに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取りまし
た。

08 モジュール IATDMEB が、PUT-Update ルーチンを処理して
いるときに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取
りました。

09 モジュール IATDMEB に動的アドレス変換 (DAT) 妥当性検
査エラーが含まれています。DAT アドレスが範囲外です (低
すぎます)。

0A モジュール IATDMEB に動的アドレス変換 (DAT) 妥当性検
査エラーが含まれています。DAT アドレスが範囲外です (高
すぎます)。

0B モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取
りました。

0C モジュール IATDMEB が、バッファー・チェックポイン
ト・ルーチンを処理しているときに、IATXUBAL マクロか
ら BUSY (使用中) 戻りを受け取りました。

0D モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXUBAL マクロからエラー戻りを受け取り
ました。

0E モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取
りました。

0F モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取
りました。

10 モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXSIO マクロからエラー・コードを受け取
りました。

11 モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXUBAL マクロから BUSY (使用中) 戻り
を受け取りました。

12 モジュール IATDMEB が ENDREQ ルーチンの中で CLOSE

逐次化障害を検出しました。

13 モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXUBAL マクロから BUSY (使用中) 戻り
を受け取りました。

14 モジュール IATDMEB が、処理中に UBUFF 妥当性検査エ
ラーを受け取りました。DMC ブロック ID (DMCID) が誤っ
ています。

15 モジュール IATDMEB が、データ管理の待ちが未処理であ
ることを検出しました。

16 モジュール IATDMEB が、SSI の待ちが未処理であること
を検出しました。

17 モジュール IATDMEB が、IATXSIO マクロからエラー戻り
を受け取りました。

18 モジュール IATDMEB が、DMC 妥当性検査エラーを受け取
りました。DMC ブロック ID (DMCID) が誤っています。

19 モジュール IATDMEB が、DMC 妥当性検査エラーを受け取
りました。DMC アドレスが範囲外です (低すぎます)。

1A モジュール IATDMEB が、DMC 妥当性検査エラーを受け取
りました。DMC アドレスが範囲外です (高すぎます)。

1B モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT ブロック ID (DATID) が誤っています。

1C モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (低すぎます)。

1D モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

1E モジュール IATDMEB が、ENDREQ ルーチンを処理してい
るときに、GETMAIN 障害を受け取りました。

1F モジュール IATSICC が、最後のバッファーを書き込んでい
るときに、永続入出力エラーを受け取りました。

20 モジュール IATDMFR が、IATDMEB チャネル終了ルーチ
ン (IATDMEBS) での障害を受け取りました。

21 モジュール IATDMEB が、クロス・メモリー移動
(IATXMVXM) のエラー戻りを受け取りました。

22 モジュール IATDMEB が、入り口で、データ・セット状況
ブロック ID (DSSID) が無効であることを検出しました。

23 モジュール IATDMEB が、DSS 妥当性検査エラーを受け取
りました。SVT ポインター (DSSSSVT) が誤っています。

24 モジュール IATDMEB が、DSB 妥当性検査エラーを受け取
りました。DSB ブロック ID (DSBID) が誤っています。

25 モジュール IATDMEB が、割り振りルーチンを処理してい
るときに、UBUFF からエラー戻りを受け取りました。

26 モジュール IATDMEB が、IATDMEBS ルーチンを処理して
いるときに、IATXSIO からエラー戻りを受け取りました。

27 モジュール IATDMEB が、ユーザー・メモリー・バッファ
ーを解放することができませんでした。モジュール
IATDMUB で、DSS または DSB の妥当性検査が失敗しま
した。

29 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

2A モジュール IATDMEB が、ENDREQ ルーチンを処理してい
るときに、SSISERV エラーを受け取りました。JIB ブロック
ID が誤っています。

2B モジュール IATDMEB が、ENDREQ ルーチンを処理してい
るときに、JDS アクセスでのエラーを受け取りました。

2C モジュール IATDMEB が、DMC 妥当性検査エラーを受け取
りました。DMC アドレスが範囲外です (低すぎます)。

2D モジュール IATDMEB が、DMC 妥当性検査エラーを受け取
りました。DMC アドレスが範囲外です (高すぎます)。

2E モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (低すぎます)。
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2F モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

30 モジュール IATDMEB が、スプール・レコード割り振り
(IATDMDKR) からエラー戻りを受け取りました。

31 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (低すぎます)。

32 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

33 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT ブロック ID (DATID) が誤っています。

34 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (低すぎます)。

35 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

36 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT ブロック ID (DATID) が誤っています。

37 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (低すぎます)。

38 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

39 モジュール IATDMEB が、DAT 妥当性検査エラーを受け取
りました。DAT ブロック ID (DATID) が誤っています。

3A モジュール IATDMEB が、書き込みエラー・リカバリー処
理時にデータ・セット状況ブロック (DSS) をレコード割り
振りブロック (RAB) キューに追加しているときに、エラー
を受け取りました。

3B モジュール IATDMEB が、IATXSIO 処理後にデータ・セッ
ト状況ブロック (DSS) をレコード割り振りブロック (RAB)

キューに追加しているときに、エラーを受け取りました。

3C モジュール IATDMEB が、データ・セット状況ブロック
(DSS) をリセットしているときに、エラーを受け取りまし
た。

3D モジュール IATDMEB が、データ・セット状況ブロック
(DSS) をレコード割り振りブロック (RAB) キューに追加し
ているときに、エラーを受け取りました。

40 モジュール IATDMDM が、入り口で誤った ACB を受け取
りました。

41 モジュール IATDMDM が、DSB 妥当性検査エラーを受け取
りました。DSB ブロック ID (DSBID) が誤っています。

42 モジュール IATDMDM が、DSS 妥当性検査エラーを受け取
りました。DSS ブロック ID (DSSID) が誤っています。

43 モジュール IATDMDM が、PUT ルーチンを処理していると
きに、誤った DAT アドレスを受け取りました。

44 モジュール IATDMDM が、PUT ルーチンを処理していると
きに、誤ったバッファー・ポイントを受け取りました。

45 モジュール IATDMDM が、PUT ルーチンを処理していると
きに、バッファーに余地がないことを検出しました。

46 モジュール IATDMDM が、DAT 妥当性検査エラーを受け
取りました。DAT アドレスが範囲外です (低すぎます)。

47 モジュール IATDMDM が、DAT 妥当性検査エラーを受け
取りました。DAT アドレスが範囲外です (高すぎます)。

48 モジュール IATDMDM が、ENDREQ ルーチンを処理して
いるときに、不成功の GETMAIN を受け取りました。

49 モジュール IATDMDM が、ENDREQ ルーチンを処理して
いるときに、入力サービス・エラーを受け取りました。

4A モジュール IATDMDM が、ENDREQ ルーチンを処理して
いるときに、入力サービスから JOBID を受け取りませんで
した。

4B モジュール IATDMDM が、PUT ルーチンを処理していると
きに、INTRDR データ・セットの再オープンのエラーを受け
取りました。

4C モジュール IATDMDM が、PUT ルーチンでの逐次化障害を
検出しました。

4D 開始済みタスクまたは TSO ログオン要求の処理中に、
GETMAIN が失敗しました。

50 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。

51 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。

52 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。ジョブには削除のみの印が付けられていました。

53 モジュール IATSIAD が、SSISERV から重大なエラーを受
け取りました。

54 モジュール IATSIAD が、SSISERV 処理時に誤ったデータ
が送られたことを検出しました。

55 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りから PSO 割
り振り解除時のエラーを受け取りました。

56 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。使用可能なジョブ番号がありませんでした。

57 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。

58 モジュール IATSIAD が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。

59 モジュール IATSIAD が、無効な DSB メッセージ・コード
を受け取りました。

5A JES3 モジュールが、SYSOUT クラスが A ～ Z でも 0 ～
9 でもない割り振り要求を受け取りました。

60 モジュール IATSIOR が、OPEN 逐次化障害を検出しまし
た。

61 モジュール IATSIOR が、OPEN 逐次化障害を検出しまし
た。

62 モジュール IATSIOR が、ORT が使用可能でないことを検
出しました。

63 モジュール IATSIOR が、ORT が使用可能でないことを検
出しました。

64 モジュール IATSIOR が、IATSIOD モジュールからエラー
戻りを受け取りました。

65 モジュール IATSIOR が、ユーザー書き込み機能名が指定さ
れなかったことを検出しました。

66 モジュール IATSIOR が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。ジョブには削除のみの印が付けられていました。
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67 モジュール IATSIOR が、SSISERV から重大なエラーを受
け取りました。

68 モジュール IATSIOR が、ジョブ・データ・セット (JDS) を
検出できませんでした。

69 モジュール IATSIOR が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。使用可能なジョブ番号がありませんでした。

6A モジュール IATSIOR が、バッファー割り振りルーチンから
BUSY (使用中) 戻りを受け取りました。

6B モジュール IATSIOR が、OPEN 処理時のエラーの後でデー
タ・セット状況ブロック (DSS) をレコード割り振りブロッ
ク (RAB) キューに追加しているときに、エラーを受け取り
ました。

6C モジュール IATSIOR が、SSISERV エラー戻りを受け取り
ました。ジョブには削除のみの印が付けられていました。

70 モジュール IATSICC が、SSISERV エラー戻りを受け取りま
した。ジョブには削除のみの印が付けられていました。

71 モジュール IATSICC が、INTRDR ジョブを処理していると
きに、SSISERV エラー戻りを受け取りました。

72 モジュール IATSICC が、SSISERV から重大なエラーを受け
取りました。

73 モジュール IATSICC が、SSISERV エラー戻りを受け取りま
した。誤ったデータが送られました。

74 モジュール IATSICC が、SSISERV エラー戻りを受け取りま
した。ジョブ番号が使用可能でありません。

75 モジュール IATSICC が、CLOSE 逐次化障害を検出しまし
た。

76 モジュール IATSICC が、PUT 逐次化障害を検出しました。

77 モジュール IATSICC が、INTRDR 逐次化障害を検出しまし
た。DSBOCTCB ロックを保持するタスクはありませんでし
た。

78 モジュール IATSICC が、INTRDR 逐次化障害を検出しまし
た。別のタスクがすでに DSBOCTCB ロックを保持していま
した。

79 モジュール IATSICC が、INTRDR 逐次化障害を検出しまし
た。INTRDR クローズ要求の処理中に DSBOCTCB ロック
がオーバーレイされていました。

80 モジュール IATDMFR が、IATSIADD ルーチンを処理して
いるときに、モジュール IATSIAD での障害を受け取りまし
た。

81 モジュール IATDMFR が、ルーチン IATDMDKW での障害
を受け取りました。

90 モジュール IATDMDM が、STORAGE OBTAIN 要求からエ
ラー・コードを受け取りました。

91 モジュール IATDMDM が、IATGRAS の呼び出しからエラ
ー・コードを受け取りました。

92 モジュール IATDMDM が、IXZXIXSM の呼び出しからエラ
ー・コードを受け取りました。SEGTYPE=FIRST が呼び出し
で指定されていました。

93 モジュール IATDMDM が、IXZXIXSM の呼び出しからエラ
ー・コードを受け取りました。SEGTYPE=LAST が呼び出し
で指定されていました。

94 モジュール IATDMDM が、IXZXIXAC の呼び出しからエラ
ー・コードを受け取りました。

95 モジュール IATDMDM が、STORAGE RELEASE 要求から
エラー・コードを受け取りました。

A0 モジュール IATDMDS が、一連の DMC を処理していると
きに、それらの DMC が循環するチェーンになっていること
を検出しました。

A1 モジュール IATDMDS が、リンクアップ・ルーチンで、エ
クステント使用中キューを処理中にエラーを検出しました。

A8 入出力要求は完了しているのに、入出力要求のチャネル・プ
ログラムが完了していないことを、モジュール IATDMIT が
検出しました。

A9 モジュール IATDMIT が、DSS を SRB 待機キューに入れ
ようとしたときに、障害を検出しました。

AA モジュール IATDMIT が、バッファー保護 (PBUF) 待機キュ
ーから DSS を除去した後で、その DSS をリセットしよう
としたときに、障害を検出しました。

発行元: JES3

1FC

説明: Supervisor Call (SVC) 命令への応答として、SVC の第 1 レベル
割り込みハンドラー (FLIH) が実行されていましたが、システム・エラ
ーが発生しました。

システムの処置: システムは、回復しようとして、SVC 命令を出した
タスクを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=1FC,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了 X'1FC' に関する Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドのシステム診断作業域 (SDWA) で、問題の原因となっている元の
異常終了を見付けてください。

2. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを
入手するように、オペレーターに依頼してください。IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示
するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

200

説明: 入出力要求の妥当性検査時に、チャネル実行プログラム (EXCP)

処理でエラーを検出しました。それぞれの X'200' 異常終了コードは、
エラーを説明する 3 桁の理由コードを伴います。理由コードの各桁は以
下のような特定の意味を持っています。

1 桁目 - 理由コードの 1 桁目は、エラーのタイプを示します。

コード 説明

1nn ストレージ保護チェック。テストされた制御ブロックのうち
の 1 つのストレージ保護キーが、呼び出し側の要求ブロッ
ク (RB) にあるストレージ保護キーと同じでありませんでし
た。
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2nn セグメント変換エラー。EXCP 処理で制御ブロックを処理し
ているときに、セグメント例外が発生しました。

セグメント例外が発生するのは、EXCP で誤ったアドレスが
使用された場合です。以下の場合に、誤ったアドレスが使用
されることになります。

v 呼び出し側が誤ったアドレスを渡した場合。

v アドレスが入っているストレージ域がオーバーレイされて
いた場合。

v アドレスが指す制御ブロックの開放が早すぎた場合。

v 必要なデータ・セットのクローズが早すぎた場合。

3nn ページ変換エラー。

ページ変換エラーが発生するのは、EXCP で誤ったアドレス
が使用された場合です。以下の場合に、誤ったアドレスが使
用されることになります。

v 呼び出し側が誤ったアドレスを渡した場合。

v アドレスが入っているストレージ域がオーバーレイされて
いた場合。

v アドレスが指す制御ブロックの開放が早すぎた場合。

v 必要なデータ・セットのクローズが早すぎた場合。

2 桁目 - 理由コードの 2 桁目は、エラーが発生したときの処理のフェ
ーズを示します。

コード 説明

n1n EXCP は、フロントエンド処理をしているときにエラーを検
出しました。

n2n EXCP は、バック・エンド処理をしているときにエラーを検
出しました。バック・エンド処理には、DASD

ERP、PCI、PURGE、および FRR ルーチンがあります。

n3n EXCP は、ポストプロセスをしているときにエラーを検出し
ました。

n4n EXCP は、妥当性検査中に、データ制御ブロック (DCB) を
更新しているときにエラーを検出しました。

n5n EXCP は、関連要求を処理しているときにエラーを検出しま
した。

n5n EXCP は、PCI アペンデージを処理しているときにエラーを
検出しました。

3 桁目 - 理由コードの 3 桁目は、EXCP がエラーを検出したときにテ
ストされていた制御ブロックを示します。

コード 説明

nn1 入出力ブロック (IOB)

nn2 データ制御ブロック (DCB)

nn3 データ・エクステント・ブロック (DEB)

nn4 イベント制御ブロック (ECB)

nn5 入出力ブロック拡張部分 (IOBE)

nn6 入出力エラー・データ・ブロック (IEDB)

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させ、SNAP ダンプ
を出します。

プログラマーの応答: 理由コードで示されている問題を訂正してくださ
い。さらに、データ・セットがオープンされていること、および示され

た制御ブロックが問題プログラムで正しく変更されていることを確認し
てください。

EXCP アクセス方式を使用している場合は、IOB および ECB が正しく
構築されているか確認してください。エラーを訂正してください。ジョ
ブを再実行してください。

エラーが繰り返し発生し、その原因を判定できない場合は、ジョブを再
度実行して ABEND ダンプを要求してください。システム・プログラマ
ーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ダンプの中で、現行タスクのタスク制
御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールド
を見てください。TCBEXCPD は EXCP デバッグ域 (XDBA) を指して
います。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入って
います。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ジョブの JCL とダンプを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

201

説明: WAIT マクロの処理中に、システムが以下のいずれかを検出しま
した。

v マクロ展開の中に、イベント制御ブロック (ECB) の誤ったアドレス
が入っていた。

v WAIT マクロを出したプログラムが、ECB が入っているストレージ
と同じストレージ保護キーのもとで実行されていなかった。

システムの処置: システムは、WAIT マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: 指定した ECB アドレスが有効な仮想記憶域アド
レスであること、ECB アドレスが誤って変更されていないことを確認し
てください。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

202

説明: POST マクロの処理中に、システムがイベント制御ブロック
(ECB) に関するエラーを検出しました。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 問題プログラムで指定した ECB の下位の 3 バイトに、要
求ブロック (RB) の誤ったアドレスが見付かりました。

システムは WAIT マクロの処理中に、RB のアドレスを
ECB に置きます。このアドレスは、POST マクロが通知コー
ドまたはゼロを ECB に入れるまで、ECB に残っていなけれ
ばなりません。
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04 待ち状態の RB が、割り込み可能ではありません。

08 問題プログラム記憶保護キーにある POST、およびシステム
記憶保護キーにある WAIT について、ポストされるべき
ECB が、待機している ECB と一致しません。

0C 問題プログラム記憶保護キーにある WAIT について、ECB

アドレスが誤っています。

システムの処置: システムは、POST マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: WAIT マクロが処理されてから、POST マクロが
処理されるまでの間に、ECB の内容が変更されないようにしてくださ
い。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

204

説明: システムが、EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
GETMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しました。
要求の処理中に、システムが、その要求をサポートするためにローカ
ル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージを取得しようとしました
が、LSQA ストレージとして使用可能な中央記憶装置がありませんでし
た。

システムの処置: システムは、ジョブが実行されているアドレス・スペ
ースを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブ・ステップを再実行してください。システ
ムが再びこの異常終了を出した場合は、システム・プログラマーに連絡
してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

205

説明: システムが、EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。要求の処理中に、システムが、その要求をサポートするためにロー
カル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージを取得しようとしました
が、LSQA ストレージとして使用可能な中央記憶装置がありませんでし
た。

システムの処置: システムは、ジョブが実行されているアドレス・スペ
ースを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブ・ステップを再実行してください。システ
ムが再びこの異常終了を出した場合は、システム・プログラマーに連絡
してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

206

説明: LINK(X)、LOAD、XCTL(X)、DELETE、または SYNCH マクロ
の処理中に、エラーが発生しました。制御プログラムが、以下のエラー
のいずれかを検出しました。

v マクロ命令に指定されているパラメーター・リストのアドレスが誤っ
ていた。

v 名前のアドレス (EP または EPLOC を指定した場合)、またはディレ
クトリー項目のアドレス (DE を指定した場合) が誤っていた。

v マクロが指しているパラメーター・リストの未定義フィールドに、ゼ
ロ以外の値が入っている。

v 呼び出し側が、マクロに指定されているオプションを使用するための
許可を持っていない。

v LOAD マクロに、矛盾するオプションが指定されている。

v LOAD マクロに ADDR パラメーターが指定されているが、そのアド
レスがダブルワード境界にない。

v 誤った別名が検出された。

レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っています。

コード 説明

04 矛盾するオプションを指定して LOAD マクロが出されまし
た。以下のいずれかが発生しました。

v GLOBAL キーワードを指定せずに、EOM (メモリーの終
わりでモジュールを削除) キーワードを指定している。
EOM キーワードは、モジュールが CSA ストレージにロ
ードされている場合にだけ適用されます。

v GLOBAL キーワードと ADDR キーワードを両方とも指
定している。

v ADDR キーワードと LOADPT キーワードを両方とも指定
している。

08 無許可のプログラムが、load to global 機能 (GLOBAL キー
ワード) を指定した LOAD マクロを実行しようとしまし
た。

0C 無許可のプログラムが、明示的ロード・オプション (ADDR

キーワード) を指定した LOAD マクロを実行しようとしま
した。

10 以下のいずれかが発生しました。

v 無許可のプログラムが、KEYADDR、STATE、または
KEYMASK オペランドを指定した SYNCH マクロを実行
しようとしました。これらのオペランドを使用できるのは
許可プログラムだけです。

v SYNCH マクロのパラメーター・リストの最初のワードの
中の予約ビットに、ゼロ以外の値が入っています。

14 要求された名前は、すでにロードされている他の名前の別名
です。

18 ADDR キーワードを指定して LOAD マクロが出されました
が、ADDR キーワードの値 (アドレス) がダブルワード境界
ではありません。

1C 誤った長さ標識がある XMENV オペランドを指定して、
SYNCHX マクロが出されました。

20 このマクロのマクロ・レベルは、使用しているシステムと互
換性がありません。

24 マクロを出したプログラムは AR モードにありますが、パラ
メーター・リストのアドレスのアクセス・リスト項目テーブ
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ル (ALET) が、ゼロになっていません。AR モードにある呼
び出し側は、パラメーター・リストのアドレスをゼロの
ALET で修飾しなければなりません。

28 EP (エントリー・ポイント) キーワード・パラメーターまた
は DE (リスト・エントリー・アドレス) キーワード・パラ
メーターのいずれかの ALET が、ゼロになっていません。

2C データ制御ブロック (DCB) アドレス (DE) キーワード・パ
ラメーターの ALET が、ゼロになっていません。

30 非互換レベルの TSO/E が PDSE ロード・モジュールと一緒
に使用されています。

34 DE パラメーターに誤ったバイトが指定されました。

C0 パラメーターが、アドレス不能であったか、または誤ったス
トレージ・キーにありました。

C4 データ制御ブロック (DCB) アドレス (DE) キーワード・パ
ラメーターに入れて渡されたディレクトリー項目が、アドレ
ス不能であったか、または誤ったストレージ・キーにありま
した。

C8 データ制御ブロック (DCB) が、アドレス不能であったか、
または誤ったストレージ・キーにありました。

CC データ・エクステント・ブロック (DEB) が、アドレス不能
であったか、または誤ったストレージ・キーにありました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。システム
は、異常終了に付随して出される理由コードに応じて、メッセージを出
します。

コード 説明メッセージ

04 CSV010I

08 CSV014I

0C CSV018I

10 CSV012I

14 CSV023I

18 CSV022I

1C CSV012I

20 CSV029I

24 CSV029I

28 CSV029I

2C CSV029I

30 CSV040I

プログラマーの応答: この異常終了と一緒にコンソールまたはジョブ・
ログに出されたメッセージに関するアプリケーション・プログラマー応
答を参照してください。

パラメーター・リストを誤って変更するようなプログラム・エラーがな
いか調べてください。DE オペランドを指定した場合は、マクロが、要
求したモジュールの属性に対して正しいか調べてください。
EP、EPLOC、または DE オペランドに指定したアドレスが、誤って指
定されたり、変更されたりしていないことを確認してください。訂正し
た後、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: コンソールまたはジョブ・ログに出さ
れたメッセージに関するシステム・プログラマー応答を参照してくださ
い。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際
には、ABEND ダンプおよびジョブのソース・プログラム・リストを提
示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

20A

説明: システムが、R 形式の GETMAIN または FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。要求の処理中に、シ
ステムが、その要求をサポートするためにローカル・システム・キュー
域 (LSQA) ストレージを取得しようとしましたが、LSQA ストレージと
して使用可能な中央記憶装置がありませんでした。

システムの処置: システムは、ジョブが実行されているアドレス・スペ
ースを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブ・ステップを再実行してください。システ
ムが再びこの異常終了を出した場合は、システム・プログラマーに連絡
してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

20D

説明: サブタスクで異常終了が発生しました。このサブタスクは、以下
のいずれかを行いました。
v ステップ必須完了 (MC) 状況で作動した。
v STEP オプションを指定した ABEND マクロを出した。

この結果、システムはジョブ・ステップを異常終了させます。

注: 元の異常終了コードは、エラーを引き起こしたサブタスクのタスク
制御ブロック (TCB) の TCBCMP フィールドに入っています。

システムの処置: システムは、ジョブ・ステップを終了させます。シス
テムは、ダンプ・データ・セットがある場合は、障害が起こったジョ
ブ・ステップの ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: エラーを引き起こしたサブタスクの TCB で、元
の異常終了コードを見付けてください。その異常終了コードに関して診
断を継続してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

20E

説明: プログラムが出した SPIE マクロに、SPIE プログラム割り込み
エレメント (PIE) の誤ったアドレスが指定されています。

システムの処置: システムは、この問題に関するメッセージをジョブ・
ログに送ります。システムは、SPIE マクロを出したプログラムを異常終
了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=20E,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムで誤ったマクロを
出している場合は、PIE アドレスを訂正して、そのアドレスが、ジョ
ブ・ステップに割り当てられた有効な仮想記憶アドレスであることを確
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認してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: IBM プログラムでこのマクロを出し
ている場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付け
てください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡
してください。その際には、以下のものを提示してください。
v ジョブ・ログからのメッセージ
v ABEND ダンプまたは SVC ダンプ
v ジョブのアセンブリー・リスト
v ジョブの JCL

v ジョブのプログラム・リスト

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

20F

説明: プログラムが、ERREXCP マクロを出そうとしました。しかし、
そのプログラムは監視プログラム状態にありませんでした。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
はマクロを処理しません。

プログラマーの応答: プログラムから ERREXCP マクロを除去してく
ださい。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

212

説明: SVC 18 の処理中に、エラーが発生しました。このエラーは、誤
ったユーザー入力によるものではないと考えられます。このシステム完
了コードと一緒に、メッセージ IEC909I が出されます。終了したタスク
に関する詳しい情報、およびレジスター 15 に入っているリターン・コ
ードの説明については、メッセージ IEC909I の説明を参照してくださ
い。

システムの処置: SYS1.DUMP データ・セットにダンプが書き込まれた
かどうかを示すメッセージ IEC909I が出されます。

プログラマーの応答: BLDL または FIND マクロ命令が正しく指定さ
れていること、および関連するパラメーター・リストと制御ブロックが
SVC 18 の処理中にユーザー・プログラムによって変更されないことを
確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL とプログラ
ム・リスト、および Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示
してください。

発行元: DFSMSdfp

213

説明: 直接アクセス装置に対して OPEN マクロ命令を処理していると
きに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッ
セージ IEC143I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、お
よびレジスター 15 にあるリターン・コード (メッセージ・テキスト内
の rc) の説明については、メッセージ IEC143I の説明を参照してくださ
い。

プログラマーの応答: 該当するメッセージの指示に従って応答してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが

繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

214

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して CLOSE マクロ命令を処
理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC210I が出されます。終了したタスクに関する詳
しい情報、およびレジスター 15 にあるリターン・コード (メッセー
ジ・テキスト内の rc) の説明については、メッセージ IEC210I の説明を
参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC210I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

215

説明: SVC 21 (STOW) の処理中に、エラーが発生しました。このシス
テム完了コードと一緒に、メッセージ IEC910I が出されます。終了した
タスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリター
ン・コードの説明については、メッセージ IEC910I の説明を参照してく
ださい。

システムの処置: STOW タスク・リカバリー・ルーチンが呼び出され
ました。呼び出し側の DCB が呼び出し側の領域の中にある場合は、そ
の DCB を SYS1.TRACE データ・セットへ記録する試みがなされまし
た。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: リターン・コードが 01、02、および 03 の場合
は、SVC 21 を出す前のレジスター 1 に正しい DCB アドレスが入って
いるか確認してください。また、DCB がオープンされた後で、それがオ
ーバーレイされていないか確認してください。リターン・コードが 04

の場合は、レジスター 0 に正しいパラメーター・リスト・アドレスが入
っているか確認してください。また、SVC 21 を出す前に、そのリスト
が呼び出し側の領域内にあるか確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。
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発行元: DFSMSdfp

218

説明: DEVTYPE (SVC 24) の処理中に、誤ったユーザー入力以外に原
因があると思われるエラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC913I が出されます。

終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示される
リターン・コードの説明については、メッセージ IEC913I の説明を参照
してください。

プログラマーの応答: DEVTYPE マクロ命令が正しくコーディングされ
ていること、DEVTYPE に渡された区域が SVC 24 の処理時にユーザ
ー・プログラムによって解放されないことを確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

219

説明: SVC 25 の処理中に、誤ったユーザー入力以外に原因があると思
われるエラーが発生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッ
セージ IEC915I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、お
よびレジスター 15 に示されるリターン・コードの説明については、メ
ッセージ IEC915I の説明を参照してください。

システムの処置: SYS1.DUMP データ・セットにダンプが書き込まれた
かどうかを示すメッセージ IEC915I が出されます。

プログラマーの応答: SVC 25 の処理中にユーザー・プログラムで
DCB または IOB を変更していないか確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

222

説明: オペレーター、またはタイム・シェアリング・オプション拡張機
能 (TSO/E) の許可ユーザーが、ダンプを要求しないでジョブを取り消し
ました。

システムの処置: システムはジョブを終了させます。ダンプが要求され
ていなくても、システムは、どのシステム・ルーチンに制御権があるか
に応じて、ダンプを書き込む場合があります。

プログラマーの応答: オペレーターまたは TSO/E ユーザーがジョブを
取り消した理由を調べてください。エラーがあれば訂正してから、ジョ
ブを再実行依頼してください。ダンプが必要な場合は、ジョブを再実行
依頼してからコマンド CANCEL jobname, DUMP でジョブを取り消す
ようオペレーターに依頼してください。

発行元: マスター・スケジューラー

228

説明: EXTRACT マクロの処理中に、入力パラメーター・リストの位置
が誤っていることをシステムが検出しました。この入力パラメーター・
リスト (通常は、EXTRACT マクロの標準形式または MF=L 形式の展開
で作成される) は、実行すべき機能を記述します。

パラメーター・リストの開始アドレスによって、パラメーター・リスト
がフルワード境界から始まっていないこと、またはジョブ・ステップに
割り当てられているストレージ内にないことが示されています。

システムの処置: システムは、EXTRACT マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: 入力パラメーター・リストのアドレスが有効にな
るように、プログラムを訂正してください。ジョブを再実行してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

22A

説明: ATTACH マクロの処理中に、システムがエラーを検出しまし
た。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数のコードが入ってい
ます。

コード 説明

00 ATTACH マクロを出した側で、127 より大きいサブプール
ID を用いて GSPV、GSPL、SHSPV、または SHSPL パラメ
ーターを指定しました。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロを修正して、問題プログラムのサブプール
(1 から 127) を指定してください。マクロが正しく指定されている場合
は、マクロを誤って変更しているプログラム・エラーがないか調べてく
ださい。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。トレース・オプション・キーワード
TRACE=SYSP およびイベント・キーワード SVC=42,END を使用して、
GTF トレース・データを収集してください。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。
その際には、ジョブのソース・プログラム・リストを提示してくださ
い。

発行元: タスク管理

22C

説明: CHAP マクロの処理中に、第 2 オペランドに指定されているフ
ルワードのアドレスが誤っていることをシステムが検出しました。この
フルワードには、優先順位変更の対象であるサブタスクのタスク制御ブ
ロック (TCB) のアドレスが入っています。
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以下のいずれかの理由で、アドレスが誤っています。
v アドレスが 4 の倍数でなかった。
v アドレスで指定されている仮想記憶域が割り振られていなかった。
v フルワードの記憶保護キーが、CHAP マクロを出した側の記憶保護キ
ーと一致していない。

システムの処置: システムは、CHAP マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: CHAP マクロを変更して、有効なフルワード・ア
ドレスを指定してください。CHAP マクロの処理時に、このフルワード
に TCB のアドレスが入っているようにしてください。さらに、問題プ
ログラムでこの指定を誤って変更することがないようにしてください。
エラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。トレース・オプション・キーワード
TRACE=SVCP およびイベント・キーワード SVC=44,END を使用し
て、GTF トレースをフォーマット設定してください。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。
その際には、ジョブのソース・プログラム・リストを提示してくださ
い。

発行元: タスク管理

22D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。オーバーレイ監視プ
ログラムが、この要求に応答しようとしたときに、オーバーレイ・セグ
メント・テーブルまたは項目テーブル内に誤ったアドレスを検出しまし
た。この誤ったアドレスは、ジョブ・ステップに割り当てられた仮想記
憶域の範囲外にある位置を指しています。

オーバーレイ・セグメント・テーブルは、オーバーレイ監視プログラム
で使用され、ロード・モジュールに常駐し、アプリケーション・プログ
ラムと同じストレージ保護キーを持ちます。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: オーバーレイ・セグメント・テーブルまたは項目
テーブルを誤って変更してしまうようなエラーがないか、プログラムを
調べてください。エラーを訂正してから、再度、プログラムをアセンブ
ル、リンク・エディット、および実行してください。

発行元: オーバーレイ監視プログラム

22F

説明: 使用できる組み合わせとしての時刻機構 (TOD) と時刻比較機構
(REAL または WAIT タイプの要求)、または使用できる CPU タイマー
(TASK タイプの要求) が、利用できる状態になっていません。

プログラマーの応答: システム刻時機構のハードウェア・エラーと考え
られます。ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: 監視プログラム制御およびタイマー監視

230

説明: グローバル・リソース逐次化で、DEQ マクロの処理中にエラー
を検出しました。

DEQ マクロで、リソース名の誤った長さを指定しました。この長さは、
ENQ マクロ命令の rname length オペランドで指定されたか、アセンブ
ラー・プログラムから与えられたか、またはリソース名の直前のバイト
に入れられています。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: 誤ったマクロ命令を訂正するか、または長さを誤
って変更してしまうプログラム・エラーを訂正してください。プログラ
ムを再コンパイルしてから、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

233

説明: 呼び出し側が、SVC ダンプ要求で誤ったパラメーターを渡しま
した。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

04 パラメーター・リストのアドレスがゼロです。

08 パラメーター・リストが、有効な SVC ダンプまたは SNAP

パラメーター・リストではありません。

0C 呼び出し側が指定したデータ・セットが、サポートされない
装置上にあります。

10 呼び出し側が指定したストレージ範囲で、開始アドレスが終
了アドレスより大きいか、または等しくなっています。

14 呼び出し側が HDR または HDRAD オプションに指定した
データが、100 文字を超えています。

18 呼び出し側が、4 キロバイトのシステム・キュー域 (SQA)

バッファーを要求しましたが、そのバッファーが逐次化され
ていません。

1C パラメーター・リスト、またはパラメーター・リストが指す
内容が、4 キロバイトの SQA バッファー内にあります。

20 呼び出し側がデータ制御ブロック (DCB) アドレスを指定し
ましたが、DCB がオープンされていないか、またはアドレ
スが無効でした。

28 ASIDLST、ASID、または SUBPLST パラメーターに指定さ
れているアドレス・スペース ID (ASID) が誤っています。
ASID がゼロより小さいか、または最大値より大きくなって
います。

38 呼び出し側が 4 キロバイトの SQA バッファーを指定しま
したが、SVC ダンプ機能がすでに進行中でした。

44 呼び出し側が、使用できる最大値 (255) より大きいサブプー
ルを指定しました。

50 パラメーター・リストの一部がアクセス不能です。

54 呼び出し側が指定した DCB がアクセス不能です。
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58 呼び出し側のストレージ・リストがアクセス不能です。

5C 呼び出し側のヘッダー・データがアクセス不能です。

60 呼び出し側が指定したイベント制御ブロック (ECB) がアク
セス不能です。

64 呼び出し側の ASID リストがアクセス不能です。

68 呼び出し側の SUMLIST がアクセス不能です。

6C 呼び出し側のサブプール ID リストがアクセス不能です。

70 呼び出し側のストレージ・キー・リストがアクセス不能で
す。

74 SLIP レジスターのコピーおよびプログラム状況ワード
(PSW) のコピーがアクセス不能です。

78 呼び出し側が指定した SRB がアクセス不能です。

7C パラメーター・リスト内に誤ったバージョン番号がありま
す。

80 呼び出し側が指定した LISTD リストがアクセス不能です。

84 呼び出し側が指定した SUMLSTL リストがアクセス不能で
す。

8C ID の長さが 50 文字を超えています。

90 ID がアドレス不能です。

94 PSW/ レジスター域の長さが誤っています。

98 PSWREGS がアドレス不能です。

9C 症状レコードが誤っています。

A0 症状レコードがアドレス不能です。

A4 呼び出し側が指定した DCB に関連したデータ・エクステン
ト・ブロック (DEB) がアクセス不能です。

AC 呼び出し側が指定した STRLIST 区域がアクセス不能です。

B0 呼び出し側が指定した INTOKEN 区域がアクセス不能で
す。

B4 呼び出し側が指定した REMOTE 区域がアクセス不能です。

B8 呼び出し側が指定した PROBDESC 区域がアクセス不能で
す。

BC 呼び出し側が指定した JOBLIST 区域がアクセス不能です。

C0 呼び出し側が指定した DSPLIST 区域がアクセス不能です。

C4 呼び出し側が指定した REMOTE 区域が無効です。区域内の
フィールドの長さが 4 バイト未満に指定されています。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。SVC ダンプ処理は、再試行を試み、呼び出し側にリ
ターン・コード 8 および関連する理由コードを渡します。再試行が不可
能な場合は、システムは呼び出し側を異常終了させます。SVC ダンプ処
理では、メッセージ IEA911E または IEA611I を出します。 このメッ
セージは、ダンプが完了したか、途中で終了したかを示します。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'AC' の場合は、指定
した STRLIST 区域が呼び出し側の現行アドレス・スペースからアドレ
ス可能になるようにしてください。その上で、ダンプを再度要求してく
ださい。

その他の理由コードの場合は、誤ったパラメーターを訂正し、SDUMP

マクロを再度出してください。

問題が繰り返し発生する場合、または IBM 提供のプログラムに問題が

ある場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けて
ください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、ジョブのアセンブリー・リストを提示してく
ださい。

発行元: ダンプ・サービス

235

説明: SVC 53 (BDAM データ・セットに関連したリリースの排他制御
を取得および解放する) に関連した処理を実行しているときに、エラー
が発生しました。この SVC のタスク・リカバリー・ルーチンは、SVC

53 への入力として必要な制御ブロックがユーザーの領域またはキー (あ
るいはその両方) にないことを判別しました。このシステム完了コード
と一緒に、メッセージ IEC902I が出されます。終了したタスクに関する
詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コードの説明
については、メッセージ IEC902I の説明を参照してください。

システムの処置: 終結処置コードを示すメッセージ IEC902I が出され
ます。この終結処置コードは、リカバリー・ルーチンによって試みられ
たリソースの終結処置の結果を示しています。

プログラマーの応答: 誤りのあるブロックのアドレスが入っていた制御
ブロックの妥当性を確実なものにしてください。たとえば、RELEX マ
クロで指定した入力 (BLKREF アドレス) が有効であり、そのフォーマ
ットが正しいこと、渡された DCB アドレスが有効であることを確認し
てください。RELEX マクロを出していない場合は、排他制御要求に関
連する IOB が正しいこと、その IOB に正しい DECB アドレス
(IOBECBPT) および DCB アドレス (IOBDCBPT) が入っていることを
確認してください。

さらに、DCB の DCBEBAD フィールドを調べて、そのフィールドに正
しい DEB アドレスが入っていること、DEB (DEBDCBAD) から逆にこ
の DCB が指されていることを確認してください。次の IOB に誤りが
あることが分かった場合は、要求されたブロックに関連した読み取り排
他リストの中の項目を探し、RDXIOBUQ フィールドが正しいことを確
認してください。

発行元: DFSMSdfp

237

説明: ボリュームの終わりでエラーが発生しました。このシステム完了
コードと一緒に、メッセージ IEC023I が出されます。終了したタスクに
関する詳しい情報、およびレジスター 15 にあるリターン・コード (メ
ッセージ・テキスト内の rc) の説明については、メッセージ IEC023I の
説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC023I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp
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238

説明: グローバル・リソース逐次化で、ENQ マクロ命令の処理中にエ
ラーを検出しました。リソースを表す名前に、誤った長さが指定されて
いました。この長さは、ENQ マクロ命令の rname length オペランドで
指定されたか、アセンブラー・プログラムから与えられたか、またはリ
ソース名の直前のバイトに入れられています。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: 誤ったマクロ命令を訂正するか、または長さを誤
って変更してしまうプログラム・エラーを訂正してください。プログラ
ムを再コンパイルしてから、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

239

説明: SVC 57 に関連した処理を実行しているときに、エラーが発生し
ました。SVC 57 は、(ユーザーまたはシステムが出した FREEDBUF マ
クロを通じて) バッファーの解放または未スケジュール・テキストの拡
張を行います。この SVC の BDAM タスク・リカバリー・ルーチン
は、SVC 57 への入力として必要な制御ブロックがユーザーの領域また
はキー (あるいはその両方) にないことを判別しました。このシステム
完了コードと一緒に、メッセージ IEC902I が出されます。終了したタス
クに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コ
ードの説明については、メッセージ IEC902I の説明を参照してくださ
い。

システムの処置: 終結処置コードを示すメッセージ IEC902I が出され
ます。この終結処置コードは、リカバリー・ルーチンによって試みられ
たリソースの終結処置の結果を示しています。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

エラーが起きたデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように
指定してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: 誤りのあるブロックのアドレスが入っていた制御
ブロックの妥当性を確実なものにしてください。DECB および DCB

が、SVC への入力として FREEDBUF マクロで指定されています。
DCB の DCBBUFCB フィールドに、バッファー制御ブロックの正しい
アドレスが入っていること、(アドレス・スペースが仮想記憶域の場合
に) DCBDYNB フィールドに、未スケジュール・リストの正しいアドレ
スが入っていることを確認してください。BCB または USL には、バッ
ファーが使用不可の場合に、バッファー取得を待っている次の IOB の
アドレスが入っています。このアドレスがオーバーレイされていないこ
とを確認してください。さらに、入力 DECB に、解放されるバッファ
ーのアドレス (DECAREA フィールド) が入っていることを確認してく
ださい。キー用のバッファーも要求されている場合は、DECKYADR フ
ィールドに正しいアドレスが入っていることを確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン

ターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力を提示
してください。

発行元: DFSMSdfp

23E

説明: DETACH マクロの処理中に、システムが入力パラメーターのエ
ラーを検出しました。

レジスター 15 に、このエラーを説明する 16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

00 アドレスの記憶保護キーが、DETACH を出した側のキーと
一致していません。

04 アクセス・レジスター・アドレス・スペース制御 (ASC) モ
ードにある呼び出し側で、アクセス・レジスター 1 がゼロ
以外になっています。

08 入力パラメーター・リストに指定されているタスク制御ブロ
ック (TCB) は、呼び出し側の TCB のサブタスクではあり
ません。

システムの処置: システムは、DETACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: これは、呼び出しプログラム内のエラーと考えら
れます。DETACH マクロを変更して有効な TCB アドレスを指定した上
で、TCB アドレスが問題プログラムによって誤って変更されないように
してください。アクセス・レジスター ASC モードで実行されている場
合は、問題プログラムによってアクセス・レジスター 1 が変更されない
ようにしてください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

23F

説明: チェックポイント・リスタート処理中に、セキュリティー違反が
検出されました。この完了コードと一緒に、該当する理由コードを示す
メッセージ IHJxxxI が出されます。

システムの処置: ジョブは異常終了します。

プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージの指示に従って応答し
てください。

発行元: DFSMSdfp

240

説明: RDJFCB マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。このシ
ステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC155I が出されます。終了し
たタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 にあるリターン・
コード (メッセージ・テキスト内の rc) の説明については、メッセージ
IEC155I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC155I の指示に従って応答してく
ださい。
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システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

244

説明: SYNADAF の処理中に、エラーが発生しました。ユーザーが指
定したレジスター保管域が誤っていることが検出されました。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。SYNADAF

(SVC 68) を出すときに、レジスター 13 が、ユーザーの領域内のレジ
スター保管域を指しているか確認してください。SYNADAF を SYNAD

ルーチンから出している場合は、SYNAD ルーチンに入ってから、レジ
スター 13 が変更されていないか確認してください。また、最後のデー
タ管理マクロが出されるときに、レジスター 13 に有効なレジスター保
管域のアドレスが入っていることを確認してください。

エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

245

説明: SVC 69 (BSP) の処理中に、誤ったユーザー入力以外に原因があ
ると思われるエラーが発生しました。このシステム完了コードと一緒
に、メッセージ IEC917I が出されます。終了したタスクに関する詳しい
情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コードの説明につい
ては、メッセージ IEC917I の説明を参照してください。

システムの処置: バックスペース・タスク・リカバリー・ルーチンが呼
び出されています。下位の実記憶装置および呼び出し側の領域が、
SYS1.DUMP データ・セットにダンプされています。呼び出し側の入力
レジスター 1 および DCB が、Logrec データ・セットに書き込まれて
います。

プログラマーの応答: BSP 命令が正しくコーディングされていること
を確認してください。また、処理されるデータ・セットに関する DCB

と、IOB または ICB (あるいはその両方) が、SVC 69 の処理時にユー
ザー・プログラムによってオーバーレイされていないか確認してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL とプログラ
ム・リスト、Logrec データ・セット・エラー・レコード、および問題に
関連するすべての印刷出力と出力データ・セットを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

247

説明: 図形アクセス方式 / システム・プロダクト (GAM/SP) またはオ
ペレーティング・システムのどちらかで、エラーが発生しました。この
完了コードは、GAM/SP のバッファー管理ルーチン IGC0007A が誤っ
た条件を検出したときに出されます。

システムの処置: エラーの原因を識別するメッセージがシステム・コン
ソールに表示されます。さらに、GAM/SP は Logrec データ・セットに
レコードを書き込み、システム・ダンプ・データ・セットにダンプを作
成します。

プログラマーの応答:

1. エラーの原因を識別するメッセージを調べてください。これらが
GAM/SP メッセージである (すなわち、メッセージ番号が ‘GABnnn’

である) 場合は、IBM Graphics Access Method/SP: Messages and

Codes に解説されています。

2. システム・ダンプのリストを入手してください。

3. プログラミング・サポート担当員に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

251

説明: SETPRT の処理中に、エラーが発生しました。ユーザーが与えた
領域が誤っていることが判明しました。このシステム完了コードと一緒
に、メッセージ IEC918I が出されます。終了したタスクに関する詳しい
情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コードの説明につい
ては、メッセージ IEC918I の説明を参照してください。

システムの処置: メッセージ IEC918I が出されます。

プログラマーの応答: 出口リスト内の最後の項目の高位ビットが B‘1’

にセットされていることを確認してください。出口リスト内の FCB イ
メージ項目が有効な FCB イメージを指していること、そのイメージが
ユーザーの領域内にあること、FCB イメージが有効な長さフィールドを
持ち、FCB イメージの終わり標識で終了していることを確認してくださ
い。エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

253

説明: システム管理機能 (SMF) データ・セットに書き込んでいるとき
に、SMF がエラーを検出して異常終了しました。

システムの処置: システムは、SMF アドレス・スペースを終了させ、
SMF によって使用されていたリソースを解放します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。
SMF 記録がシステムに不可欠な場合は、問題の訂正が済みしだい、SMF

SET コマンドを使用して SMF アドレス・スペースを再始動しくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 以前の異常終了の結果として作成され
たエラー・メッセージおよび SVC ダンプを調べてください。

発行元: システム管理機能 (SMF)
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25F

説明: システム・リソース・マネージャー (SRM) がアドレス・スペー
スの制御に使用しているデータが、システム障害によって破壊されまし
た。

システムの処置: 終了したタスクがマスター・スケジューラーのコマン
ド・プロセッサーであり、SRM が NEWIPS SYSEVENT を処理してい
た場合は、新しいインストール・システム・パフォーマンス (IPS) が失
われている可能性があります。

それ以外の場合は、アドレス・スペースのスワップ状況またはパフォー
マンス特性に関するデータが失われている可能性があります。SRM

は、以前に割り当てられたパフォーマンス仕様に従ってアドレス・スペ
ースを制御することが不可能になる場合があります。

システムは、以下のことを行います。

v Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。

v タスク異常出口指定 (STAE) ルーチンまたは異常終了したタスクが再
試行を要求した場合は、失われたアドレス・スペース特性に代えて、
‘worst case’ という置換値を挿入します。

v データ消失の影響を受けるアドレス・スペースまたはシステム・コン
ポーネントを制御するタスクを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・セッ
ト・エラー・レコードおよびジョブの SYSOUT 出力を提示してくださ
い。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

260

説明: STAX マクロのパラメーターの使用法が誤っています。レジスタ
ー 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 パラメーター・リストのアドレスが誤っています。

04 入力バッファーのサイズが 32 キロバイトを超えています。

08 入力バッファーのアドレスが誤っています。

0C 出力バッファーのサイズが 32 キロバイトを超えています。

10 両方の DEFER ビットがオンになっています。

14 パラメーター・リストのフォーマット番号が誤っています。

18 CLIST 可能アテンション出口ルーチン以外のルーチンから、
IGNORE アテンション要求を出しました。

1C IBUF または OBUF アドレスが指定されましたが、クリー
ンな 24 ビット・アドレスではありません。

20 STAX DEFER=NO,LINKAGE=BRANCH の呼び出し側が、タ
スク・モードで実行されていません。

24 STAX DEFER=NO,LINKAGE=BRANCH の呼び出し側がロッ
クされています。

28 STAX DEFER=NO,LINKAGE=BRANCH の呼び出し側が使用
不可です。

2C STAX DEFER=YES,LINKAGE=BRANCH の呼び出し側が、
タスク・モードで実行されていません。

システムの処置: システムは、STAX マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

システム・プログラマーの応答: 理由コードで指示された STAX パラ
メーター・リストのエラーを訂正してください。STAX マクロのパラメ
ーターについては、OS/390 TSO/E Programming Services を参照してく
ださい。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 領域制御タスク (RCT)

269

説明: IMGLIB の処理中に、IMGLIB への誤った入力以外に原因がある
と考えられるエラーが発生しました。レジスター 15 に、ダンプが
SYS1.DUMP データ・セットに書き込まれたかどうかを示すリターン・
コードが入っています。

システムの処置: IMGLIB タスク・リカバリー・ルーチンが
SYS1.DUMP データ・セットにストレージ・ダンプを書き込もうとしま
した。このダンプ試行の結果は、レジスター 15 に入っているリター
ン・コードによって示されています。出される可能性のあるリターン・
コードとその意味に関する詳しい説明は、メッセージ IEC920I を参照し
てください。その他の診断情報は Logrec データ・セット・エラー・レ
コードに書き込まれています。

プログラマーの応答: IMGLIB マクロ命令が正しくコーディングされて
いるか確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL とプログラ
ム・リスト、および Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示
してください。

発行元: DFSMSdfp

271

説明: 呼び出し側がページの固定または解放を要求しました。その要求
は、24 ビットのアドレッシングで、適切な許可なしに出されました。

システムの処置: システムは、要求されたサービスを拒否します。シス
テムはメッセージおよびダンプを書き込みます。システムは現行タスク
に対して異常終了を出します。

プログラマーの応答: プログラムを訂正するか、または適切な許可をイ
ンストール・システム管理者から入手してください。

システム・プログラマーの応答: ジョブ・ログ内のメッセージを調べて
ください。問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡して
ください。その際には、メッセージおよびダンプを提示してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

278

説明: システムが、RC、RU、VRC、または VRU 形式の GETMAIN

マクロ、あるいは RC または RU 形式の FREEMAIN マクロ、あるい
は STORAGE RELEASE マクロを処理しようとしたときに、エラーが発
生しました。システムは、要求をサポートするためのローカル・システ
ム・キュー域 (LSQA) ストレージを取得しようとしましたが、LSQA ス
トレージに使用できる中央記憶装置がありませんでした。
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システムの処置: システムは、ジョブが実行されているアドレス・スペ
ースを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブ・ステップを再実行してください。システ
ムが再びこの異常終了を出した場合は、システム・プログラマーに連絡
してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

279

説明: 入出力要求の終了を処理しているときに、システムが入出力パラ
メーターにエラーを検出しました。

レジスター 2 に、以下のような理由コードが入っています。

コード 説明

04 システムが、誤ったバッファー制御ブロック (BUFC) を検出
しました。

14 システムが、入出力を実行しようとして、誤ったバッファ
ー・アドレスを検出しました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. プログラムで入出力パラメーターを誤って変更していないか調べてく
ださい。エラーがあれば、それを訂正してください。

2. ジョブ・ステップを再コンパイルしてください。

3. ジョブ・ステップを再実行してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

27B

説明: PURGEDQ マクロに関する処理で、リカバリーを確立するため
に FESTAE マクロを出しました。FESTAE 処理中にエラーが発生しま
した。PURGEDQ および FESTAE マクロは正しく出されました。これ
らのマクロがエラーの原因ではありません。この問題は、環境エラーで
す。

システムの処置: システムは、PURGEDQ マクロを出したタスクを異
常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=27B,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。問題が繰り返し発
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、SLIP トラップ
を設定して SVC ダンプを入手するように、オペレーターに依頼してく
ださい。IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
SVC ダンプを提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・
セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

282

説明: RACF が、RACROUTE REQUEST=AUTH 処理のために RACF

に渡されたパラメーターにエラーがあることを検出しました。

システムの処置: システムは、タスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています (メッセージ ICH409I が出された場合は、メッセージにも理由
コードが示されています)。

コード 説明

04 パラメーター・リストの長さが無効です。

10 CSA、LOG、PRIVATE、PROFILE、ACEE、UTOKEN、USERID、
または GROUPID オプションを使用するには、APF 許可を
持っていること、またはシステム・キーが 0 ～7 であるこ
と、または監視プログラム状態にあることが必要です。

14 ATTR オプションが無効です。

18 必要なボリューム通し番号が指定されていません。

1C PROFILE/ENTITY フラグの設定値が矛盾しています。

20 リソース名または PROFILE が指定されていません。

24 CLASS 名が指定されていません。

2C 誤った LOG オプションが指定されています。(このコード
は、RACF 第 1.4 版を通してのみ使用されます。)

30 DATASET 以外のクラスに対してボリューム通し番号が指定
されています。

34 ファイル・シーケンス番号が無効です。

38 非テープ・データ・セットに対してファイル・シーケンス番
号が指定されています。

3C 非テープ・データ・セットに対して磁気テープ・ラベル・パ
ラメーターが指定されています。

40 磁気テープ・ラベル・オプションが無効です。

44 スクラッチ時消去要求が無効です。

48 REQUEST=AUTH に USERID = * が指定されました。* は
受諾不能な RACF ユーザー ID です。

4C ENTITYX キーワードで、エンティティー名の長さとバッフ
ァーの長さがともにゼロです。

50 バッファー長が無効です。

v ゼロより小さい。

v 255 より大きい。

v ゼロ以外で、エンティティー名の長さより小さい。

54 エンティティー名の長さが無効です。

v ゼロより小さい。

v 44 より大きい (CLASS=DATASET の場合)。または、ク
ラス記述子テーブルで定義されているそのクラスの長さよ
り大きい。

v 44 より大きい (CLASS=DATASET の場合)。または、ク
ラス記述子テーブルで定義されているそのクラスの最大長
より大きい。

58 REQUEST=AUTH に提供されたストレージ内プロファイル
が、RACF で必要とするバージョンではありませんでした。
ストレージ内プロファイルのバージョン (CSA を指定した
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ENTITY パラメーターでアドレッシングされます) が、必要
なバージョン番号であるようにしてください。

5C エンティティー名にブランクが入っています。

エンティティー名の長さを与えて ENTITYX キーワードを指
定している場合に、名前の最初、途中、または最後にブラン
クがあります。

60 RTOKEN キーワードと、ENTITY キーワードの CSA およ
び PRIVATE パラメーターとは同時に使用できません。

64 ACEE が無効です。

68 無許可の呼び出し側が、RACROUTE MSGSP パラメーター
に 127 より大きいサブプールを指定しました。

6C 無許可の呼び出し側の SAFPMSAD によって指されたメッセ
ージ・チェーンのエレメントが多すぎます。チェーンの問題
を示しています。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

問題判別: レジスター 15 にある理由コードを使用して、エラーを識別
してください。ユーザー・ルーチン (たとえば、インストール・システ
ム出口など) で RACF マクロを出している場合は、インストール・シス
テム出口で RACF マクロに指定しているパラメーター・リストを訂正
してください。IBM ルーチンで RACF マクロを出している場合は、異
常終了の診断方法および異常終了の問題を IBM に報告する方法につい
て、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を参照し
てください。

注: バッチ・ジョブの場合に、ダンプ分析を行う必要があるがそのダン
プを入手していない場合は、ジョブを再実行してください。
DSMON、RACF コマンド、または RACF 報告書作成プログラムを
使用しているバッチ・ジョブの場合は、ジョブ内に SYSABEND

DD ステートメントを指定してください。これで、確実にダンプが
作成されます。

283

説明: RACF が、RACROUTE REQUEST=VERIFY 処理のために
RACF に渡されたパラメーターにエラーがあることを検出しました。

システムの処置: システムは、タスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。(メッセージ ICH409I が出された場合は、メッセージにも理
由コードが示されています。)

コード 説明

04 パラメーター・リストの長さが無効です。

14 指定された ENVIR データが無効です。

18 指定された USERID は、長さの要件を満たしていません。

1C 指定された PASSWRD は、長さの要件を満たしていませ
ん。

20 指定された GROUP は、長さの要件を満たしていません。

24 指定された NEWPASS は、長さの要件を満たしていませ
ん。

28 長さフィールドがゼロの OIDCARD が指定されています。

30 指定された ENVIR キーワード・データと、USERID、
PASSWRD、NEWPASS、START、OIDCARD、TERMID、
APPL SESSION、TRUSTED、REMOTE、SECLABEL、

EXENODE、SUSERID、SNODE、SGROUP、POE、
TOKNIN、および STOKEN の組み合わせが無効です。

34 指定された ENVIR キーワード・データと GROUP の組み
合わせが無効です。

38 ENVIR = CHANGE が指定されましたが、ACEE が存在しま
せん。

3C ユーザー ID に *NONE* が指定され、REQUEST=VERIFY

にブランチで進入しませんでした。

40 予約済み。

44 ENVIR=CREATE および SESSION=APPCTP が指定されまし
たが、この場合に必須の POE が指定されませんでした。

48 ENVIR=CREATE および SESSION=APPCTP が指定されまし
たが、この場合に必須の APPL が指定されませんでした。

4C 指定された ACEE が有効な ACEE とは見なされません。

50 ENVRIN キーワードが指定され、ENVR オブジェクト・ス
トレージ域アドレスがゼロでした。あるいは、ENVRIN また
は ENVROUT キーワードが指定され、ENVR オブジェク
ト・ストレージ域がダブルワード境界にありませんでした。

54 ENVRIN キーワードが指定され、ENVR オブジェクト・ス
トレージ域に入っている ENVR オブジェクトが、指定され
た ENVR オブジェクト・ストレージ域より大きいものでし
た。

これは、別の外部セキュリティー・マネージャーから ENVR

オブジェクトを使用すると発生する可能性があります。たと
えば、MCS コンソール・サービスは、ENVRIN データを指
定した他のシステムからのコマンドを経路指定します。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 にある理由コードを使
用して、エラーを識別してください。ユーザー・ルーチン (たとえば、
インストール・システム出口など) で RACF マクロを出している場合
は、インストール・システム出口で RACF マクロに指定しているパラ
メーター・リストを訂正してください。IBM ルーチンで RACF マクロ
を出している場合は、異常終了の診断方法および異常終了の問題を IBM

に報告する方法について、OS/390 SecureWay Security Server RACF

Diagnosis Guide を参照してください。

注: バッチ・ジョブの場合に、ダンプ分析を行う必要があるがそのダン
プを入手していない場合は、ジョブを再実行してください。
DSMON、RACF コマンド、または RACF 報告書作成プログラムを
使用しているバッチ・ジョブの場合は、ジョブ内に SYSABEND

DD ステートメントを指定してください。これで、確実にダンプが
作成されます。

285

説明: RACF が、RACDEF 要求の処理のために RACF に渡されたパラ
メーターにエラーがあることを検出しました。

システムの処置: システムは、タスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。(メッセージ ICH409I が出された場合は、メッセージにも理
由コードが示されています。)

コード 説明

04 パラメーター・リストの長さが無効です。
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08 レベル番号が無効です。

0C TYPE オプションが無効です。

10 リソース名が必要です。Entity-name (および、指定されてい
る場合は newname キーワード) は、有効な非ブランクのリ
ソース名を指していなければなりません。

14 新規データ・セット名または既存ボリューム通し番号が指定
されましたが、アドレスがゼロです。

18 必要なボリューム通し番号が指定されていません。

1C 新規データ・セット名フラグと既存ボリューム通し番号フラ
グが両方ともセットされています。

24 DATASET 以外の一般リソース・クラスに矛盾するパラメー
ターが指定されています。型式名、型式ボリューム通し番
号、VSAM データ・セット・ビットのオン、既存ボリューム
通し番号、新規データ・セット名などのパラメーターが誤っ
ている可能性があります。

28 DATASET クラスとして、DEFINE 以外のタイプをもつ型式
リソース情報が指定されています。

2C 型式名が指定されていますが、型式ボリューム通し番号が指
定されていません。

30 無修飾のデータ・セット名が指定されています。この理由コ
ードは、RACFIND=NO が指定されている場合は出されませ
ん。

34 CHGVOL 要求に既存ボリューム通し番号が欠けています。

38 装置フィールドの長さが無効です。

3C AUDIT の値が無効です。

40 指定された OWNER が無効です。この理由コードが出され
る理由はいくつかあります。考えられる理由には、以下のも
のがあります。

v OWNER が、RACF 定義のユーザー ID またはグループ
ID でない。

v OWNER が RACF 定義のユーザー ID であるが、そのユ
ーザー ID が取り消されている。

44 UACC の値が無効です。

48 名前変更要求が無効です。ENTITY 名または NEWNAME 名
のどちらか一方が総称名になっています。単一修飾名の
RACF 保護がアクティブにされていない (PREFIX を指定し
た SETROPTS コマンド) ときに、単一修飾名でデータ・セ
ット・プロファイルを作成しようとすると、この理由コード
が出される可能性があります。以下のように、データ・セッ
ト・プロファイルが自動的に作成される場合もいくつかある
ことに注意してください。すなわち、ADSP 属性を持つユー
ザーがデータ・セットを作成した場合、JCL で
PROTECT=YES が指定されている場合、およびユーザーが
ADDSD コマンドを出した場合です。

4C TAPE に対して TYPE=CHGVOL が指定されています。

50 TAPE に指定されたパラメーターが無効です。

54 TAPE で必要な場合に FILESEQ が指定されていません。

58 DASD に指定されたオペランドが無効です。

5A RACHECK 要求に提供されたストレージ内プロファイルが、
RACF で必要とするバージョンではありませんでした。スト
レージ内プロファイルのバージョン (CSA を指定した

ENTITY パラメーターでアドレッシングされます) が、必要
なバージョン番号であるようにしてください。

5C FILESEQ の値が無効です。

60 TAPELBL の値が無効です。

64 EXPDT/RETPD の値が無効です。

68 NOTIFY ユーザー ID が無効です。

6C TYPE=DEFINE 以外に対して RESOWNER が指定されてい
ます。

70 指定された RESOWNER が無効です。

74 RESOWNER を指定せずに、MGMTCLAS または
STORCLAS (あるいはその両方) を指定しています。

78 MGMTCLAS の長さが無効です。

7C STORCLAS の長さが無効です。

80 RESOWNER の長さが無効です。

84 指定された SECLABEL が無効です。

88 ENTITYX キーワードで指定されたバッファー長が無効で
す。

v ゼロより小さい。

v 255 より大きい。

v ゼロ以外で、エンティティー名の長さより小さい。

8C ENTITYX キーワードで指定された名前長が無効です。

v 指定された長さがゼロより小さい。

v 指定された長さが、44 より大きい (CLASS=DATASET の
場合) か、またはクラス記述子テーブルで定義されている
そのクラスの最大長より大きい。

v 指定された名前が、44 より長い (CLASS=DATASET の場
合) か、またはクラス記述子テーブルで定義されているそ
のクラスの最大長より長い。

90 ENTITYX フォーマットで、エンティティー名の長さとバッ
ファーの長さがともにゼロです。

94 MENTX キーワードで指定されたバッファー長が無効です。

v ゼロより小さい。

v 255 より大きい。

v ゼロ以外で、エンティティー名の長さより小さい。

98 MENTX キーワードで指定された名前長が無効です。

v 指定された長さがゼロより小さい。

v 指定された長さが、44 より大きい (CLASS=DATASET の
場合) か、またはクラス記述子テーブルで定義されている
そのクラスの最大長より大きい。

9C MENTX キーワードで、エンティティー名の長さとバッファ
ーの長さがともにゼロです。

A0 NEWNAMX キーワードで指定されたバッファー長が無効で
す。

v ゼロより小さい。

v 255 より大きい。

v ゼロ以外で、エンティティー名の長さより小さい。

A4 NEWNAMX キーワードで指定された名前長が無効です。

v 指定された長さがゼロより小さい。
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v 指定された長さが、44 より大きい (CLASS=DATASET の
場合) か、またはクラス記述子テーブルで定義されている
そのクラスの最大長より大きい。

v 指定された名前が、44 より長い (CLASS=DATASET の場
合) か、またはクラス記述子テーブルで定義されているそ
のクラスの最大長より長い。

A8 NEWNAMX キーワードで、エンティティー名の長さとバッ
ファーの長さがともにゼロです。

AC FILE および DIRECTRY クラスのプロファイル名に、
ENTITY または ENTITYX キーワードに関する少なくとも
2 つの有効な修飾子が含まれていません。

v プロファイル名に修飾子が 1 つしか入っていません。

v プロファイル名がピリオドで始まっています。

v 2 番目の修飾子が 8 文字より長くなっています。

B0 FILE および DIRECTRY クラスのプロファイル名に、
MENTITY または MENTX キーワードに関する少なくとも
2 つの有効な修飾子が含まれていません。

v プロファイル名に修飾子が 1 つしか入っていません。

v プロファイル名がピリオドで始まっています。

v 2 番目の修飾子が 8 文字より長くなっています。

B4 FILE および DIRECTRY クラスのプロファイル名に、
NEWNAME または NEWNAMX キーワードに関する少なく
とも 2 つの有効な修飾子が含まれていません。

v プロファイル名に修飾子が 1 つしか入っていません。

v プロファイル名がピリオドで始まっています。

v 2 番目の修飾子が 8 文字より長くなっています。

B8 エンティティー名にブランクが入っています。

エンティティー名の長さを与えて ENTITYX キーワードを指
定している場合に、名前の最初、途中、または最後にブラン
クがあります。

BC 型式プロファイル名にブランクが入っています。

名前の長さを与えて MENTX キーワードを指定している場
合に、名前の最初、途中、または最後にブランクがありま
す。

C0 新規プロファイル名にブランクが入っています。

新規の名前の長さを与えて NEWNAME キーワードを指定し
ている場合に、名前の最初、途中、または最後にブランクが
あります。

C8 指定された SECLVL が無効です。

v データ・フィールド数が 0 でなく、1 でもない。

v データ・フィールド数の値が 1 ～ 254 の範囲内にない。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 にある理由コードを使
用して、エラーを識別してください。ユーザー・ルーチン (たとえば、
インストール・システム出口など) で RACF マクロを出している場合
は、インストール・システム出口で RACF マクロに指定しているパラ
メーター・リストを訂正してください。

注: バッチ・ジョブの場合に、ダンプ分析を行う必要があるがそのダン
プを入手していない場合は、ジョブを再実行してください。
DSMON、RACF コマンド、または RACF 報告書作成プログラムを

使用しているバッチ・ジョブの場合は、ジョブ内に SYSABEND

DD ステートメントを指定してください。これで、確実にダンプが
作成されます。

28A

説明: 呼び出し側が、ページの固定または解放を要求しました。その要
求は、31 ビットのアドレッシングで、適切な許可なしに出されました。

システムの処置: システムは、要求されたサービスを拒否します。シス
テムはメッセージおよびダンプを書き込みます。システムは現行タスク
に対して異常終了を出します。

プログラマーの応答: プログラムを訂正するか、または適切な許可をイ
ンストール・システム管理者から入手してください。

システム・プログラマーの応答: ジョブ・ログ内のメッセージを調べて
ください。問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡して
ください。その際には、メッセージおよびダンプを提示してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

2C2

説明: MQSeries Workflow for OS/390 サーバー・インスタンス・サブ
タスクが重大内部エラーを検出しました。

エラーのソースは、理由コードによって識別されます。理由コードのフ
ォーマットは X'rrmmnnnn' です。rr はリソース・クラス (下の表に詳述
されています) を示し、mm はリソース・クラスのメソッドを示し、
nnnn はエラーが検出されたメソッド内の場所を識別します。

リソース・
クラス・コード

リソース名 リソースの記述

01 Resource ワークフロー・サーバー・
リソースの抽象クラス

02 FmSrvRes ワークフロー・サーバー・
インスタンス・リソースの
抽象クラス

03 FmDevRes ワークフロー・サーバー入
出力装置リソースの抽象ク
ラス

04 SystCons システム・コンソール・イ
ンターフェースのインプリ
メンテーション・クラス

05 Diagnose フライト・レコーダーのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

06 FifoLock キュー・シリアライゼーシ
ョンのインプリメンテーシ
ョン・クラス

07 MvsMsgSv MVS メッセージ・サービ
ス・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

08 DevQueue 記憶内キューのインプリメ
ンテーション・クラス

09 ErrStack エラー・リカバリーのイン
プリメンテーション・クラ
ス

10 ServerDS データ・セット・アクセス
のインプリメンテーショ
ン・クラス
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リソース・
クラス・コード

リソース名 リソースの記述

11 Security セキュリティー・サーバ
ー・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

12 SrvGroup サブタスク管理のインプリ
メンテーション・クラス

13 SynchEcb サブタスク同期のインプリ
メンテーション・クラス

14 TimeServ タイマー・インターフェー
スのインプリメンテーショ
ン・クラス

15 ExtTrace コンポーネント・トレー
ス・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

16 TaskServ サブタスク・サービスのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

17 WkldMgmt ワークロード・マネージャ
ー・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

18 XcfGroup システム間カップリング・
ファシリティー・インター
フェースのインプリメンテ
ーション・クラス

19 XLngServ 言語間サービスのインプリ
メンテーション・クラス

20 XMemServ クロス・メモリー・サービ
スのインプリメンテーショ
ン・クラス

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: なし。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプを提示
してください。

発行元: MQSeries Workflow for OS/390

2C6

説明: MIHQUERY サービス、IOSCDR サービス、IOSPTHV サービ
ス、または IOSCAPU サービスが、呼び出し側の要求を満たそうと試み
ている最中に、異常終了条件を検出しました。

MIHQUERY

MIHQUERY サービスの場合の理由コードは、次のとおりです。

0001 MIHQUERY の呼び出し側が監視プログラム状態にありませ
ん。

0002 MIHQUERY の呼び出し側がキー 0 ～ 7 にありません。

0003 パラメーター・リストが誤りです。MIHQUERY サービスが
リストをコピーしようとしているときに、以下のいずれかの
理由により、エラーが発生しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・アドレスを渡
した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージのキーが誤っていた。

0004 パラメーター・リストが誤りです。MIHQUERY サービスが
リストを更新しようとしているときに、以下のいずれかの理
由により、エラーが発生しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・アドレスを渡
した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージのキーが誤っていた。

MIHQUERY がパラメーター・リストをコピーした時点と、
そのリストを更新した時点との間で、呼び出し側がパラメー
ター・リストを解放してしまった可能性があります。

0005 MIHQUERY の呼び出し側がパラメーター・リスト内の誤っ
た UCB アドレスを渡しました。

0006 MIHQUERY の呼び出し側はクロス・メモリー・モードにあ
ります。すなわち、PASN=HASN=SASN は有効ではありま
せん。

IOSCDR

IOSCDR サービスの場合の理由コードは、次のとおりです。

0100 許可が正しくありません。LINKAGE=LINK の呼び出し側の
場合、呼び出し側が、監視プログラム状態にありません。
LINKAGE=SYSTEM の呼び出し側の場合、呼び出し側が次
のいずれかにもなっていません。
v 監視プログラム状態にあること。
v PKM が 0 ～ 7 であること。
v 問題プログラム状態にあること。
v PSW キーが 0 ～ 7 であること。
v APF 許可であること。
v RACF が、FACILITY クラスと IOSCDR エンティティー
を許可していること。

0101 IOSCDR の呼び出し側がタスク・モードにありません。

0102 IOSCDR の呼び出し側がロックされています。

0103 AMODE が誤りです。IOSCDR の呼び出し側が 31 ビット・
モードにありません。

0200 パラメーター・リストが誤りです。IOSCDR の呼び出し側が
誤ったバージョンのパラメーター・リストを渡しました。

0201 パラメーター・リストが誤りです。パラメーター・リストの
整合性が損なわれました。たとえば、パラメーター・リスト
内で同時には指定できない複数のパラメーターが指定されま
した。

0202 パラメーター・リストが誤りです。IOSCDR サービスがリス
トの読み取りを試みていたとき、次のいずれかの理由でエラ
ーが発生しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・アドレスを渡
した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが取り出し保護されていた。

0203 パラメーター・リストが誤りです。サービスがリストの更新
を試みていたとき、次のいずれかの理由でエラーが発生しま
した。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・アドレスを渡
した。
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v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセスできないキ
ーにあった。

サービスがパラメーター・リストを読み取った時点と、その
リストを更新した時点との間で、呼び出し側がパラメータ
ー・リストを解放してしまった可能性があります。さらに、
ストレージが呼び出し側のキーからアクセス不能の場合は、
読み取りはできても更新はできない可能性があります。

0204 IOCTOKEN ストレージが誤りです。サービスが IOCTOKEN

の読み取りを試みているとき、次のいずれかの理由でエラー
が発生しました。

v 呼び出し側が誤った IOCTOKEN アドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが取り出し保護されていた。

0205 IOCTOKEN が誤りです。サービスが IOCTOKEN の更新を
試みていたとき、次のいずれかの理由でエラーが発生しまし
た。

v 呼び出し側が誤った IOCTOKEN アドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセスできないキ
ーにあった。

サービスが IOCTOKEN ストレージを読み取った時点と、そ
の更新を試みた時点との間で、呼び出し側が IOCTOKEN ス
トレージを解放してしまった可能性があります。さらに、ス
トレージが呼び出し側のキーからアクセス不能の場合は、読
み取りはできても更新はできない可能性があります。

0206 CDRAREA が誤りです。IOSCDR サービスが CDRAREA の
更新を試みていたとき、次のいずれかの理由でエラーが発生
しました。

v 呼び出し側が、誤った CDRAREA アドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセスできないキ
ーにあった。

IOSCDR が CDRAREA ストレージの更新を試みる前に、呼
び出し側が CDRAREA ストレージを解放してしまった可能
性があります。

IOSPTHV

IOSPTHV サービスの場合の理由コードは、次のとおりです。

0100 IOSPTHV の呼び出し側が監視プログラム状態にありませ
ん。

0101 IOSPTHV の呼び出し側がタスク・モードにありません。

0102 IOSPTHV の呼び出し側がロックされています。

0103 AMODE が誤りです。IOSPTHV の呼び出し側が 31 ビッ
ト・モードにありません。

0200 パラメーター・リストが誤りです。IOSPTHV の呼び出し側
が誤ったバージョンのパラメーター・リストを渡しました。

0201 パラメーター・リストが誤りです。IOSPTHV サービスがリ
ストの読み取りを試みていたとき、次のいずれかの理由でエ
ラーが発生しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・アドレスを渡
した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが取り出し保護されていた。

0202 パラメーター・リストが誤りです。IOSPTHV サービスがリ
ストの更新を試みていたとき、次のいずれかの理由でエラー
が発生しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・アドレスを渡
した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセスできないキ
ーにあった。

サービスがパラメーター・リストを読み取った時点と、その
リストを更新した時点との間で、呼び出し側がパラメータ
ー・リストを解放してしまった可能性があります。さらに、
ストレージが呼び出し側のキーからアクセス不能の場合は、
読み取りはできても更新はできない可能性があります。

0203 IOCTOKEN ストレージが誤りです。IOSPTHV サービスが
IOCTOKEN の読み取りを試みていたとき、次のいずれかの
理由でエラーが発生しました。

v 呼び出し側が誤った IOCTOKEN アドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが取り出し保護されていた。

0204 IOCTOKEN が誤りです。サービスが IOCTOKEN の更新を
試みていたとき、次のいずれかの理由でエラーが発生しまし
た。

v 呼び出し側が誤った IOCTOKEN アドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセスできないキ
ーにあった。

サービスが IOCTOKEN ストレージを読み取った時点と、そ
の更新を試みた時点との間で、呼び出し側が IOCTOKEN ス
トレージを解放してしまった可能性があります。さらに、ス
トレージが呼び出し側のキーからアクセス不能の場合は、読
み取りはできても更新はできない可能性があります。

0205 MSGBUF が誤りです。IOSPTHV サービスが MSGBUF の
更新を試みていたとき、次のいずれかの理由でエラーが発生
しました。

v 呼び出し側が、誤った MSGBUF アドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセスできないキ
ーにあった。

IOSPTHV が MSGBUF ストレージの更新を試みる前に、呼
び出し側が MSGBUF ストレージを解放してしまった可能性
があります。

IOSCAPU

IOSCAPU サービスの場合の理由コードは、次のとおりです。

01000100 IOSCAPU CAPTUCB または IOSCAPU

UCAPTUCB の呼び出し側がロックされている
か、または使用可能でありません。

01000101 IOSCAPU CAPTOACT の呼び出し側がロックさ
れています。

01000102 呼び出し側が、中核初期設定プログラム (NIP) の
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処理時に SRB モードであり、PC ルーチンに関
する許可が使用不可です。

01000103 IOSCAPU CAPTUCB または IOSCAPU

UCAPTUCB の呼び出し側がクロス・メモリー・
モードにあります。

01000104 IOSCAPU CAPTUCB、IOSCAPU UCAPTUCB、
または IOSCAPU CAPTOACT ASID の呼び出し
側が問題プログラム状態にあり、キー 0 ～ 7 に
ありません。

01000200 IOSCAPU の呼び出し側が誤ったバージョンのパ
ラメーター・リストを渡しました。

01000201 次のいずれかの理由で、パラメーター・リストの
整合性が損なわれました。

v パラメーター・リスト内で同時には指定できな
い複数のパラメーターが指定された。

v 機能パラメーターが指定されなかった。

v 予約フィールドがゼロではない。

v 機能パラメーターに関連した必須パラメーター
が指定されなかった。

01000202 IOSCAPU がパラメーター・リストの読み取りを
試みていたとき、次のいずれかの理由でエラーが
発生しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・ア
ドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを
渡した。

v ストレージが取り出し保護されていた。

01000203 IOSCAPU がパラメーター・リストの更新を試み
ていたとき、次のいずれかの理由でエラーが発生
しました。

v 呼び出し側が誤ったパラメーター・リスト・ア
ドレスを渡した。

v 呼び出し側が自分の所有していないアドレスを
渡した。

v ストレージが、呼び出し側のキーからアクセス
できないキーにあった。

01000204 パラメーター・リスト用のアクセス・リスト入り
口トークン (ALET) が無効です。

01000205 要求された機能が存在していません。

01000300 指定され、キャプチャーされた UCB の解放が、
LASTING パラメーターで指定された (または
SRB モードの) キャプチャーの数を超えていま
す。

システムの処置: システムは処理を継続します。呼び出し側は異常終了
し、該当する理由コードが出されます。

アプリケーション・プログラマー応答: アプリケーションのリカバリ
ー・ルーチンでは、この問題のデバッグに必要なデータを記録またはダ
ンプ (あるいはその両方) しておく必要があります。ダンプされるデー
タには、パラメーター・リストとその UCB アドレス、呼び出し側のキ
ー、および呼び出し側が取得しようとしたストレージのキーを含めてく
ださい。アプリケーションを訂正して、再実行依頼してください。リカ
バリー・ルーチンでダンプ情報が保管されなかった場合は、リカバリ
ー・ルーチンを修正して元の問題を再現してみてください。エラーが繰

り返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プログラマーがエ
ラーをデバッグできない場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、アプリケーションのリ
カバリー・ルーチンからのダンプ・データを提示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

2F3

説明: システム障害が発生したときにジョブが実行されていて、システ
ム再始動が実行されました。障害発生時には、このジョブに対するシス
テム・ジョブ・キュー項目が存在しました。

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

2FB

説明: 以下のいずれかのところまで処理が進んだときに、システムが異
常終了しました。

1. JES3 の初期、または機能サブシステム (FSS) の初期設定中、または
JES3 異常終了の後期で、クリティカル・エラーが発生しました。
JES3 の ESTAE 環境はまだ確立されていないか、またはすでに削除
されています。したがって、JES3 定様式 ABEND ダンプは使用不可
です。

2. JES3 の初期設定により JES3 の ESTAE ルーチン (IATABMN) が正
常に確立され、再試行ルーチン (IATABRT) はパーコレーションのた
めにこの異常終了コードを使って IATABMN に制御を返します。

元の異常終了コードには関係なく、異常終了 X'2FB' のために MVS ダ
ンプが常に書き込まれます。元の異常終了コードは、オペレーターへの
メッセージ IAT3713 および JES3 定様式ダンプに示されます。ただ
し、ダンプ自体を見ても、障害のあった JES3 機能が回復したのか、終
了しているのかは分かりません。

注: 2FB による MVS ダンプは、IATABRT またはモジュール
IATABRT で使用されたルーチンで障害が起き、それによって 2FB

異常終了が作成されたことを示しています。

システムの処置: 1 番目の場合には、JES3 はメッセージ IAT3702

を、オペレーターに出すとともに、JES3 の初期設定時に指定されたタイ
プのダンプ・データ・セットに出します。このメッセージには、重要な
デバッグ情報が詳しく示されています。

オペレーターの応答: 1 番目の場合には、メッセージ IAT3nnn に応答
してください。

プログラマーの応答: 2 番目の場合には、異常終了ダンプを分析して、
エラーの原因を見付けてください。

システム・プログラマーの応答: 失敗したジョブ・ステップの異常終了
ダンプを入手してください。

JES3 で問題が発生した場合は、以下の処置をとる必要があります。
v ハードコピー・ログを保管する。
v 初期設定デック (JES3OUT) のリストを用意する。
v 初期設定からのコンソール・ログを用意する。
v JESYSMSG データ・セットを調べてエラー表示を見付ける。

発行元: JES3
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2FC

説明: 入出力第 1 レベル割り込みハンドラー (FLIH) が実行されてい
るときに、エラーが発生しました。

システムの処置: システムは、回復しようとして、入出力割り込みを受
けたタスクを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・
エラー・レコードを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=2FC,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 異常終了 X'2FC' に関する Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドのシステム診断作業域 (SDWA) で、問題の原因となっている元の
異常終了を見付けてください。

v 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを
入手するように、オペレーターに依頼してください。IBM サポート・
センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

300

説明: 入出力要求を処理しているときに、チャネル実行プログラム
(EXCP) 処理でエラーを検出しました。それぞれの X'300' 異常終了コー
ドに、エラーを説明する理由コードが付いています。

コード 説明

1 ～ 2 EXCP が、妥当性検査における以下のいずれかのフェーズ
で、誤ったデータ・エクステント・ブロック (DEB) を検出
しました。

v 理由コード 1 - フロントエンド処理

v 理由コード 2 - 関連要求を処理しているとき (RRQE)

以下のいずれかが問題であると考えられます。

v DEB が DEB TABLE 内に存在しない。

v この DEB に関する DEB TABLE 内のオフセット
(DEBTBLOF) が、1 より小さいか、または DEB TABLE

内の項目の数より大きい。

v データ制御ブロック (DCB) から取得した DEB アドレス
が、DEB TABLE 内のどの項目とも一致しない。

3 DEB が、EXCP または索引順次アクセス方式 (ISAM) の
DEB ではありません。

4 システムは、入出力ブロック (IOB) 内の IOBM フィールド
が DEB 内の最大エクステント・カウント (DEBNMEXT) よ
り大きいことを検出しました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させ、SNAP ダンプ
を出します。

プログラマーの応答: 理由コードで示されている問題を訂正してくださ
い。さらに、DCB に DEB のアドレスが入っていることを確認してくだ
さい。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

エラーが繰り返し発生する場合は、問題プログラムを調べてエラーを見
付けてください。エラーを判別できない場合は、ABEND ダンプを要求
してジョブを再実行してください。システム・プログラマーに連絡して
ください。

システム・プログラマーの応答: ダンプの中で、現行タスクのタスク制
御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールド
を見てください。TCBEXCPD は EXCP デバッグ域 (XDBA) を指して
います。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入って
います。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ジョブの JCL とダンプを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

301

説明: システムが、WAIT マクロを処理しているときに、イベント制御
ブロック (ECB) で待ちフラグがすでにオンになっていることを検出し
ました。このフラグがオンになっているということは、以前の WAIT

マクロがすでに ECB へのポストを待っていることを示します。

システムの処置: システムは、WAIT マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: 問題プログラムを変更して、単一イベントに対す
る重複した待ちを除去してください。重複した待ちが見付からない場合
は、プログラムで誤って ECB を変更していないか確認してください。
その後で、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

302

説明: システムが、POST マクロを処理しているときに、呼び出し側の
環境にエラーがあることを検出しました。レジスター 15 に、エラーを
説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースのローカル・ロ
ックを保持していません。

08 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースに対してアドレ
ッシング能力を持っていません。

14 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースのローカル・ロ
ックを保持していません。

18 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースに対してアドレ
ッシング能力を持っていません。

24 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースのローカル・ロ
ックを保持していません。

28 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースに対してアドレ
ッシング能力を持っていません。

34 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースのローカル・ロ
ックを保持していません。

38 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースに対してアドレ
ッシング能力を持っていません。
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3C 使用不可の呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM オプション
を指定して POST マクロを出しました。

40 ロックを保持している呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM

オプションを指定して POST マクロを出しました。

48 1 次アドレス・スペース制御 (ASC) モードで処理していな
い呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM オプションを指定し
て POST マクロを出しました。

4C クロス・メモリー POST (XMPOST) の許可を持っていない
呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM オプションを指定して
POST マクロを出しました。

システムの処置: システムは、POST マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: これは、呼び出しプログラム内のエラーと考えら
れます。コーディングを変更して、正しい環境で POST マクロを出すよ
うにしてください。ジョブを再実行してください。

発行元: タスク管理

305

説明: システムが EU、LU、または VU 形式の FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。このエラーは、シス
テム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに示される理由コー
ドによって、以下のように説明されます。

コード 説明

08 システム・キュー域 (SQA) ストレージが、指定されたサブ
プール内にありません。

0C 共通サービス域 (CSA) ストレージが、指定されたサブプー
ル内にありません。

10 ローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージが、指定
されたサブプール内にありません。

14 専用領域ストレージが、指定されたサブプール内にない。

18 システムは、専用記憶域サブプールを検出できませんでし
た。

1C サブプール FREEMAIN に、長さゼロが指定されていませ
ん。サブプール FREEMAIN では長さゼロを指定しなければ
なりません。

注: このエラーが検出された場合は、FREEMAIN マクロに
EC、LC、または VC を指定していても、呼び出し側の
プログラムは異常終了します。

20 次のいずれかです。

v CSA 内で、FREEMAIN に指定されている区域が、元の
GETMAIN に指定されている区域より大きい。

v FREEMAIN の開始アドレスが無効である。

24 次のいずれかです。

v 専用記憶域内で、FREEMAIN に指定されている区域が、
元の GETMAIN に指定されている区域より大きい。

v FREEMAIN の開始アドレスが無効である。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 解放しようとしたストレージのサブプールまたはキーとは異なるサブ
プールまたはキー (あるいはその両方) を、FREEMAIN のオペランド
A および LV で指定していないか確認してください。

v FREEMAIN 要求に指定したタスク制御ブロック (TCB) が、対応する
GETMAIN 要求に指定したものと同じになるようにしてください。

v 監視プログラム状態およびキー 0 で実行されている呼び出し側が、
元の GETMAIN 要求を出した場合は、それに対応する FREEMAIN

要求も、監視プログラム状態およびキー 0 で出すようにしてくださ
い。

監視プログラム状態およびキー 0 にある呼び出し側が、サブプール
0 または 250 にあるストレージを要求した場合、システムは、異な
るサブプールから取得したストレージによってその要求を満足させま
す。これについては、OS/390 MVS Diagnosis: Reference で説明してい
ます。

v プログラム・エラーによって、FREEMAIN のマクロ展開を誤って変
更していないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

306

説明: LINK(X)、XCTL(X)、ATTACH(X)、または LOAD マクロの処理
中に、エラーが発生しました。

誤った load to global (グローバルへのロード) 要求が試行されたか、ま
たは許可ルーチンが、許可ライブラリーにないモジュールを要求しまし
た。そのモジュールは、無許可ライブラリーで見付かったか、あるい
は、すでにストレージにロードされていて、無許可ライブラリーからロ
ードされたものとしてマークされていました。

レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っています。

コード 説明

04 LOAD マクロが、load to global (グローバルへのロード) オ
プションによって、APF (許可プログラム機能) 許可されて
いないライブラリーに置かれているモジュールを要求しまし
た。

08 LOAD マクロが、load to global (グローバルへのロード) オ
プションによって、再入可能ではないモジュールを要求しま
した。

0C 許可プログラムが、LINK(X)、LOAD、XCTL(X)、または
ATTACH(X) マクロによって、非 APF 許可ライブラリーま
たはライブラリー連結に置かれているモジュールを要求しま
した。

10 LOAD マクロが、GLOBAL=(YES,F) キーワードによって、
ページ境界合わせを必要とするモジュールを要求しました。

20 APF 許可されていないジョブ・ステップ・モジュールが、
LNKLST データ・セット内で検出されました。APF 許可モ
ジュールでなければなりません。

24 許可サービスが、LINK(X)、LOAD、XCTL(X)、または
ATTACH(X) マクロによって、無許可呼び出し側が許可ライ
ブラリーからロードした再入不能のロード・モジュールのコ
ピーにアクセスしようとしました。このモジュールの別のコ
ピーは見付かりませんでした。

30 ユーザーが、制御されているプログラムを使用しようとしま
したが、そのプログラムを使用する許可を RACF から与え
られていませんでした。これは、関係するプログラム・モジ
ュールのすべてが RACF プログラムで保護されていない場
合であっても、ユーザーがプログラム・ライブラリーのデー
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タ・セット・プロファイルへの EXECUTE アクセスの許可
を受けている場合には発生する可能性があります。システ
ム・セキュリティー管理者から、データ・セット・プロファ
イルへの READ アクセスの許可を受けてください。

34 プログラムでアクセスされるデータ・セットがオープンされ
ているときに、ユーザーがプログラムを使用しようとしまし
た。

38 プログラム・アクセス・データ・セット (PADS) がオープン
されているときに、ユーザーが、RACF 制御下にないストレ
ージ内プログラムへのアクセスを要求しました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

システムは、異常終了に付随して出される理由コードに応じて、以下の
ようなメッセージを出します。

コード メッセージ

04 CSV013I

08 CSV015I

0C CSV019I

10 CSV020I

20 CSV024I

24 CSV027I

30 CSV025I

34 CSV026I

プログラマーの応答: 要求したモジュールが見付からなかった場合は、
そのモジュールがシステム定義またはユーザー定義の許可ライブラリー
に存在するか確認してください。エラーを訂正し、ジョブ・ステップを
再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るために、エラーに付随して
出されたジョブ・ログ内のメッセージを調べて、それに対応するシステ
ム・プログラマー応答を参照してください。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際
には、ジョブのソース入力を提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

30A

説明: システムが R 形式の FREEMAIN マクロを実行しようとしたと
きに、エラーが発生しました。このエラーは、システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに示される理由コードによって、以
下のように説明されます。

コード 説明

08 システム・キュー域 (SQA) ストレージが、指定されたサブ
プール内にありません。

0C 共通サービス域 (CSA) ストレージが、指定されたサブプー
ル内にありません。

10 ローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージが、指定
されたサブプール内にありません。

14 次のいずれかです。

v 専用領域ストレージが、指定されたサブプール内にない。

v FREEMAIN を要求する TCB が、ストレージを所有する
TCB と同じでない。通常、ストレージを所有する TCB

が GETMAIN を実行しました。

v ストレージのキーが一致しない。これが起こる可能性があ
るのは、FREEMAIN が、GETMAIN とは異なる PSW キ
ーのもとで行われた場合です。

18 システムは、専用記憶域サブプールを検出できませんでし
た。

1C サブプール FREEMAIN に、長さゼロが指定されていませ
ん。サブプール FREEMAIN では長さゼロを指定しなければ
なりません。

20 次のいずれかです。

v CSA 内で、FREEMAIN に指定されている区域が、元の
GETMAIN に指定されている区域より大きい。

v FREEMAIN の開始アドレスが無効である。

24 次のいずれかです。

v 専用記憶域内で、FREEMAIN に指定されている区域が、
元の GETMAIN に指定されている区域より大きい。

v FREEMAIN の開始アドレスが無効である。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 解放しようとしたストレージのサブプールまたはキーとは異なるサブ
プールまたはキー (あるいはその両方) を、FREEMAIN のオペランド
A および LV で指定していないか確認してください。

v FREEMAIN 要求に指定したタスク制御ブロック (TCB) が、対応する
GETMAIN 要求に指定したものと同じになるようにしてください。

v 監視プログラム状態およびキー 0 で実行されている呼び出し側が、
元の GETMAIN 要求を出した場合は、それに対応する FREEMAIN

要求も、監視プログラム状態およびキー 0 で出すようにしてくださ
い。

監視プログラム状態およびキー 0 にある呼び出し側が、サブプール
0 または 250 にあるストレージを要求した場合、システムは、異な
るサブプールから取得したストレージによってその要求を満足させま
す。これについては、OS/390 MVS Diagnosis: Reference で説明してい
ます。

v プログラム・エラーによって、FREEMAIN のマクロ展開を誤って変
更していないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

30E

説明: プログラムが、以下のいずれかの方法で、SPIE マクロを誤って
出しました。

v 無許可プログラムで、マクロにプログラム割り込みコード 17 を指定
した。

v 監視プログラム状態にあるプログラムからマクロを出した。このマク
ロは、問題プログラム状態で実行されているプログラムから出す必要
があります。

v マクロを出したプログラムが、タスク制御ブロック (TCB) のキーと
異なるプログラム状況ワード (PSW) のストレージ・キーを持ってい
た。

v プログラムが、31 ビットのアドレッシング・モードでマクロを出し
た。
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システムの処置: システムは、この問題に関するメッセージをジョブ・
ログに送ります。システムは、マクロを出したプログラムを異常終了さ
せます。

プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムで SPIE マクロを
出している場合は、そのプログラムに上記のエラーがないか調べてくだ
さい。プログラムが 31 ビットのアドレッシング・モードにある場合
は、SPIE マクロではなく ESPIE マクロを使用してください。エラーを
訂正してください。ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: IBM プログラムでこのマクロを出し
ている場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付け
てください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡
してください。その際には、以下のものを提示してください。
v ジョブ・ログからのメッセージ
v ABEND ダンプまたは SVC ダンプ
v ジョブのアセンブリー・リスト
v ジョブの JCL

v ジョブのプログラム・リスト

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

312

説明: LNKLST またはライブラリー・ルックアサイド機能 (LLA) のデ
ィレクトリー・データ・アクセス・ルーチンで、エラーが発生しまし
た。レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っています。

コード 説明

1 LLA 区分データ・セット (PDS) 検索機能が失敗しました。
PDS 検索機能を使用すると、LLA ディレクトリーから
BLDL フォーマットのディレクトリー項目が取得されます。

2 LLA 取り出し検索機能が失敗しました。取り出し検索機能
を使用すると、ステージされたモジュールのコピーを取り出
すのに必要なディレクトリー情報が、LLA の仮想ルックア
サイド機能 (VLF) データ・スペースから取得されます。

3 LLA ロギング機能が失敗しました。LLA ロギング機能を使
用すると、LLA ディレクトリー内に、取り出したモジュー
ルに関する取り出し統計が記録されます。

4 LLA 検索障害カウントが許容限界に達しました。カウント
された障害は、LLA ディレクトリー問題が原因の障害に限
られ、ユーザー問題が原因の障害ではありません。

システムの処置: LLA では、以下のいずれかの処置をとります。
v メッセージ CSV222I を出した上で、自動再始動処理を開始する。
v メッセージ CSV218E を出した上で、処理を停止する。

システムは、SVC ダンプを出し、Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: メッセージ CSV222I または
CSV218E に対するシステム・プログラマー応答を参照してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

313

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して OPEN マクロ命
令を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コ
ードと一緒に、メッセージ IEC144I が出されます。終了したタスクに関
する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード
(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC144I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC144I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

314

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して CLOSE マクロ命
令を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コ
ードと一緒に、メッセージ IEC211I が出されます。終了したタスクに関
する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード
(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC211I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC211I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

315

説明: SVC 21(STOW) を処理しているときに、誤ったユーザー入力以
外に原因があると思われるエラーが発生しました。この完了コードと一
緒に、メッセージ IEC911I が出されます。終了したタスクに関する詳し
い情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コードの説明につ
いては、メッセージ IEC911I の説明を参照してください。

システムの処置: STOW タスク・リカバリー・ルーチンが呼び出され
ました。下位の実記憶装置および呼び出し側の領域が、SYS1.DUMP デ
ータ・セットにダンプされています。呼び出し側の DCB および入力レ
ジスター 0 と 1 は、Logrec データ・セットに書き込まれたソフトウェ
ア・エラー・レコードに含まれています。

プログラマーの応答: STOW マクロ命令が正しくコーディングされて
いるか確認してください。また、関連するパラメーター・リストおよび
DCB が、SVC 21 の処理中にユーザー・プログラムによって変更されて
いないか確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL とプログラ
ム・リスト、Logrec データ・セット・エラー・レコード、および問題に
関連するすべての印刷出力と出力データ・セットを提示してください。

発行元: DFSMSdfp
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317

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して、TYPE=T オペラ
ンドが指定されている BSAM CLOSE マクロ命令を処理しているとき
に、エラーが発生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッセ
ージ IEC220I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およ
びレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセージ・テキスト
中の rc) の説明については、メッセージ IEC220I の説明を参照してくだ
さい。

プログラマーの応答: メッセージ IEC220I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

322

説明: 以下のいずれかが発生しました。

v システムで、1 つのジョブ、ジョブ・ステップ、またはプロシージャ
ーを実行している時間が、次のどれかに指定されている時間を超え
た。

– EXEC または JOB ステートメントの TIME パラメーター。

– ジョブ入力サブシステムにおける標準時間制限。

v マスター・サブシステムのもとにある開始タスクの場合に、カタログ
式プロシージャーの PROC ステートメントに TIME パラメーターが
指定されておらず、PPT 項目がシステム・タスクを指示していなかっ
た。

システムの処置: システムは、ジョブ、ジョブ・ステップ、またはプロ
シージャーを異常終了させます。

プログラマーの応答: カタログ式プロシージャーの PROC ステートメ
ントに TIME パラメーターを指定していない場合は、TIME パラメータ
ーを追加するか、または PGM パラメーターに関する PPT 項目を追加
してください。それ以外の場合は、プログラム・エラーがないか調べて
ください。プログラム・エラーがない場合は、TIME パラメーターの時
間にさらに大きい値を指定してください。その後で、ジョブを再実行し
てください。

発行元: システム管理機能 (SMF)

328

説明: EXTRACT マクロの処理中に、第 2 オペランドに指定されてい
るタスク制御ブロック (TCB) が、呼び出し側の TCB のサブタスクのた
めのものでないことが検出されました。

システムの処置: システムは、EXTRACT マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: EXTRACT マクロを変更して、サブタスクのため
の TCB を指定してください。マクロを正しく指定している場合は、
EXTRACT のマクロ展開を誤って変更するプログラム・エラーがないか
調べてください。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ

ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

32D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。この要求に応えて、
オーバーレイ監視プログラムは、プログラム取り出しを使用してライブ
ラリーからプログラム・セグメントをロードしようとしました。取り出
しによって以下のいずれかが検出されました。
v 誤った長さのレコード。
v 訂正不能な入出力エラー。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

オペレーターの応答: オーバーレイ・セグメントが入っている装置での
入出力エラーをメッセージが示している場合は、ジョブ・ステップを再
実行してください。入出力エラーが繰り返し発生する場合は、ハードウ
ェア・サポートに連絡してください。

プログラマーの応答: メッセージが入出力エラーを示していない場合
は、プログラムを再びリンク・エディットしてから、実行してくださ
い。

発行元: オーバーレイ監視プログラム

32E

説明: プログラムが STIMERM サービス・ルーチンを出したときに、
エラーが発生しました。レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

010C STIMERM SET マクロのグリニッジ標準時 (GMT)、時刻
(TOD)、または地方時 (LT) パラメーターで、24 時より大き
な値を指定しています。

0110 TIMER サービス・ルーチンが、誤った STIMER または
STIMER SET マクロ・パラメーターを受け取りました。た
とえば、31 ビットのアドレッシング・モードで実行されて
いるプログラムで、STIMER の MVS/SP 第 2 版以降のマク
ロ展開を使用していません。

011C 並行する STIMERM SET マクロ要求の数の制限を超えまし
た。

0120 タイマー・サービス・ルーチンが、STIMERM SET マクロの
パラメーターが入っているストレージにアクセスできませ
ん。

0128 要求した時間間隔が大きすぎました。次のいずれかの状態が
生じました。指定された時間間隔
(BINTVL、DINTVL、MICVL、または TUINTVL) を、現行
の TOD クロックの内容に加算すると、
X'FFFFFFFFFFFFFFFF' (2042 年 9 月 17 日に満了となる値)

を超えてしまいます。X'7FFFFFFF' より大きい値が BINTVL

に対して指定されました。
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0210 STIMERM TEST マクロに誤ったパラメーターが指定されま
した。

0220 タイマー・サービス・ルーチンが、STIMERM TEST マクロ
のパラメーターが入っているストレージにアクセスできませ
ん。

0224 TEST 要求に対して STIMERM ID 番号 0 が指定されまし
たが、これは無効です。

0310 STIMERM CANCEL マクロに誤ったパラメーターが指定さ
れました。

0320 タイマー・サービス・ルーチンが、STIMERM CANCEL マ
クロのパラメーターが入っているストレージにアクセスでき
ません。

0324 CANCEL 要求に対して STIMERM ID 番号 0 が指定されま
したが、これは無効です。

システムの処置: システムは、マクロを出したプログラムを異常終了さ
せます。

プログラマーの応答: STIMERM マクロに指定しているパラメーターを
調べて、誤りを訂正してください。フォーマットおよび制限について
は、OS/390 MVS プログラミング : アセンブラー・サービス解説書 を
参照してください。31 ビットのアドレッシング・モードで実行されてい
るプログラムで、STIMER の MVS/SP 第 2 版以降のマクロ展開を使用
しているか調べてください。

発行元: タイマー監視

330

説明: グローバル・リソース逐次化の処理中に、無許可タスクが DEQ

マクロ命令の許可オプションを使用しようとしました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: マクロ命令を訂正してください。ジョブ・ステッ
プを再コンパイルしてから、再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

333

説明: SVC ダンプのための処理をしているときに、エラーが発生しま
した。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 グローバル・ストレージをダンプしているときに、SVC ダ
ンプ (SDUMP) はストレージ範囲の終了アドレスより大きい
開始アドレスを検出しました。

08 SDUMP VSM インターフェース・ルーチンは、ストレージ
範囲の終了アドレスより大きい開始アドレスを検出しまし
た。

10 ローカル・ストレージをダンプしているときに、SDUMP は
ストレージ範囲の終了アドレスより大きい開始アドレスを検
出しました。

14 SDUMP リソースをエンキューする前に、SDUMP は、自ら
が現行ダンプにないアドレス・スペースで実行されているこ
とを検出しました。

18 SDUMP リソースをエンキューした後で、SDUMP は、自ら
が現行ダンプにないアドレス・スペースで実行されているこ
とを検出しました。

1C SDUMP は、無効な環境で実行中です。

20 同期ダンプの処理中に、SDUMP クロス・メモリー・ポスト
は、ダンプを完了しようとしていたタスクをポストすること
に失敗しました。SDUMP リカバリー処理は、タスクが置か
れているアドレス・スペースのためにまだ実記憶であるロー
カル・ストレージをキャプチャーし、その後でそのアドレ
ス・スペースを終了しました。このダンプは、ユーザー指定
の DCB SVC ダンプでは使用できません。

システムの処置: SDUMP は Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込む場合があります。ダンプ・データの収集は終了し、SDUMP

はさらにシステム・リソースの終結処理を行います。メッセージ
IEA794I は、どのジョブがダンプを要求したのかを示しています。ダン
プが DASD に書き込まれたときは、メッセージ IEA911E または
IEA611I に、完了しなかったダンプの理由を示す SDRSN ビットが示さ
れます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーによって決められます。

システム・プログラマーの応答: 異常終了コード X'333' が繰り返し発
生する場合は、ACTION=WAIT を指定して SLIP トラップを設定し、ス
タンドアロン・ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。

発行元: ダンプ・サービス

335

説明: BDAM データ・セットに関連したリソースの排他制御の取得お
よび解放を行う SVC 53 で、排他制御の取得または解放の要求の対象で
あるブロックがデータ・セット内にないことを検出しました。

プログラマーの応答: RELEX マクロを出した場合は、RELEX マクロ
に指定した BLKREF のアドレスが、入力 DCB によって記述されたデ
ータ・セット内の有効なアドレスを指していることを確認してくださ
い。さらに、アドレス・フォーマットが DCB の DCBOPTCD フィール
ドに指定されているアドレッシング体系と互換性があることも確認して
ください。RELEX マクロを出さなかった場合は、IOBSEEK フィールド
(書き込み追加要求の場合は IOBDNCRF フィールド) からブロック ID

が取得されました。これらのフィールドのアドレスは、DECB の
DECRECPT フィールドが指しているブロック ID を変換することによ
って得られます。このブロック ID のアドレスが正しいこと、ブロック
ID のフォーマットが、DCB の DCBOPTCD フィールドに指定されてい
るフォーマットと互換性があること、ブロック ID のフォーマットが左
寄せになっていることを、それぞれ確認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp
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337

説明: データ・セットの終わりに達したときに、エラーが発生しまし
た。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC024I が出されま
す。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示さ
れるリターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明について
は、メッセージ IEC024I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC024I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL、プログラム・
リスト、およびコンパイラー出力を提示してください。

発行元: DFSMSdfp

338

説明: 無許可タスクが、グローバル・リソース逐次化の処理中に、ENQ

マクロ命令の許可オプションを使用しようとしました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: マクロ命令を訂正してください。ジョブ・ステッ
プを再コンパイルしてから、再実行してください。

問題が解決されない場合は、以下の処置をとってください。

1. システム・トレースの SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、DEQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または SVC 38 のマッピン
グと照合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装
置制御ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、
UCB のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指していま
す。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

339

説明: SVC 57 が、入力 DCB (DCBDEBAD) によって指されている
DEB が、該当するジョブ・ステップの TCB に関連するどの DEB チェ
ーンにもないこと、またはその DEB から DCB を逆にたどれないこと
を検出しました。または、SVC 57 で BDAM または ISAM のどちらで
もないデータ・セットに対して要求が出されたことを検出しました。
(SVC 57 は、ユーザーまたはシステムが出した FREEDBUF マクロを通
じてバッファーの解放または未スケジュール・テキストの拡張を行いま
す。)

プログラマーの応答: 入力 DCB アドレスが正しいこと、および入力
DCB の DCBDEBAD フィールドがオーバーレイされていないことを確
認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修

正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

33E

説明: STAE=YES オペランドを指定した DETACH マクロの処理中
に、指定されたサブタスクの処理が完了していないことをシステムが検
出しました。

システムの処置: システムはサブタスクを異常終了させます。サブタス
クから STAE マクロを出している場合は、異常終了処理時に、指定され
たリカバリー・ルーチンが制御を取得します。ただし、STAE 出口ルー
チンで再試行ルーチンを指定していても、その再試行ルーチンは制御を
取得しません。

プログラマーの応答: これは、プログラマーの意図によって、エラーで
ある場合とエラーでない場合があります。サブタスクを切り離す前に、
そのサブタスクの処理が完了していなければならない場合は、サブタス
クを作成する ATTACH マクロの ECB または ETXR パラメーターを
使用して、処理を同期してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

33F

説明: チェックポイント・リスタート処理中に、エラーが検出されまし
た。この完了コードと一緒に、該当する理由コードを示すメッセージ
IHJxxxI が出されます。

システムの処置: ダンプは作成されません。システムは、終結処置アド
レスに対する再試行を試みます。

プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージの指示に従って応答し
てください。

発行元: DFSMSdfp

344

説明: SYNADAF の処理中に、エラーが発生しました。SYNADAF

で、DCB アドレスが誤っていることが検出されました。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、誤りのある DCB アドレスが
入っています。BDAM、BPAM、QSAM、BISAM、および QISAM の場
合は、DCB アドレスを SYNADAF マクロ命令の PARM1 オペランド
として、SYNADAF に渡す必要があります。(BDAM、BPAM、BSAM、
および QSAM の場合、ユーザーの SYNAD ルーチンへの進入の際に、
レジスター 1 に DCB アドレスが入っています。) EXCP アクセス方式
の場合は、IOBDCBPT フィールドに正しい DCB アドレスが入っている
か調べてください。エラーを訂正してから、ジョブを再実行してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。
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発行元: DFSMSdfp

351

説明: SETPRT の処理中に、誤ったマクロ命令呼び出しおよび誤った制
御ブロック以外に原因があると思われるエラーが発生しました。このシ
ステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC918I が出されます。終了し
たタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリター
ン・コードの説明については、メッセージ IEC918I の説明を参照してく
ださい。

プログラマーの応答: SETPRT マクロ命令が正しくコーディングされて
いること、関連するパラメーター・リストおよび DCB が、SVC 81 の
処理中にユーザー・プログラムによって変更されないことを確認してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL とプログラ
ム・リスト、および Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示
してください。

発行元: DFSMSdfp

35F

説明: スワップ不能なプログラムまたは V=R のジョブ・ステップを開
始するために、システムが、アドレス・スペースをスワップアウトする
SYSEVENT TRANSWAP マクロを出しました。システムがスワップを
完了する前に、アドレス・スペースがスワップ不能になりました。

システムの処置: システムは、ジョブのイニシエーターを異常終了させ
ます。システムはメッセージおよび Logrec データ・セット・エラー・
レコードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: これは、システム・エラーと考えられ
ます。ジョブを再実行依頼してください。エラーが繰り返し発生する場
合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、Logrec データ・セット・エラー・レコードおよびジ
ョブの SYSOUT 出力を提示してください。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

36D

説明: ワークロード・アクティビティー測定値の初期設定、収集、また
は再初期設定を試行しているときに、RMF とシステム・リソース・マ
ネージャーとの間の通信でエラーが検出されました。

システムの処置: RMF 測定値収集はすべて終了します。復元が試行さ
れ、それに成功すれば、元のオプションの制御のもとで RMF が継続さ
れます。復元に失敗した場合、RMF は終了します。レジスター 15

に、RMF で試行された機能に応じた、システム・リソース・マネージ
ャーからのリターン・コードが入っています。

バイト 試行された機能

0 該当なし。

1 インストール・システム・パフォーマンス (IPS) を変更した
後のワークロード・アクティビティー測定値収集の再初期設
定。

2 ワークロード・アクティビティー測定値の収集。

3 ワークロード・アクティビティー測定値の初期設定。

システムは、失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを書き込みま
す。

システム・プログラマーの応答:

ジョブの SYSOUT 出力を入手してください。

失敗したジョブ・ステップの ABEND ダンプを入手してください。ジョ
ブ・ステップの JCL に ABEND ダンプ用の DD ステートメントが入っ
ていない場合は、以下のステートメントのいずれかを追加した上で、ジ
ョブ・ステップを再実行してください。

SYSABEND DD ステートメント
SYSMDUMP DD ステートメント
SYSUDUMP DD ステートメント

対話式問題制御システム (IPCS) を使用してダンプの分析およびフォー
マット設定を行うつもりである場合は、SYSMDUMP DD ステートメン
トを使用してください。

Logrec データ・セット・エラー・レコードを入手してください。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに問題を報告してくだ
さい。

発行元: 資源測定機能 (RMF)

36F

説明: ジョブ入力サブシステムの SVC 111 の処理中に、以下のエラー
のいずれかが発生しました。

v 無効なエントリー・コードが SVC 111 に渡された。

v DEBCHK 処理で、DEB (データ・エクステント・ブロック) が無効で
あることを検出した。

v DEB がサブシステムの DEB でなかった。

システムの処置: SVC を出しているプログラムは終了します。

システム・プログラマーの応答: プログラムが SVC 111 を使用するた
めの許可を持っているか確認してください。また、SVC がプログラム内
の正しい点で出されているか調べてください。エラーを訂正してから、
ジョブを再実行してください。

プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: JES2

378

説明: システムが RU または VRU 形式の FREEMAIN マクロ、また
は STORAGE RELEASE マクロを処理しようとしたときのエラーです。
このエラーは、システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールド
に示される理由コードによって、以下のように説明されます。

コード 説明

08 システム・キュー域 (SQA) ストレージが、指定されたサブ
プール内にありません。

0C 共通ストレージ域 (CSA) ストレージが、指定されたサブプ
ール内にないか、または指定されたキーにありません。

10 ローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージが、指定
されたサブプール内にありません。
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14 専用領域ストレージが、指定されたサブプール内にないか、
または指定されたキーにありません。

18 システムは、専用記憶域サブプールを検出できませんでし
た。

1C ユーザーが、仮想アドレス 0 にあるストレージの解放を要
求しました。このような事態が起こるのは、ユーザーがサブ
プール全体のつもりで、間違ってゼロ以外の長さをアドレス
0 で指定した場合です。サブプール FREEMAIN または
STORAGE RELEASE には、長さとしてゼロを指定する必要
があります。それ以外の可能性として、ユーザーが間違った
アドレスを指定した場合があります。

20 次のいずれかです。

v CSA 内で、FREEMAIN または STORAGE RELEASE に
指定されている区域が、元の GETMAIN または
STORAGE OBTAIN に指定されている区域より大きい。

v FREEMAIN または STORAGE RELEASE の開始アドレス
が無効である。

24 次のいずれかです。

v 専用領域内で、FREEMAIN または STORAGE RELEASE

に指定されている区域が、元の GETMAIN または
STORAGE OBTAIN に指定されている区域より大きい。

v FREEMAIN または STORAGE RELEASE の開始アドレス
が無効である。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 解放しようとしたストレージのサブプールまたはキーとは異なるサブ
プールまたはキー (あるいはその両方) を、FREEMAIN または
STORAGE RELEASE のオペランド A および LV で指定していない
か確認してください。

v FREEMAIN または STORAGE RELEASE 要求に指定したタスク制御
ブロック (TCB) が、対応する GETMAIN または STORAGE

OBTAIN 要求に指定したものと同じになるようにしてください。

v 監視プログラム状態およびキー 0 で実行されている呼び出し側が、
元の GETMAIN または STORAGE OBTAIN 要求を出した場合は、
それに対応する FREEMAIN または STORAGE RELEASE 要求も、
監視プログラム状態およびキー 0 で出すようにしてください。

監視プログラム状態およびキー 0 にある呼び出し側が、サブプール
0 または 250 にあるストレージを要求した場合、システムは、異な
るサブプールから取得したストレージによってその要求を満足させま
す。これについては、OS/390 MVS Diagnosis: Reference で説明してい
ます。

v プログラム・エラーによって、FREEMAIN または STORAGE

RELEASE のマクロ展開を誤って変更していないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

37A

説明: EVENTS マクロの処理中に、システムは、別のタスクが現在
EVENTS テーブルで待ちになっていることを検出しました。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: EVENTS テーブルで待ちになるタスクが、一度
に 1 つだけであるようにしてください。エラーを訂正してください。ジ
ョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

37B

説明: システムが PURGEDQ マクロを処理しているときに、リソー
ス・マネージャー終了ルーチン (RMTR) でエラーが発生しました。

システムの処置: システムは、障害のあるサービス要求ブロック (SRB)

のアドレスを Logrec データ・セット・エラー・レコードに記録しま
す。システムから再試行が求められ、PURGEDQ の処理は継続します。
システムは、エラーが発生した RMTR に制御を返しません。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v Logrec データ・セット・エラー・レコード内のプログラム状況ワード
(PSW) アドレスを使用して、障害のある RMTR を識別してくださ
い。

v 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターで該当するモジュ
ールを担当している構成グループに連絡してください。その際には、
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

37D

説明: EVENTS マクロの処理中に、システムは、別のタスクが現在
EVENTS テーブルで待ちになっていることを検出しました。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: 現在待ち状態にあるテーブルを指定して
EVENTS マクロを出しているプログラムがないようにしてください。エ
ラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

382

説明: RACROUTE REQUEST=AUTH プリプロセスまたはポストプロ
セス出口ルーチンが、無効のリターン・コードを RACF に渡しまし
た。リターン・コードが、定義されているインターフェースの一部では
ありませんでした。

システムの処置: システムは、タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。レジスター
15 に、出口ルーチンからのリターン・コードが入っています。出口ルー
チンで有効なリターン・コードを出しているか調べてください。

システム・プログラマーの応答: インストール・システム出口で正しい
リターン・コードを出しているのに、RACF がこの異常終了を出す場合
は、IBM サポート・センターに連絡して、これが資料の誤りなのか、誤
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った出力によるエラーなのかについて助言を得てください。

注: IBM に連絡する前に、インストール・システム出口から渡されたリ
ターン・コードが正しいものであることを確認してください。

383

説明: RACROUTE REQUEST=VERIFY プリプロセスまたはポストプロ
セス出口ルーチンが、無効なリターン・コードを RACF に渡しまし
た。リターン・コードが、定義されているインターフェースの一部では
ありませんでした。

システムの処置: システムは、タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。レジスター
15 に、出口ルーチンからのリターン・コードが入っています。出口ルー
チンで有効なリターン・コードを出しているか調べてください。正しい
リターン・コードについては、OS/390 SecureWay Security Server 外部セ
キュリティー・インターフェース (RACROUTE) マクロ解説書 を参照し
てください。

システム・プログラマーの応答: インストール・システム出口で正しい
リターン・コードを出しているのに、RACF がこの異常終了を出す場合
は、IBM サポート・センターに連絡して、これが資料の誤りなのか、誤
った出力によるエラーなのかについて助言を得てください。資料の誤り
または誤った出力を IBM に報告する方法については、OS/390

SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を参照してください。

注: IBM に連絡する前に、インストール・システム出口から渡されたリ
ターン・コードが正しいものであることを確認してください。

385

説明: RACROUTE REQUEST=VERIFY プリプロセスまたはポストプロ
セス出口ルーチンが、無効なリターン・コードを RACF に渡しまし
た。リターン・コードが、定義されているインターフェースの一部では
ありませんでした。

システムの処置: システムは、タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。レジスター
15 に、出口ルーチンからのリターン・コードが入っています。出口ルー
チンで有効なリターン・コードを出しているか調べてください。正しい
リターン・コードについては、OS/390 SecureWay Security Server 外部セ
キュリティー・インターフェース (RACROUTE) マクロ解説書 を参照し
てください。

システム・プログラマーの応答: インストール・システム出口で正しい
リターン・コードを出しているのに、RACF がこの異常終了を出す場合
は、IBM サポート・センターに連絡して、これが資料の誤りなのか、誤
った出力によるエラーなのかについて助言を得てください。資料の誤り
または誤った出力を IBM に報告する方法については、OS/390

SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を参照してください。

注: IBM に連絡する前に、インストール・システム出口から渡されたリ
ターン・コードが正しいものであることを確認してください。

3C2

説明: MQSeries Workflow for OS/390 ワークロード・マネージャー・
セレクター・サブタスクが重大内部エラーを検出しました。

エラーのソースは、理由コードによって識別されます。理由コードのフ
ォーマットは X'rrmmnnnn' です。rr はリソース・クラス (下の表に詳述
されています) を示し、mm はリソース・クラスのメソッドを示し、

nnnn はエラーが検出されたメソッド内の場所を識別します。

リソース・
クラス・コード

リソース名 リソースの記述

01 Resource ワークフロー・サーバー・
リソースの抽象クラス

02 FmSrvRes ワークフロー・サーバー・
インスタンス・リソースの
抽象クラス

03 RmDevRes ワークフロー・サーバー入
出力装置リソースの抽象ク
ラス

04 SystCons システム・コンソール・イ
ンターフェースのインプリ
メンテーション・クラス

05 Diagnose フライト・レコーダーのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

06 FifoLock キュー・シリアライゼーシ
ョンのインプリメンテーシ
ョン・クラス

07 MvsMsgSv MVS メッセージ・サービ
ス・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

08 DevQueue 記憶内キューのインプリメ
ンテーション・クラス

09 ErrStack エラー・リカバリーのイン
プリメンテーション・クラ
ス

10 ServerDS データ・セット・アクセス
のインプリメンテーショ
ン・クラス

11 Security セキュリティー・サーバ
ー・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

12 SrvGroup サブタスク管理のインプリ
メンテーション・クラス

13 SynchEcb サブタスク同期のインプリ
メンテーション・クラス

14 TimeServ タイマー・インターフェー
スのインプリメンテーショ
ン・クラス

15 ExtTrace コンポーネント・トレー
ス・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

16 TaskServ サブタスク・サービスのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

17 WkldMgmt ワークロード・マネージャ
ー・インターフェースのイ
ンプリメンテーション・ク
ラス

18 XcfGroup システム間カップリング・
ファシリティー・インター
フェースのインプリメンテ
ーション・クラス

19 XLngServ 言語間サービスのインプリ
メンテーション・クラス
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リソース・
クラス・コード

リソース名 リソースの記述

20 XMemServ クロス・メモリー・サービ
スのインプリメンテーショ
ン・クラス

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: なし。

システム・プログラマーの応答: 理由コード X'1726nnnn' の場合は、ワ
ークロード・マネージャー・アプリケーション環境のセットアップを検
査し、サーバーを再始動してください。

その他の理由コードの場合は、問題報告データベースを検索して、問題
の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・
センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプを提示して
ください。

発行元: MQSeries Workflow for OS/390

3C4

説明: システム処理中に、内部システム要求が予期しないエラーを検出
しました。

レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00000001 リカバリー・ルーチン (ESTAEX) を確立できま
せんでした。

00000002 無許可のプログラムから要求が出されました。

00000003 使用できるストレージが十分ありませんでした。

00000004 POST がエラー・コードを返しました。

00000005 ATTACH が正常に完了しませんでした。

00000006 LXRES が正常に完了しませんでした。

00000007 AXSET が正常に完了しませんでした。

00000008 ETE (エントリー・テーブル項目) が多すぎま
す。

00000009 EX (エントリー・インデックス) が誤りです。

0000000A ARR (関連リカバリー・ルーチン) が見付かりま
せん。

0000000B PC 保全性エラーが発生しました。

0000000C PC が誤った属性を提供しました。

0000000D ETCRE が正常に完了しませんでした。

0000000E ETCON が正常に完了しませんでした。

0000000F 予期しないエラーが発生しました。

00000010 ENQ が正常に完了しませんでした。

00000011 Start (開始) が誤りでした。

00000012 SSCVT が誤りでした。

00000013 DSCT が誤りでした。

00000014 ディスパッチャー制御ブロックが誤りでした。

00000015 ALESERV が正常に完了しませんでした。

00000016 DSPSERV が正常に完了しませんでした。

00000017 IEFJSVEC が正常に完了しませんでした。

00000018 必要なルーチンが見付かりませんでした。

00000019 RESMGR が正常に完了しませんでした。

0000001A リカバリーに入りましたが、動的区域スタックに
は、リカバリー・ルーチンが使用できるエントリ
ーがありませんでした。

システムの処置: アドレス・スペースの初期設定中にこのエラーが発生
した場合は、初期設定プロセスは終了します。

プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問題の修正を
見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。その際には、異常終了に付随する理由コードを提
示してください。

発行元: MVS 再利用

3C5

説明: この異常終了は、TCP/IP 製品によって出されます。詳細につい
ては、TCP/IP の資料を参照してください。

3C6

説明: IARSUBSP マクロ処理中に、エラーが発生しました。

システムの処置: システムは IARSUBSP 要求を失敗させます。

プログラマーの応答: 理由コードの説明の項のプログラマー応答に示さ
れている処置をとってください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っています。範囲
リスト (RANGLIST パラメーターで指定される) 内の項目が原因で異常
終了が生じた場合は、GPR 2 にエラーのある範囲リスト・エレメントの
アドレスが入っており、GPR 3 に処理中のストレージのアドレスが入っ
ています。

コード 意味

xx0108xx IARSUBSP IDENTIFY が正常に行われませんで
した。NUMRANGE パラメーターに指定される値
はゼロより大きくなければなりませんが、16 を
超えてはなりません。

プログラマー応答: NUMRANGE パラメーターの
値を訂正してください。

xx0109xx IARSUBSP IDENTIFY が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目の 2 番目のフルワードで
指定されるページ数はゼロより大きく、256 の倍
数でなければなりません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の 2 番目の
フルワードを訂正して正しいストレージ容量を指
定し、ジョブを再実行依頼してください。

xx010Axx IARSUBSP IDENTIFY が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目の最初のフルワードで指定
されるストレージ・アドレスは、セグメント境界
に位置合わせされなければなりません。セグメン
トの長さは 1 メガバイト (1,048,576 バイト) で
す。
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プログラマー応答: 範囲リスト項目の最初のフル
ワードを訂正してセグメント境界上のストレー
ジ・アドレスを指定し、ジョブを再実行依頼して
ください。

xx0112xx IARSUBSP IDENTIFY が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目で指定されるストレージ
は、ページ可能で、高低いずれかの専用領域にな
ければならず、前もって STORAGE または
GETMAIN マクロによって取得されていなければ
なりません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目を訂正して、
ページ可能な専用領域を指定するか、またはスト
レージの取得元のサブプールを変更し、ジョブを
再実行依頼してください。

xx0113xx IARSUBSP IDENTIFY が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目で指定されるストレージ
は、次のいずれかの所有でなければなりません。
v 呼び出し側のタスク
v 前に IARSUBSP IDENTIFY を出したタスク
v タスク階層で呼び出し側のタスクより上位にあ
るタスク、または前に IARSUBSP IDENTIFY

を出したタスク

プログラマー応答: 範囲リスト項目を訂正して、
エラーの説明の項に列挙したタスクのいずれかが
所有するストレージを指定してください。範囲リ
スト項目が正しい場合は、IARSUBSP IDENTIFY

を出すタスク (またはタスク階層の上位にあるタ
スク) がそのストレージを所有するタスクにな
り、以前に IARSUBSP IDENTIFY 要求を出した
タスクになるように、プログラムを設計し直して
ください。

xx0116xx サブスペースの識別が失敗しました。該当のスト
レージ範囲のセグメントは、共用セグメントの一
部です。

プログラマー応答 : ストレージ範囲リストの項
目を訂正し、共用セグメントの一部であるページ
を含まないストレージ範囲を指定してください。

xx0211xx IARSUBSP CREATE が正常に行われませんでし
た。サブスペース名が誤りです。名前がブランク
であったり、数字で始まっていてはなりません。
名前は左寄せして右にブランクを埋め込まなけれ
ばなりません。また、名前に使用できる文字は英
数字と @、$、および # だけです。

プログラマー応答: NAME パラメーターで指定し
たサブスペース名を訂正し、ジョブを再実行依頼
してください。

xx0301xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。呼び出し側の 1 次アドレス・スペースとホ
ーム・アドレス・スペースは同じものでなければ
なりません。

プログラマー応答: クロス・メモリー・モードを
変更して、1 次アドレス・スペースとホーム・ア
ドレス・スペースが同じものになるようにし、ジ
ョブを再実行依頼してください。

xx0302xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。呼び出し側がロックを保持していました。

プログラマー応答: ロックをすべて解放し、ジョ
ブを再実行依頼してください。

xx0303xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。呼び出し側がパラメーター・リストを参照し
ているときに、記憶保護例外が発生しました。

プログラマー応答: パラメーター・リストは、呼
び出し側がアクセスできるストレージになければ
なりません。ストレージが呼び出し側によって取
得されたこと、またはタスク階層の上位にあるタ
スクによってストレージが呼び出し側に渡された
ことを確認してください。

xx0304xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。呼び出し側が無効なバージョンのマクロを出
しました。

プログラマー応答: IARSUBSP マクロを使用し
て、パラメーター・リストを生成してください。

xx0308xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。NUMRANGE パラメーターに指定される値は
ゼロより大きくなければなりませんが、16 を超
えてはなりません。

プログラマー応答: NUMRANGE パラメーターの
値を訂正してください。

xx0309xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。範囲リスト項目の 2 番目のフルワードで指
定されるページ数は 0 より大きくなければなら
ず、また、16 メガバイト境界より上のストレー
ジ・アドレスについては、256 の倍数でなければ
なりません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の 2 番目の
フルワードで指定した値を訂正し、ジョブを再実
行依頼してください。

xx030Axx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。範囲リスト項目は、16 メガバイト境界より
上のストレージ・アドレスのセグメント境界に位
置合わせされなければなりません。セグメントの
長さは 1 メガバイト (1,048,576 バイト) です。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の最初のフル
ワードを訂正してセグメント境界上のストレー
ジ・アドレスを指定し、ジョブを再実行依頼して
ください。

xx030Bxx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。範囲リスト項目は、16 メガバイト境界より
下のストレージ・アドレスのページ境界に位置合
わせされるアドレスを指定しなければなりませ
ん。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の最初のフル
ワードを訂正してページ境界上のストレージ・ア
ドレスを指定し、ジョブを再実行依頼してくださ
い。

xx030Cxx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。指定された STOKEN が有効なサブスペース
を表していません。

プログラマー応答: STOKEN パラメーターで指定
した値を訂正し、ジョブを再実行依頼してくださ
い。
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xx0310xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。範囲は、前の IARSUBSP IDENTIFY 要求で
指定してからでないと、IARSUBSP ASSIGN で
指定することはできません。

プログラマー応答: IARSUBSP ASSIGN に対して
正しい範囲リストが指定されていること、および
範囲リスト内の値が正しいことを確認してくださ
い。正しいことを確認したら、IARSUBSP

ASSIGN を出す前に IARSUBSP IDENTIFY を出
すようにプログラムを訂正し、プログラムを再実
行してください。

xx0311xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。範囲がすでに別のサブスペースに割り当てら
れています。

プログラマー応答: 何も必要ありません。ただ
し、プログラムによっては、何らかの処置をとる
ことができる場合もあります。ジョブを再実行依
頼する場合は、サブスペースに割り当てることが
できるがまだ割り当てられていない、別の範囲の
ストレージを指定してください。

xx0312xx IARSUBSP ASSIGN が正常に行われませんでし
た。範囲は 16 メガバイト境界にも 2 ギガバイ
ト境界にもまたがることはできません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の 2 番目の
フルワードを変更して有効なストレージ範囲を指
定し、ジョブを再実行依頼してください。

xx0401xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。呼び出し側の 1 次アドレス・スペースと
ホーム・アドレス・スペースは同じものでなけれ
ばなりません。

プログラマー応答: クロス・メモリー・モードを
変更して、1 次アドレス・スペースとホーム・ア
ドレス・スペースが同じものになるようにし、ジ
ョブを再実行依頼してください。

xx0402xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。呼び出し側がロックを保持していました。

プログラマー応答: ロックをすべて解放し、ジョ
ブを再実行依頼してください。

xx0403xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。呼び出し側がパラメーター・リストを参照
しているときに、記憶保護例外が発生しました。

プログラマー応答: パラメーター・リストは、呼
び出し側のプログラムが読み取ることのできるス
トレージになければなりません。

xx0404xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。呼び出し側が無効なバージョンのマクロを
出しました。

プログラマー応答: IARSUBSP マクロを使用し
て、パラメーター・リストを生成してください。

xx0408xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。NUMRANGE パラメーターに指定される値
はゼロより大きくなければなりませんが、16 を
超えてはなりません。

プログラマー応答: NUMRANGE パラメーターの
値を訂正してください。

xx0409xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目の 2 番目のフルワードで
指定されるページ数は 0 より大きくなければな
らず、また、16 メガバイト境界より上のストレ
ージ・アドレスについては、256 の倍数でなけれ
ばなりません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の 2 番目の
フルワードで指定した値を訂正し、ジョブを再実
行依頼してください。

xx040Axx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目は、16 メガバイト境界よ
り上のストレージ・アドレスのセグメント境界に
位置合わせされなければなりません。セグメント
の長さは 1 メガバイト (1,048,576 バイト) で
す。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の最初のフル
ワードを訂正してセグメント境界上のストレー
ジ・アドレスを指定し、ジョブを再実行依頼して
ください。

xx040Bxx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。範囲リスト項目は、16 メガバイト境界よ
り下のストレージ・アドレスのページ境界に位置
合わせされるアドレスを指定しなければなりませ
ん。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の最初のフル
ワードを訂正してページ境界上のストレージ・ア
ドレスを指定し、ジョブを再実行依頼してくださ
い。

xx040Cxx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。指定された STOKEN が有効なサブスペー
スを表していません。

プログラマー応答: STOKEN パラメーターで指定
した値を訂正し、ジョブを再実行依頼してくださ
い。

xx0412xx IARSUBSP UNASSIGN が正常に行われませんで
した。範囲は 16 メガバイト境界にも 2 ギガバ
イト境界にもまたがることはできません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の 2 番目の
フルワードを変更して有効なストレージ範囲を指
定し、ジョブを再実行依頼してください。

xx050Cxx IARSUBSP DELETE が正常に行われませんでし
た。指定された STOKEN が有効なサブスペース
を表していません。

プログラマー応答: STOKEN パラメーターで指定
した値を訂正し、ジョブを再実行依頼してくださ
い。

xx0510xx IARSUBSP DELETE が正常に行われませんでし
た。削除されるはずのサブスペースで、呼び出し
側が実行中であるか、または実行適格状態です。

プログラマー応答: STOKEN パラメーターで指定
した STOKEN を訂正してください。STOKEN

が正しい場合は、プログラムの設計を変更して、
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サブスペースの削除を試みる前に、全アドレス・
スペース・アドレス可能度に切り替えてくださ
い。

xx0511xx IARSUBSP DELETE が正常に行われませんでし
た。削除されるはずのサブスペースで、別のプロ
グラムが実行中であるか、実行適格状態です。

プログラマー応答: STOKEN パラメーターで指定
した STOKEN を訂正してください。STOKEN

が正しい場合は、プログラム設計を変更して、プ
ログラムが処理を終了した後で、サブスペースを
削除するようにしてください。

xx0512xx IARSUBSP DELETE が正常に行われませんでし
た。削除されるはずのサブスペースが呼び出し側
の所有ではありません。

プログラマー応答: STOKEN パラメーターで指定
した STOKEN を訂正してください。STOKEN

が正しい場合は、プログラム設計を変更して、サ
ブスペースを作成したタスクでサブスペースを削
除するようにしてください。

xx0608xx IARSUBSP UNIDENTIFY が正常に行われません
でした。NUMRANGE パラメーターに指定される
値はゼロより大きくなければなりませんが、16

を超えてはなりません。

プログラマー応答: NUMRANGE パラメーターの
値を訂正してください。

xx0609xx IARSUBSP UNIDENTIFY が正常に行われません
でした。範囲リスト項目の 2 番目のフルワード
で指定されるページ数はゼロより大きく、256 の
倍数でなければなりません。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の 2 番目の
フルワードを訂正して正しいストレージ容量を指
定し、ジョブを再実行依頼してください。

xx060Axx IARSUBSP UNIDENTIFY が正常に行われません
でした。範囲リスト項目の最初のフルワードで指
定されるストレージ・アドレスは、セグメント境
界に位置合わせされなければなりません。セグメ
ントの長さは 1 メガバイト (1,048,576 バイト)

です。

プログラマー応答: 範囲リスト項目の最初のフル
ワードを訂正してセグメント境界上のストレー
ジ・アドレスを指定し、ジョブを再実行依頼して
ください。

xxFF01xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側の 1 次アドレス・スペース、2 次アドレ
ス・スペース、およびホーム・アドレス・スペー
スが同じものではありません (呼び出し側がクロ
ス・メモリー・モードにあります)。

プログラマー応答: クロス・メモリー・モードを
変更して、1 次アドレス・スペース、2 次アドレ
ス・スペース、およびホーム・アドレス・スペー
スが同じものになるようにし、ジョブを再実行依
頼してください。

xxFF02xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側がロックを保持していました。

プログラマー応答: ロックをすべて解放し、ジョ
ブを再実行依頼してください。

xxFF03xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側がパラメーター・リストを参照しているとき
に、記憶保護例外が発生しました。

プログラマー応答: パラメーター・リストは、呼
び出し側のプログラムが読み取ることのできるス
トレージになければなりません。さらに、
CREATE 要求の場合は、パラメーター・リスト
は、呼び出し側のプログラムが修正することので
きるストレージになければなりません。

xxFF04xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側が無効なバージョンのマクロを出しました。

プログラマー応答: IARSUBSP マクロを使用し
て、パラメーター・リストを生成してください。

xxFF05xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側の IARSUBSP パラメーター・リストの予約
フィールドはゼロでなければなりません。

プログラマー応答: 正しい MVS リリースでプロ
グラムを実行するようにし、また、IARSUBSP マ
クロを使用してパラメーター・リストを生成する
ようにしてください。

xxFF06xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側が無効なサービスを要求しました。

プログラマー応答: IARSUBSP マクロを使用し
て、パラメーター・リストを生成してください。

xxFF07xx IARSUBSP が正常に行われませんでした。
IARSUBSP を使用する場合は、呼び出し側は 31

ビット・アドレッシング・モードになければなり
ません。

プログラマー応答: BASSM または BSM 命令を
出すことによって 31 ビット・アドレッシング・
モードに変更してから、ジョブを再実行依頼して
ください。BASSM および BSM については、
ESA 解説書

xxFF0Dxx IARSUBSP IDENTIFY、CREATE、DELETE、ま
たは UNIDENTIFY が正常に行われませんでし
た。呼び出し側は、監視プログラム状態にある
か、PSW キーが 0 ～ 7 でなければなりませ
ん。

プログラマー応答: MODESET マクロを呼び出し
て、呼び出し側の状態または PSW キーを変更し
てください。

xxFF0Exx IARSUBSP が正常に行われませんでした。呼び出
し側はタスク・モードになければなりません。

プログラマー応答: プログラム設計を変更して、
IARSUBSP マクロがタスク・モードで呼び出され
るようにし、ジョブを再実行依頼してください。

3C7

説明: SRB モードで実行されている RACF が、動的ストレージの割り
振りまたは割り振り解除を試行しているときに、エラーが発生しまし
た。
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システム・プログラマーの応答: IPCS を使用して、この異常終了でと
られたダンプをフォーマット設定してください。ダンプ・タイトルの説
明については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

詳しい情報を得るために、ジョブ・ログ内のメッセージを見てくださ
い。問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っています。

コード 説明

04 BAD LENGTH: 取得または解放する区域の長さがゼロ以下で
す。

08 BAD ALIGNMENT: 解放する区域を指すポインターがダブル
ワード境界上にありません。

0C DUPLICATE FREEMAIN: 解放する区域が、すでに解放され
ています。

10 INCORRECT SUBPOOL: 解放する区域のサブプールが、区
域が割り振られているサブプールではありません。

14 INVALID OVERLAP: 解放する区域の一部が、割り振られて
いる区域の一部と同一です。ただし、その一致が、全体また
は部分的な FREEMAIN のいずれでも正しくありません。

18 NOT FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を
持つ必要がないとは指定していないのに、解放する区域には
トレース・テーブル内に対応する GETMAIN 項目がありま
せん。

1C FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を持つ
必要がないと指定しているのに、解放する区域には、トレー
ス・テーブル内に対応する GETMAIN 項目があります。

20 NOT FREED: 処理の終了時に、まだ割り振られている一時
域が存在します。

A0 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロでなく、プログラムによって以前
に作成されたバッファーを指していません。

A4 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 0 にあるサブプールが、以前に作成された
バッファーが割り振られているサブプールではありません。

A8 RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロです。

AC RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 は、プログラムによって以前に作成され
たバッファーを指していません。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

3FB

説明: JES3 はデータ・セット・ブロック (DSB) の構築またはデータ・
セット状況ブロック (DSS) の構築を行うための十分なストレージを取得
できませんでした。

システムの処置: システムは、ユーザー・アドレス・スペースを終了さ
せます。

システム・プログラマーの応答: SYSABEND DD ステートメントを指

定して、ジョブを再実行してください。この問題は再現しないこともあ
ります。再現する場合は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

発行元: JES3

3FC

説明: 外部割り込みに続く処理で、システムがエラーを検出しました。
外部割り込みを受けたプログラムは、タスク制御ブロック (TCB) また
はサービス要求ブロック (SRB) のもとで実行されています。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 システムはこの割り込みの 3 回目の再帰を検出しました (し
かし、サポートしません)。

04 割り込みの処理中にエラーが発生しました。

08 1 回目の再帰でエラーが発生しました。

0C 2 回目の再帰でエラーが発生しました。

システムの処置: システムは、外部割り込みを受けたアクティブ・タス
クを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・
レコードを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=3FC,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してください。エラーが繰り
返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v Logrec データ・セット・エラー・レコード内のシステム診断作業域
(SDWA) で、問題の原因となっている元の異常終了を見付けてくださ
い。

v 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを
入手するように、オペレーターに依頼してください。IBM サポート・
センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

400

説明: チャネル実行プログラム (EXCP) 処理が、入出力要求を処理し
ているときに、エラーを検出しました。データ・エクステント・ブロッ
ク (DEB) 内のデータ制御ブロック (DCB) に関するアドレスが、呼び出
し側の入出力ブロック (IOB) にある DCB アドレスと異なっています。
データ・セットがオープンされていない場合、または制御ブロックの解
放またはオーバーレイを行う時機が早すぎた場合に、この状況が発生す
ることがあります。

システムの処置: システムはタスクを異常終了し、必要に応じて SVC

ダンプを出します。

プログラマーの応答: データ・セットがオープンされていること、問題
プログラムで制御ブロックを正しく処理していることを確認してくださ
い。ジョブを再実行してください。

システムがダンプを書き込んだ場合は、現行タスクのタスク制御ブロッ
ク (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールドを見てく
ださい。TCBEXCPD は、EXCP デバッグ域 (XDBA) を指しています。
XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入っています。
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システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL、プログラム・
リストとアセンブリー・リスト、および SVC ダンプを提示してくださ
い。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

401

説明: WAIT マクロの処理中に、システムが呼び出し側の環境にエラー
があることを検出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースのローカル・ロ
ックを保持していません。

08 呼び出し側が、ホーム・アドレス・スペースに対してアドレ
ッシング能力を持っていません。

0C 使用不可の呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM オプション
を指定して WAIT マクロを出しました。

10 ロックを保持している呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM

オプションを指定して WAIT マクロを出しました。

14 タスク・モードで処理していない呼び出し側が、
LINKAGE=SYSTEM オプションを指定して WAIT マクロを
出しました。

18 1 次アドレス・スペース制御 (ASC) モードで処理していな
い呼び出し側が、LINKAGE=SYSTEM オプションを指定し
て WAIT マクロを出しました。

システムの処置: システムは、WAIT マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: これは、呼び出しプログラム内のエラーと考えら
れます。コーディングを変更して、正しい環境で WAIT マクロを出す
ようにしてください。プログラムを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: タスク管理

402

説明: EVENTS POST マクロの処理中に、システムがエラーを検出し
ました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 システムは、指定された拡張フォーマット・イベント制御ブ
ロック (ECB) の下位バイトで、誤った EVENTS テーブ
ル・アドレスを検出しました。

04 待ち状態の要求ブロック (RB) が、割り込み可能になってい
ません。

08 問題プログラム記憶保護キーにある WAIT または POST

で、ECB アドレスが誤っています。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: エラーを訂正してください。ジョブを再実行して
ください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

406

説明: LINK(X)、ATTACH(X)、または XCTL(X) マクロの処理中に、
エラーが発生しました。

要求されたプログラムは、ロードのみが可能です。このプログラムは、
リンケージ・エディターの処理で作成されましたが、その際、EXEC ス
テートメントの PARM パラメーター・フィールドには OL が入ってい
ました。

システムの処置: マクロ命令に ERRET が指定されていない限り、タス
クは終了します。システムはメッセージ CSV009I および ABEND ダン
プを出します。

プログラマーの応答: ロードのみが可能なプログラムには、ロードだけ
を指定して、処理は指定しないように、問題プログラムを書き直してく
ださい。その後で、ジョブ・ステップを再コンパイルして、再実行して
ください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに、エラー
が繰り返し発生する場合は、ジョブ・ログ内のメッセージに対するシス
テム・プログラマー応答を参照してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプおよび
ジョブのソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

40A

説明: システムが R 形式の FREEMAIN マクロを処理しようとしたと
きに、エラーが発生しました。このエラーは、システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに示される理由コードによって、以
下のように説明されます。

コード 説明

04 呼び出し側が、解放できないサブプールに対して
FREEMAIN を出しました。

サブプール全体を解放できるのは、サブプール FREEMAIN

に適格として定義されているサブプールの場合だけです。そ
れ以外のサブプール・ストレージ域は、その区域を明示的に
記述した個別の要求によって解放しなければなりません。

08 問題プログラムで、サブプール 0 を解放しようとしまし
た。サブプール 0 は、ジョブ・ステップの終了時に制御プ
ログラムによって解放されます。
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システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: FREEMAIN マクロを使用してサブプール 0 を解
放しようとした場合は、そのマクロをプログラムから除去してくださ
い。FREEMAIN マクロを使用してサブプール 0 を解放しようとしたの
でない場合は、FREEMAIN のマクロ展開を誤って変更するようなプロ
グラム・エラーがないか調べてください。訂正を行った後、ジョブ・ス
テップを再実行してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

40D

説明: リカバリー終了マネージャー (RTM) がタスクを終了させようと
しているときに、再帰的エラーが発生しました。RTM はアドレス・ス
ペースを終了させます。この異常終了コードは、終了したアドレス・ス
ペースのアドレス・スペース制御ブロック (ASCB) の ASCBMCC フィ
ールド、およびメッセージ IEF402I に示されます。

レジスター 15、メッセージ IEF402I、および SVC ダンプ・タイトル
に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが示されます。

コード 説明

00 再帰的エラーによる異常終了が起こったときに、RTM は、
クリティカル・エラーの再帰の処理だけを確立しました。し
たがって、RTM は、エラーが他の理由コードによって識別
される問題から生じたものではないことのみを判別しまし
た。

04 RTM2 の処理でクリティカル・エラーを検出しました。

08 再帰的エラーを処理している間に、RTM で別のエラーが発
生していました。RTM2 は、元のエラーに関連した RTM2

作業域 (RTM2WA) を取得できませんでした。

0C 以前の RTM2WA を指すポインターが無効であったため、
RTM2 は以前の RTM2WA を取得できませんでした。

10 ローカル・システム・キュー域 (LSQA) または拡張ローカ
ル・システム・キュー域 (ELSQA) に、RTM2WA 用に使用
できるストレージがありませんでした。

14 RTM による仮想記憶域の取得または解放の要求が異常終了
したことを、RTM2 で検出しました。

18 RTM がタスク終了処理を完了した後で、再帰的に RTM に
入りました。

1C 再帰的に RTM2 に入りました。RTM2 は、以前に異常終了
したルーチンの要求ブロック (RB) を検出できませんでし
た。

20 RTM が開始した派生タスクの異常終了を処理するために、
再帰的に RTM2 に入りました。RTM2 は、以前に異常終了
したマザー・タスクのエラー RB を検出できませんでした。

24 RTM2 から出口に入ろうとしましたが、使用する出口を指示
するオンの出口フラグが見付かりませんでした。

28 現行タスクの派生タスクを終了させている間に、RTM2 で回
復不能な再帰的エラーが発生していました。

30 サブタスクからの複数の DOD 異常終了のために再帰的に
RTM2 に入りました。

34 RTM2 は、現行タスクのリンケージ・スタックの問題に起因
する再帰的異常終了を検出しました。

システムの処置: RTM はアドレス・スペースを終了させます。システ

ムはメッセージ IEF402I を出します。システムは SVC ダンプを書き込
みます。アドレス・スペースでの重大な問題によって、SVC ダンプが正
常に完了しない可能性があります。SVC ダンプが正常に完了した場合で
も、ダンプが完了したことを示すメッセージ IEA911E または IEA611I

が出されないことがあります。

オペレーターの応答: SVC ダンプを入手してください。SVC ダンプに
は、次のようなタイトルが付いています。

ABEND=40D,RC=xx,COMPON=RTM2,COMPID=SCRTM,
ISSUER=IEAVTRT2, MEMTERM - UNRECOVERABLE ABEND FAILURE

注: OS/390 より以前では、COMPID は SC1CM です。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. メッセージ IEF402I、レジスター 15、または SVC ダンプのタイト
ルから理由コードを入手してください。

2. 理由コードが X'10' の場合は、仮想記憶マネージャー (VSM) に関し
て診断を継続し、使用可能な ELSQA が十分にない理由を判別して
ください。問題を判別できない場合は、問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターで VSM を担当している構成グループに連
絡してください。その際には、それまでのステップで収集した問題デ
ータを提示してください。

3. X'10' 以外の理由コードは、RTM が異常終了を処理していたときに
重大な問題が発生したことを示しています。問題報告データベースを
検索して、問題の修正を見付けてください。検索引き数には、以下の
ものを入れてください。
v プログラム ID: PIDS/5752SCRTM

v 異常終了コード: AB/S040D

v 異常終了の理由コード: PRCS/xx

修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、ダンプと、問題に関するメッセージを提示してく
ださい。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

413

説明: 磁気テープ上または直接アクセス装置上のデータ・セットに対し
て OPEN マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生しました。
このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC145I が出されます。
終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示される
リターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、
メッセージ IEC145I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC145I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

414

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して CLOSE マクロ命
令を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コ
ードと一緒に、メッセージ IEC212I が出されます。終了したタスクに関
する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード
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(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC212I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC212I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

417

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して TYPE=T オペラ
ンドを指定した BSAM CLOSE マクロ命令を処理しているときに、エラ
ーが発生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ
IEC221I が出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレ
ジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセージ・テキスト中の
rc) の説明については、メッセージ IEC221I の説明を参照してくださ
い。

プログラマーの応答: メッセージ IEC221I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

422

説明: この異常終了は、汎用の異常終了コードです。CANCEL によっ
て生成される 222 異常終了と同じように取り扱われる異常終了を示しま
す。ターゲット・タスクがすでにリカバリー処理中である場合は、この
異常終了はターゲット・タスクに送達されません。

この異常終了は、理由コードに応じて、再試行可能な場合も再試行不能
な場合もあります。

422 異常終了の理由コードは、xxxxyyzz というフォーマットです。

この理由コードの各部分は、次のとおりです。

xxxx 最初のハーフワードは、コンポーネントでの設定に当てられ
ます。コンポーネントによっては、この 2 バイトを内部識
別に使用するものもあります。

yy 3 番目のバイトにはコンポーネント ID が入ります。これに
よって、422 異常終了を複数の製品およびコンポーネントで
共用することができます。以下の yy の値は、どのコンポー
ネントまたは製品が異常終了を生成したかを示しています。

01 UNIX システム・サービス

02 JES2

zz 最後のバイトは、コンポーネントが固有の理由コードを作成
するのに使用します。

レジスター 15 に、エラーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明

01xx xx は、X'01' ～ X'7F' の値であり、タスクの終了の原因とな
ったシグナルを表します。OS/390 UNIX システム・サービ
スを使用するアプリケーション・プログラムでエラーが発生
しました。

0109 終了アドレス・スペースがシグナルのターゲットです。シグ
ナルはプログラムによって生成され、ターゲット・ユーザ
ー・プロセス内のジョブ・ステップ・タスクを、再試行でき
ない異常終了で終了させます。

0181 この異常終了は、複数のスレッドのプロセス内で BPX1EXI

(_exit) サービスが出されているために生じました。初期
pthread_create タスク (IPT) がまだ終了していない場合は、
スレッド呼び出し BPX1EXI が pthread 作成によって作成さ
れると、この理由で異常終了されます。

0182 この異常終了は、複数のスレッドのプロセス内で BPX1EXC

(exec) または BPX1EXM (execMVS) サービスが出されてい
るために生じました。プロセス内のダビングされたスレッド
はすべて異常終了によって終了します。

0183 BPXPRMPC が、プロセスの終了および終結処理のために要
求されました。これには初期 pthread タスクのアセンブラー
終了マクロ CALLRTM が必要でした。

0184 タスクが、終了処理中のカーネル・アドレス・スペースの制
御下にある待ち状態にあるために、そのタスクが終了してい
ます。タスクが非終止待ち状態になるのを防ぐために、タス
クは異常終了します。リカバリー・ルーチンがタスク内に存
在する場合は、そのリカバリー・ルーチンがこの異常終了の
ために再試行できます。

0185 スレッド作成中にシステム・エラーが発生しました。プロセ
スは終了しました。

0186 ローカル・プロセス exec の処理中に、システム・エラーが
発生しました。ジョブ・ステップは終了します。

0187 fork 処理中に、システム・エラーが発生しました。fork は、
子アドレス・スペースの作成を試行している APPC Receive

and Wait ウィンドウ内にあります。fork が、ASCH イニシ
エーターを待つために停止している場合があります。

0189 ユーザーの要求で、カーネルが、ENQ 待機中のスレッドを
終了させました。

018A fork 処理中の子プロセス作成時に、システム・エラーが発生
しました。子プロセスのアドレス・スペースは終了します。

018B サーバー・マネージャーのアドレス・スペースに関するサー
バー初期設定 (server_init) 処理中に、システム・エラーが発
生しました。呼び出し側のタスクは終了します。

01A0 この異常終了は、カーネルがスレッドを終了させた結果で
す。スレッドおよびその関連タスクは終了します。

発行元: OS/390 UNIX システム・サービス (BPX)

システムの処置: 作業単位は再試行不能エラーで終了します。

プログラマーの応答:

コード 応答

01xx ユーザーが送信したか、またはシステムが生成したシグナル
が原因で、作業単位が終了しました。シグナルの理由を判断
するには、シグナルがシステムによって生成される時点を知
ることが必要です。シグナルのリストについては、OS/390
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UNIX システム・サービス プログラミング : 呼出し可能サ
ービス 解説書 を参照してください。

0181 ユーザーによる処置は必要ありません。

0182 ユーザーによる処置は必要ありません。

0183 ユーザーによる処置は必要ありません。

0184 カーネルの終了時にタスクが待ち状態でした。これはエラー
ではありません。

0185 操作を再試行してください。エラーが繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターにエラーを報告してください。

0186 ユーザーによる処置は必要ありません。

0187 OMVS に関連した APPC/ASCH セットアップを調べてくだ
さい。

0189 ユーザーによる処置は必要ありません。

018A ユーザーによる処置は必要ありません。

018B ユーザーによる処置は必要ありません。

01A0 ユーザーによる処置は必要ありません。

ジョブを再実行し、必要ならデバッガーを使用して、シグナルが発生し
た理由を調べてください。

レジスター 15 に、エラーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明

xxxx0200 xxxx は、現在アクティブの JES2 プロセッサー制御エレメ
ントの ID (PCEID) です。3 番目のバイトの値 X'02' は、
JES2 コンポーネントを示しています。xxxx=0003 の場合、
この異常終了は、ジョブ /TSU/STC が変換のために待機中
か、あるいは変換の途中で、$C job または $C job,D コマン
ドにより取り消された結果です。

発行元: JES2

システムの処置: ジョブ /TSU/STC は、再試行不可能なエラーで終了
します。

プログラマーの応答:

コード 応答

00030200 ジョブが取り消された理由を調べてください。ダ
ンプが必要なときは、ジョブを再実行依頼し、そ
の後で DUMP オペランドを指定してジョブを取
り消すよう、オペレーターに依頼してください。

42A

説明: ATTACH マクロの処理中に、サブタスクの異常終了時にポスト
されるイベント制御ブロック (ECB) の誤ったアドレスが ECB パラメー
ターに指定されたことをシステムが検出しました。

このアドレスは、以下の理由で誤りです。

v フルワード境界上にない。

v アドレスで指示された仮想記憶域が割り振られていないか、またはそ
の仮想記憶域の記憶保護キーが、ATTACH を出した側の記憶保護キ
ーと一致していない。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: 正しい ECB アドレスを指定するように

ATTACH マクロを変更してください。また、その指定が問題プログラム
で誤って変更されないようにしてください。エラーを訂正してくださ
い。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのプログラム・リスト
を提示してください。

発行元: タスク管理

42D

説明: オーバーレイ・プログラムが実行されているときに、SEGLD マ
クロの処理でエラーが発生しました。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: エラー発生時にレジスター 12 に入っていたアド
レスを入手してください。そのアドレスに X'14' を加えると、サブタス
ク完了コードが入っているイベント完了ブロック (ECB) のアドレスに
なります。

プログラム内のエラーを探してください。エラーを訂正してから、再
度、プログラムをアセンブル、リンク・エディット、および実行してく
ださい。

発行元: オーバーレイ監視プログ ラム

430

説明: グローバル・リソース逐次化の処理で、DEQ マクロ命令を処理
しているときにエラーが発生しました。

マクロ命令から作成されたパラメーター・リストが誤っていることを、
制御プログラムが検出しました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: DEQ マクロ命令の指定を訂正するか、またはパ
ラメーター・リストを誤って変更しているプログラム・エラーを訂正し
てください。ジョブ・ステップを再コンパイルしてから、再実行してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

433

説明: DAE が症状レコードを処理しているときに、エラーが発生しま
した。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明
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00000008 DAE 症状ストリングをストレージに保持するた
めに使用できるストレージがありません。また、
既存のストレージを再使用することもできませ
ん。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。さらに、SVC ダンプも取ろうとします。DAE は処
理を停止し、メッセージ ADY015I を出します。

システム・プログラマーの応答: 理由コード X'00000008' の場合は、
MVS SET DAE コマンドを使用して DAE 処理を再始動することができ
ます。

発行元: ダンプ分析重複回避機能 (DAE)

435

説明: SVC 53 (BDAM データ・セットに関連したリソースの排他制御
を取得または解放する) で、以下のことを検出しました。

v 入力 DCB (DCBDEBAD) で指されている DEB が、ジョブ・ステッ
プの TCB に関連したどの DEB チェーンにもないか、またはその
DEB から DCB を逆にたどれないか、あるいはその DEB が BDAM

データ・セット用のものではない。

v IOB がシステム・ルーチン以外のもので変更されている。

プログラマーの応答: 入力 DCB アドレスが正しいこと、および入力
DCB の DCBDEBAD フィールドがオーバーレイされていないことを確
認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

437

説明: ボリュームの終わりでエラーが発生しました。このシステム完了
コードと一緒に、メッセージ IEC025I が出されます。終了したタスクに
関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード
(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC025I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC025I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

438

説明: グローバル・リソース逐次化の処理で ENQ マクロ命令を処理し
ているときに、グローバル・リソース逐次化がエラーを検出しました。

マクロ命令から作成されたパラメーター・リストが誤っていることを、
制御プログラムが検出しました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: マクロ命令を訂正するか、またはパラメーター・

リストを誤って変更しているプログラム・エラーを訂正してください。
ジョブ・ステップを再コンパイルしてから、再実行してください。

問題が解決されない場合は、以下の処置をとってください。

1. システム・トレースの SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、DEQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または 38 のマッピングと照
合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装置制御
ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、UCB

のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指しています。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

43E

説明: タスクを作成した ATTACH マクロ命令の ECB パラメーターで
指定されているイベント制御ブロック (ECB) が、サブタスクの異常終
了時に無効でした。

システムの処置: ECB にはポストされません。システムは、呼び出し
側の親タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: サブタスクの処理が完了する前に、ECB が入っ
ている区域が解放されているかどうか判別してください。エラーを訂正
してください。ジョブを再実行してください。

ECB は ATTACH マクロ内で指定されています。システムは、サブタス
クを生成するときに、その ECB の妥当性を検査します。サブタスクが
タスク消去されているとき、または ECB が入っているストレージの要
求によってタスクが終了したときには、ECB が誤っている可能性があり
ます。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したソース・プ
ログラム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

43F

説明: チェックポイント・リスタート処理中に、エラーが検出されまし
た。この完了コードと一緒に、該当する理由コードを示すメッセージ
IHJxxxI が出されます。

システムの処置: システムは、ダンプを作成した上で、レジスター 14

にあるアドレスに対して再試行を出します。

プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージの指示に従って応答し
てください。

発行元: DFSMSdfp
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444

説明: SYNADAF の処理中にエラーが発生し、DECB のアドレスが誤
っていることが判別されました。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、誤っている DECB アドレス
が入っています。

v BDAM、BPAM、および BSAM の場合、DECB のアドレスを、マク
ロ命令の PARM2 オペランドとして SYNADAF に渡す必要がありま
す。これらのアクセス方式の場合、ユーザーの SYNAD ルーチンに進
入する際に、レジスター 0 に DECB のアドレスが入ります。

v BISAM の場合、誤りのある IOB の IOBECBPT フィールドに DECB

のアドレスが入っている必要があります。SYNADAF マクロ命令の
PARM2 オペランド (IOB 内の最初のセンス・バイトのアドレス) が
正しく指定されていること、IOBECBPT がオーバーレイされていない
ことを確認してください。

エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

451

説明: SETPRT の処理中に、エラーが発生しました。SETPRT パラメ
ーター・リストに入れて渡された DCB アドレスを持つ DCB が誤って
いるか、DCB によって示されている DEB アドレスが誤っているか、
DEB によって示されている DCB EXIT LIST アドレスが誤っている
か、または DCB によって示されている IOB が誤っているかのいずれ
かです。

このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC918I が出されます。
終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示される
リターン・コードの説明については、メッセージ IEC918I の説明を参照
してください。

プログラマーの応答:

v リターン・コードが 01 の場合は、DCBEXLIST が、ユーザーの領域
内の有効な出口リストを指しているか確認してください。

v リターン・コードが 02 の場合は、DCB がオープンされた後に、
DCB フィールド DCBIOBAD および DCBIOBA がオーバーレイされ
ていないか確認してください。また、IOB または ICB リンク・フィ
ールドがオーバーレイされていないか確認してください。

v リターン・コードが 03 の場合は、DCB がオープンされた後に、
DCB フィールド DCBDEBAD がオーバーレイされていないか確認し
てください。

v リターン・コードが 04 の場合は、SETPRT マクロ命令で、ユーザー
の領域内にあるオープン DCB のアドレスを正しく指定しているか確
認してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

453

説明: システム管理機能 (SMF) の記録機能が SMF データ・セットに
書き込んでいるときに、バッファー・キュー・エラーが発生し、SMF 記
録機能を終了させる必要があることをシステムが判別しました。

システムの処置: システムは、SMF アドレス・スペースを終了させ、
SMF で使用されていたリソースを解放します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。
SMF 記録機能がシステムにとって不可欠である場合は、問題の訂正が済
みしだい、SET SMF コマンドを使用して SMF アドレス・スペースを
再始動してください。

システム・プログラマーの応答: 以前の異常終了の結果としてエラー・
メッセージおよび SVC ダンプが作成されていれば、それを調べてくだ
さい。

発行元: システム管理機能 (SMF)

45F

説明: SYSEVENT TRANSWAP または REQSWAP が保留中であると
きに、SYSEVENT QUIESCE マクロが失敗しました。再試行は不可能で
した。

システムの処置: システムは、スワップされていたアドレス・スペース
を異常終了させます。システムはメッセージ および Logrec データ・セ
ット・エラー・レコードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: これは、システム・エラーと考えられ
ます。ジョブを再実行依頼してください。問題が繰り返し発生する場合
は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、Logrec データ・セット・エラー・レコードおよびジ
ョブの SYSOUT 出力を提示してください。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

46D

説明: プログラムが ESPIE マクロを誤って出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 ESPIE マクロで、SET、RESET、および TEST 以外のオプシ
ョンを指定しています。

08 ESPIE SET または ESPIE TEST マクロが、パラメーター・
リストを指すアドレスを渡しました。次のいずれかの理由
で、パラメーター・リストの内容が無効です。

v パラメーター・リストがフルワード境界に位置合わせされ
ていない。

v パラメーター・リストが、GETMAIN マクロによって取得
されたのではないストレージにある。

v パラメーター・リストが、ESPIE マクロを出した側から保
護されているストレージにある。

0C ESPIE SET マクロが、出口ルーチンのアドレスが入ってい
るパラメーター・リストを渡しました。次のいずれかの理由
で、出口ルーチンのアドレスが無効です。

v アドレスの高位ビットまたは低位ビットが 0 でない。
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v ESPIE を出したプログラムが 24 ビットのアドレッシン
グ・モードにあるときに、高位バイトがゼロでない。

10 ESPIE RESET マクロが、他の何らかのプログラムによって
作成された SPIE または ESPIE を削除しようとしました。

14 ESPIE RESET マクロが、誤った TOKEN パラメーターを渡
しました。次のいずれかの理由で、TOKEN が誤っていま
す。

v TOKEN 自身が無効である。

v TOKEN が示す出口が削除されている。

18 次のいずれかの理由で、ESPIE マクロを出したプログラムが
無効なモードにあります。

v プログラムが監視プログラム状態にある。

v ESPIE マクロを出したプログラムが持つプログラム状況ワ
ード (PSW) ストレージ・キーが、タスク制御ブロック
(TCB) キーと一致していなかった。

1C ESPIE マクロが、SPIE プログラム割り込み出口 (PIE) 制御
ブロックを指すポインターを渡しました。PIE 制御ブロック
が無効です。PIE 制御ブロックが、FREEMAIN マクロによ
って誤って解放されてしまったことが考えられます。

20 無許可プログラムが、ページ不在のための ESPIE 出口を確
立するために ESPIE マクロを出しました。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。システムは、
この問題に関するメッセージをジョブ・ログに送ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=46D,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、以下のものを提示して
ください。
v ジョブ・ログからのメッセージ
v ABEND ダンプまたは SVC ダンプ
v ジョブのアセンブリー・リスト
v ジョブの JCL

v ジョブのプログラム・リスト

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

478

説明: システムが RC または RU 形式の FREEMAIN マクロ、または
STORAGE RELEASE マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生
しました。このエラーは、システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC

フィールドに示される理由コードによって、以下のように説明されま
す。

コード 説明

04 呼び出し側で、解放できないサブプールに対して
FREEMAIN または STORAGE RELEASE を出しました。

サブプール全体を解放できるのは、サブプール FREEMAIN

または STORAGE RELEASE に適格として定義されている
サブプールの場合だけです。それ以外のサブプール・ストレ
ージ域は、その区域を明示的に記述した個別の要求によって
解放しなければなりません。

08 問題プログラムで、サブプール 0 を解放しようとしまし

た。サブプール 0 は、ジョブ・ステップの終了時に制御プ
ログラムによって解放されます。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: FREEMAIN または STORAGE RELEASE マクロ
を使用してサブプール 0 を解放しようとした場合は、そのマクロをプロ
グラムから除去してください。FREEMAIN または STORAGE

RELEASE マクロを使用してサブプール 0 を解放しようとしたのでない
場合は、FREEMAIN または STORAGE RELEASE のマクロ展開を誤っ
て変更するようなプログラム・エラーがないか調べてください。訂正を
行った後、ジョブ・ステップを再実行してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

47A

説明: EVENTS マクロの処理中に、ENTRIES パラメーターに誤った項
目数が指定されていることをシステムが検出しました。項目数は、1 か
ら 32,767 まででなければなりません。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロの呼び出し側を異常終
了させます。

プログラマーの応答: ENTRIES パラメーターに指定した項目数が 1 か
ら 32,767 までの値になるようにしてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

47B

説明: PURGEDQ の処理中に、エラーが発生しました。システム診断
作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する 16 進
数の理由コードが入っています。

コード 説明

00 現行の 1 次アドレス・スペースに関する PURGEDQ マクロ
の処理中に、システムが、除去パラメーターに一致する延期
SRB を検出しました。システムは、その SRB ルーチンを異
常終了させて、PURGEDQ の影響を受けるすべての SRB ル
ーチンの実行を確実に完了させます。

04 PURGEDQ の処理中に内部エラーが発生しました。IBM サ
ポート・センターに連絡してください。

システムの処置: システムは、SRB ルーチンを異常終了させます。

プログラマーの応答: CANCEL コマンドの処理が原因でこのエラーが
発生した場合は、ジョブを再実行依頼してください。タスクと SRB ル
ーチン間の逐次化または TCB の異常終了によってこの問題が発生した
場合は、アプリケーションを変更してこの問題を避けてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理
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47D

説明: EVENTS マクロの処理中に、LAST パラメーターに指定されて
いるアドレスが誤っていることをシステムが検出しました。

LAST では、EVENTS テーブル内の最初の有効な項目から最後の有効な
項目までの間のアドレスを指定しなければなりません。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: LAST のアドレスが、有効なテーブル項目であ
り、前もって EVENTS テーブルから除去されないようにしてくださ
い。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

482

説明: RACF が RACHECK 要求を処理しているときに、RACF マネー
ジャーが無効なリターン・コードを返しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 に、RACF マネージャ
ーからの 16 進数のリターン・コードが入っています。メッセージ
ICH409I (出された場合) に、RACF マネージャーからの理由コードが示
されています。RACF マネージャーからのリターン・コードと理由コー
ドの説明については、OS/390 Security Server (RACF) メッセージおよび
コード を参照してください。

IPCS を使用して、この異常終了でとられたダンプをフォーマット設定
してください。ダンプ・タイトルの説明については、OS/390 SecureWay

Security Server RACF Diagnosis Guide を参照してください。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

483

説明: RACF が RACINIT 要求を処理しているときに、RACF マネー
ジャーが無効なリターン・コードを返しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、RACF マネージャーからのリ
ターン・コードが入っています。メッセージ ICH409I (出された場合)

に、RACF マネージャーからの理由コードが示されています。RACF マ
ネージャーからのリターン・コードと理由コードの説明については、
OS/390 Security Server (RACF) メッセージおよびコード を参照してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: この異常終了でダンプがとられた場合
は、IPCS を使用してダンプをフォーマット設定してください。ダン
プ・タイトルの説明については、OS/390 SecureWay Security Server

RACF Diagnosis Guide の中の ICHRST00-RACF SVCS で始まるダン
プ・タイトルを参照してください。

485

説明: RACF が RACROUTE REQUEST=DEFINE 要求を処理している
ときに、RACF マネージャーが無効なリターン・コードを返しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、RACF マネージャーからのリ
ターン・コードが入っています。RACF マネージャーからのリターン・
コードの説明については、OS/390 Security Server (RACF) メッセージお
よびコード を参照してください。

システム・プログラマーの応答: この異常終了でダンプがとられた場合
は、IPCS を使用してダンプをフォーマット設定してください。ダン
プ・タイトルの説明については、OS/390 SecureWay Security Server

RACF Diagnosis Guide の中の ICHRST00-RACF SVCS で始まるダン
プ・タイトルを参照してください。

4C5

説明: この異常終了は、TCP/IP 製品によって出されます。詳細につい
ては、TCP/IP の資料を参照してください。

4C6

説明: OS/390 UNIX システム・サービスのための資源アクセス管理機
能 (RACF) の処理中に、エラーが発生しました。

コード 説明

00000004 RACF モジュールに対するサービス呼び出しが完
了しませんでした。ユーザーを記述するためのア
クセス機能環境エレメント (ACEE) がありません
でした。

00000008 RACF モジュールに対するサービス呼び出しが完
了しませんでした。ユーザーを記述するためのア
クセス機能環境エレメント拡張 (ACEX) があり
ませんでした。

0000000C RACF モジュールに対するサービス呼び出しが完
了しませんでした。ユーザーを記述するためのユ
ーザー・セキュリティー・パケット (USP) があ
りませんでした。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: RACF 入出力パラメーター・リスト IRRPCOMP

に、SAF リターン・コード、RACF リターン・コード、および内部
RACF エラーを説明する RACF 理由コードが入っています。

システム・プログラマーの応答: ジョブを再実行するか、または RACF

がアクティブのときにログオンし直すようにユーザーに指示してくださ
い。再び異常終了が発生した場合は、異常終了を診断する方法、および
異常終了の問題を IBM に報告する方法について、OS/390 SecureWay

Security Server RACF Diagnosis Guide を参照してください。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

4C7

説明: RACF が非 SVC 要求を処理しているときに、RACF ストレー
ジ・マネージャーでエラーが発生しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
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ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されています。

コード 意味

04 BAD LENGTH: 取得または解放する区域の長さがゼロ以下で
す。

08 BAD ALIGNMENT: 解放する区域を指すポインターがダブル
ワード境界上にありません。

0C DUPLICATE FREEMAIN: 解放する区域が、すでに解放され
ています。

10 INCORRECT SUBPOOL: 解放する区域のサブプールが、区
域が割り振られているサブプールではありません。

14 INVALID OVERLAP: 解放する区域の一部が、割り振られて
いる区域の一部と同一です。ただし、その一致が、全体また
は部分的な FREEMAIN のいずれでも正しくありません。

18 NOT FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を
持つ必要がないとは指定していないのに、解放する区域には
トレース・テーブル内に対応する GETMAIN 項目がありま
せん。

1C FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を持つ
必要がないと指定しているのに、解放する区域には、トレー
ス・テーブル内に対応する GETMAIN 項目があります。

20 NOT FREED: 処理の終了時に、まだ割り振られている一時
域が存在します。

A0 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロでなく、プログラムによって以前
に作成されたバッファーを指していません。

A4 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 0 にあるサブプールが、以前に作成された
バッファーが割り振られているサブプールではありません。

A8 RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロです。

AC RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 は、プログラムによって以前に作成され
たバッファーを指していません。

システム・プログラマーの応答: IPCS を使用して、この異常終了でと
られたダンプをフォーマット設定してください。ダンプ・タイトルの説
明については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。RACF を呼び出すモジュールの名前を入手するた
めに、ジョブ・ログ内のメッセージを見てください。IBM 提供のモジュ
ールの場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付け
てください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡
してください。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

4FB

説明: 以下のエラーのいずれかが発生しました。

v JES3 が、SSISERV マクロ要求のために十分なストレージを取得でき
なかった。

v JES3 が、ユーザー・アドレス・スペース・バッファーのために十分
なストレージを取得できなかった。

v JES3 が、追加のトラック・グループ用のレコード割り振りブロック
(RAB) リフレッシュ・エレメント (RRE) を処理しているときにエラ
ーを検出した。

v JES3 が、サブプール 0 にあるストレージを取得しようとして失敗し
た。

v 指定された REGION サイズ値が小さすぎた。

システムの処置: システムは、ユーザー・アドレス・スペースを終了さ
せます。

システム・プログラマーの応答: SYSABEND DD ステートメントを指
定して、ジョブを再実行してください。この問題は、再現しないことも
あります。再現する場合は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

発行元: JES3

4FC

説明: プログラム・チェック割り込みに続く処理で、システムがエラー
を検出しました。監視プログラム制御が、回復しようとして、プログラ
ム・チェックを受けたタスクを異常終了させました。

システムの処置: システムは、プログラム・チェックを受けたプログラ
ムを異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・
レコードを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=4FC,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してください。問題が繰り返
し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v Logrec データ・セット・エラー・レコード内のシステム診断作業域
(SDWA) で、問題の原因となっている元の異常終了を見付けてくださ
い。

v 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、SLIP トラップを設定して SVC ダンプを
入手するように、オペレーターに依頼してください。IBM サポート・
センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

500

説明: 入出力要求の処理中に、チャネル実行プログラム (EXCP) 処理
が制御ブロックを妥当性検査しているときにエラーを検出しました。そ
れぞれの X'500' 異常終了コードは、エラーを説明する理由コードを伴
います。

コード 説明

1 索引順次アクセス方式 (ISAM) 入出力ブロック (IOB) の
IOBM フィールドに、ゼロのエクステントが指定されまし
た。

2 データ・エクステント・ブロック (DEB) が、無効な装置制
御ブロック (UCB) を指しています。UCB の 3 バイト目
に、必要な X'FF' が入っていません。

3 入出力ブロック拡張部分 (IOBE) 制御ブロックの IOBEID フ
ィールドに、必要な文字 ‘IOBE’ が入っていません。

4 IOBE のバージョン・フィールドと IOBEVRSC バージョ
ン・ラベルが一致しません。バージョン・フィールドは、
IOBEVRSC バージョン・ラベルに等しくなければなりませ
ん。
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5 入出力エラー・データ・ブロック (IEDB) 制御ブロックの
IEDBID フィールドに、必要な文字 ‘IEDB’ が入っていませ
ん。

6 IEDB のバージョン・フィールドと IEDBVRSC バージョ
ン・ラベルが一致しません。バージョン・フィールドは、
IEDBVRSC バージョン・ラベルに等しくなければなりませ
ん。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させ、SNAP ダンプ
を出します。

プログラマーの応答: 理由コードで示されている問題を訂正してくださ
い。さらに、問題プログラムが正しく制御ブロックを作成または変更す
るようにしてください。プログラムが正しい場合は、この問題はシステ
ムの問題です。ABEND ダンプを要求してジョブを再実行してくださ
い。システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ダンプの中で、現行タスクのタスク制
御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールド
を見てください。TCBEXCPD は EXCP デバッグ域 (XDBA) を指して
います。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入って
います。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、JCL と SNAP ダンプを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

502

説明: POST マクロの処理中に、イベント制御ブロック (ECB) に指定
されている EVENTS テーブル内に、ポストされる ECB のアドレス用
に使用できる項目がないことをシステムが検出しました。

システムの処置: システムは、POST マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: EVENTS テーブルが、ポストされる可能性のあ
るすべての ECB のための項目を含むのに十分な大きさであることを確
認してください。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

504

説明: システムが、EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
GETMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しました。
このエラーは、システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールド
に示される理由コードによって、以下のように説明されます。

コード 説明

04 長さリスト、アドレス・リスト、またはパラメーター・リス
トのうちの少なくとも 1 つが、他のものとオーバーラップ
しています。たとえば、長さリストがアドレス・リストにオ
ーバーラップしています。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。ジョブ・ステップを再実行してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

505

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。このエラーは、システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィー
ルドに示される理由コードによって、以下のように説明されます。

コード 説明

04 長さリスト、アドレス・リスト、またはパラメーター・リス
トのうちの少なくとも 1 つが、他のものとオーバーラップ
しています。たとえば、長さリストがアドレス・リストにオ
ーバーラップしています。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。ジョブ・ステップを再実行してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

506

説明: オーバーレイ・プログラムの中の
LINK(X)、LOAD、ATTACH(X)、または XCTL(X) マクロの処理中に、
エラーが発生しました。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

要求したプログラムがロードされると、オーバーレイ監視プログラムの
仮想記憶域が不足することになります。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。タスクは異
常終了します。

プログラマーの応答: プログラム全体のサイズを小さくするか、オーバ
ーレイ・セグメントのサイズを小さくしてください。それができない場
合は、オーバーレイ・プログラムを、動的にロードされるプログラムに
変更してください。その後で、ジョブ・ステップを再コンパイルして、
再実行してください。

システム・プログラマーの応答: テープ出力、MODE=EXT、および
TIME=YES を指定して START GTF コマンドを入力するように、オペ
レーターに指示してください。また、メッセージ AHL100A には
TRACE=SYS と応答するように、オペレーターに指示してください。

IPCS GTFDATA サブコマンドを使用して、出力をフォーマット設定し
てください。

問題判別: プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合
は、ジョブ・ログにあるメッセージに対するシステム・プログラマー応
答を参照してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
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ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプおよび
ジョブのソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

50D

説明: プログラムで以下のいずれかを行いました。
v TIOT (タスク入出力テーブル) リソースの排他制御を保持していると
きに、OPEN、OPEN-J、CLOSE、CLOSE-T、EOV、または FEOV 機
能を使用しようとした。

v マクロのリスト形式と実行形式との間で矛盾するモードを指定して、
OPEN、OPEN-J、CLOSE、または CLOSE-T マクロを出した。

レジスター 15 に、異常終了を出した機能を識別するコードが入ってい
ます。

コード 機能

00 OPEN

04 OPEN-J

08 CLOSE

0C CLOSE-T

10 EOV

14 FEOV

18 EOV

1C OPEN または CLOSE

20 OPEN または CLOSE

システムの処置: タスクは終了します。

プログラマーの応答: プログラムを訂正して、上記の機能のいずれかを
要求する前に TIOT リソースの制御を解放するようにしてください。プ
ログラムを再コンパイルしてから、ジョブ・ステップを再実行してくだ
さい。

発行元: DFSMSdfp

513

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して OPEN マクロ命令を処
理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC146I が出されます。終了したタスクに関する詳
しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセ
ージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC146I の説明
を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC146I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

522

説明: parmlib メンバー SMFPRMxx の JWT パラメーターに指定され
ている時間の間、ジョブ・ステップ内のすべてのタスクが SVC 待ち状
態に入りました。

待ち要求に指定されているイベント制御ブロック (ECB) にポストされ
ませんでした。正しくない ECB のための待ちになっているか、または
正しい ECB にポストしなかったための待ちになっている可能性があり
ます。

システム・プログラマーの応答: エラーがあれば、それを訂正した上
で、ジョブ・ステップを再実行してください。エラーが見付からず、特
定のジョブ・ステップについて待ちが発生することがわかっている場合
は、EXEC ステートメントに TIME=NOLIMIT を指定して、ジョブ・ス
テップの時間制限をすべて回避してください。

発行元: システム管理機能 (SMF)

52A

説明: ATTACH マクロの処理中に、システムが、サブタスク異常終了
通知割り込み (STAI) または拡張 STAI (ESTAI) ルーチンでエラーを検
出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 新規の ESTAI タスク非同期出口指定 (STAE) 制御ブロック
(SCB) を作成するために使用できるストレージ、または既存
の STAI または ESTAI SCB を新規のタスクにコピーする
ために使用できるストレージがありません。

04 ATTACH を出した側が、AMODE 31 で処理しているときに
STAI を要求しました。AMODE 31 の呼び出し側の場合、
STAI はサポートされません。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コード 00 は、システム・エラーの可能性が
あることを示しています。システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

理由コードが 04 の場合は、ATTACH マクロを出したプログラムを識別
してください。インストール先で用意したプログラムが ATTACH マク
ロを出している場合は、マクロ・パラメーターを STAI から ESTAI に
変更してください。IBM 提供のプログラムが ATTACH マクロを出して
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: タスク管理

530

説明: グローバル・リソース逐次化で DEQ マクロ命令を処理している
ときに、エラーを検出しました。

あるリソースに対する DEQ マクロ命令が非同期出口ルーチンで出され
ました。そのリソースは、以前に同一タスク内の別のルーチンでエンキ
ューされました。しかし、このタスクは、そのリソースの制御をまだ受
け取っていませんでした。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。
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プログラマーの応答: プログラムを訂正して、タスクがリソースの制御
を取得してからのみ DEQ マクロ命令が出されるようにしてください。
できれば、出口ルーチンで DEQ マクロ命令を出すのは避けてくださ
い。ジョブ・ステップを再コンパイルしてから、再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

535

説明: SVC 53 (BDAM データ・セットに関連したリリースの排他制御
を取得および解放する) で、処理に使用するストレージのために
GETMAIN を出しましたが、使用可能なストレージがないことが検出さ
れました。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。問題が繰り返し発
生する場合は、排他制御機能を使用する前に、他のプログラムでストレ
ージを解放しなければならないことがあります。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL、SYSOUT 出力、
および問題に関連するすべての印刷出力と出力データ・セットを提示し
てください。

発行元: DFSMSdfp

538

説明: ENQ または RESERVE を要求したために、アドレス・スペース
内のすべてのタスクに対する並行した ENQ/GQSCAN/RESERVE 要求の
数が制限を超えてしまうことを、システムが検出しました。

システムの処置: システムは、ENQ または RESERVE を出したタスク
を異常終了させます。システムは ABEND ダンプを出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
SVC ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 不要なリソースに対して ENQ または
RESERVE マクロを繰り返し出しているタスクがジョブ・ステップ内に
ないか調べてください。さらに、TOKEN を返すすべての GQSCAN 要
求が、完了するまで実行されていること、または QUIT=YES を指定し
た後続の GQSCAN マクロ命令によって終了されていることを確認して
ください。

問題が繰り返し発生する場合は、異常終了コード X'538' に対して SLIP

トラップを設定した上で、ジョブ・ステップを再実行してください。ト
ラップが一致した場合は、以下のものを含んでいる SVC ダンプを入手
するようにオペレーターに指示してください。

v グローバル・リソース逐次化の専用記憶域。

v DAT オンの中核 (グローバル・リソース逐次化ベクトル・テーブル
(GVT) を見付けて定数 GVTCREQ および GVTCREQA を見るた
め)。

v システム・キュー域 (SQA) (障害のあるプログラムに関するアドレ
ス・スペース制御ブロック (ASCB) を見付けるため)。

許可呼び出し側に異常終了コード X'538' が出された場合は、SVC ダン
プを入手できない場合があります。

キュー・アンカー ASCBLQEL および ASCBGQEL を使用して、障害の
あるアドレス・スペースについて現在未解決のグローバル・リソース逐
次化要求を見付けてください。

GVTCREQ または GVTCREQA のデフォルト値が小さすぎて、プログ
ラムが異常終了 538 で終了しない場合は、プログラムを分析して、
GVTCREQ の許容値を判断してください。GVTCREQ または
GVTCREQA の値の変更方法については、OS/390 MVS Programming:

Authorized Assembler Services Guide を参照してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND または SVC

ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

53E

説明: タスク終了処理中に、システムが以下のことを行う前にエラーを
検出しました。

v システムが、終了するタスクをイベント制御ブロック (ECB) にポス
トする。

v システムが、タスク終了出口ルーチン (ETXR) をスケジュールする。

v タスクに ECB も ETXR も含まれていないことを、システムが判別
する。

以下の場合は、タスクに以下のものが含まれています。

v タスク終了 ECB (タスクを作成した ATTACH マクロに ECB パラメ
ーターを指定した場合)。

v ETXR (ATTACH マクロに ETXR パラメーターを指定した場合)。

システムの処置: システムは、誤りのあるタスクの親タスクを異常終了
させます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: タスク管理

53F

説明: チェックポイント・リスタート処理中に、エラーが検出されまし
た。この完了コードと一緒に、該当する理由コードを示すメッセージ
IHJxxxI が出されます。

システムの処置: ダンプが作成され、Logrec データ・セットに項目が
書き込まれます。

プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージの指示に従って応答し
てください。

発行元: DFSMSdfp

544

説明: SYNADAF の処理中にエラーが発生しました。IOB アドレスが
誤っていることが検出されました。

システムの処置: レジスター 15 に、誤りのある IOB アドレスが入っ
ています。
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v BDAM、BPAM、および BSAM の場合、SYNADAF は、IOB のアド
レスを DECB の DECIOBPT フィールドから取得しました。これら
のアクセス方式の場合、DECB のアドレスが、マクロ命令の PARM2

オペランドとして SYNADAF に渡され、ユーザーの SYNAD ルーチ
ンに進入する際にレジスター 0 に入れられました。SYNADAF マク
ロ命令の PARM2 オペランドが正しく指定されていること、
DECIOBPT フィールドがオーバーレイされていないことを確認してく
ださい。

v QSAM、BISAM、および QISAM の場合、SYNADAF は、IOB を指
すポインターをマクロ命令の PARM2 オペランドとして受け取りまし
た。SYNADAF に渡されるアドレスは、ユーザーの SYNAD ルーチ
ンに進入する際にレジスター 0 に入っているアドレスでなければな
りません。SYNADAF マクロ命令の PARM2 オペランドが正しく指
定されていることを確認してください。

v EXCP アクセス方式の場合は、SYNADAF マクロ命令の PARM1 オ
ペランドで正しい IOB アドレスを指定していることを確認してくだ
さい。

プログラマーの応答: エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを再実
行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

553

説明: システム管理機能 (SMF) が、SMF タイマー・キュー・エレメン
ト (STQE) チェーンにエラーがあることを検出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 STQE の順方向ポインターにゼロが入っています。システム
は SVC ダンプを作成し、SMF は STQE チェーンを修理し
ます。

注: STQE チェーンの修理が行われると、一部の STQE が失
われます。そのため、一部のタスクは SMF インターバ
ル記録をもはや行いません。

08 STQE チェーンが、STQE ではないエレメントを指していま
す。

注: STQE チェーンの修理が行われると、一部の STQE が失
われます。そのため、一部のタスクは SMF インターバ
ル記録をもはや行いません。

0C STQE の逆方向ポインターにゼロが入っています。システム
は SVC ダンプを作成し、SMF は STQE チェーンを修理し
ます。

注: STQE チェーンの修理が行われると、一部の STQE が失
われます。そのため、一部のタスクは SMF インターバ
ル記録をもはや行いません。

システムの処置: SMF タイマー・プログラムは終了し、システムは
SVC ダンプを作成します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。特
定のタスクについて、そのタスクを再始動することで、SMF インターバ
ル記録を再確立することができます。SMF インターバル記録が必要なタ
スクを再始動することを検討してください。ただし、SMF インターバル
記録の再確立が必要ではあるが、どのタスクを再始動すればよいのか判
別できない場合は、システムを再 IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 以前の異常終了の結果としてエラー・
メッセージおよび SVC ダンプが作成されていれば、それを調べてくだ
さい。以前に異常終了コード X'0C4' が出されたかどうか調べてくださ
い。出された場合は、ストレージ・オーバーレイが発生したことを示し
ていると思われます。以前に異常終了コード X'0C4' が出されなかった
場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくだ
さい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。

発行元: システム管理機能 (SMF)

55F

説明: スワップアウト完了 (SYSEVENT 15) に対するクロス・メモリ
ー POST マクロを処理しているときに、システムがエラーを検出しまし
た。この POST は、SYSEVENT REQSWAP または TRANSWAP を出
した側に、スワップが変更されたこと、またはスワップが完了したこと
を知らせるためのものでした。

システムの処置: システムは、クロス・メモリー POST を出した側を
異常終了させます。システムはメッセージ および Logrec データ・セッ
ト・エラー・レコードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: POST マクロが有効なイベント制御ブ
ロック (ECB) アドレスを渡しているかどうか調べてください。ジョブ
を再実行依頼してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・セッ
ト・エラー・レコードおよびジョブの SYSOUT 出力を提示してくださ
い。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

56D

説明: システムが、レジスター 15 に宛先コード 11 を入れて SVC

109 (Sort SVC) を出しました。以下のエラー条件のいずれかがありま
す。

v Sort 以外のタスクが、宛先コード 11 を指定して SVC 109 を出し
た。この SVC を出すことを許可されているのは Sort だけです。

v この SVC を出したタスクが、タスクの許可域にないレコードを渡し
た。

v タスクが渡したレコードに、1 つまたは複数の誤ったフィールドが含
まれていた。

システムの処置: タスクは終了します。システムは SVC ダンプおよび
Logrec データ・セット・エラー・レコードを出します。

プログラマーの応答: Sort 以外のタスクが宛先コード 11 を指定して
SVC 109 を出したために問題が発生した場合は、そのタスクを訂正して
ください。

Sort が実行されているときに問題が発生した場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
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を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、SVC ダンプおよび Logrec デー
タ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

56F

説明: 実行バッチ・モニターによって処理されている JES2 ジョブのた
めにジョブ終了を処理しているときに、エラーが発生しました。実行バ
ッチ・モニターの疑似ジョブ選択プロシージャーが、別のタスクが SJB

(サブシステム・ジョブ・ブロック) に対するロックを保持または待機し
ていることを検出しました。

システムの処置: ジョブは終了します。

プログラマーの応答: システム・プログラマーまたはインストール管理
者に問題を報告してください。

システム・プログラマーの応答: 障害が起きたジョブ・ステップに
SYSABEND DD ステートメントが入っていることを確認してくださ
い。

プログラムに誤りがないのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: JES2

57D

説明: EVENTS マクロの処理中に、システムが以下のいずれかを検出
しました。

v 誤ったイベント制御ブロック (ECB) アドレス。

v EVENTS マクロ命令を出したプログラムが、ECB の記憶保護キーと
は異なる記憶保護キー (8 ～ 15) のもとで実行されている。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: 指定した ECB アドレスが有効な仮想記憶アドレ
スであること、ECB アドレスが誤って変更されないことを確認してくだ
さい。さらに、ECB が、EVENTS マクロを出したプログラムまたは記
憶保護キー 0 ～ 7 のもとで実行されているプログラムに属するストレ
ージに置かれていることを確認してください。エラーを訂正してくださ
い。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

582

説明: RACROUTE REQUEST=AUTH 要求の処理中に、RACF がユー
ザーを検査できませんでした。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されます。

コード 説明

00 ユーザーを記述するためのアクセス機能環境エレメント
(ACEE) がありませんでした。

注: RACF が非アクティブのときにジョブが開始されたか、
またはユーザーがログオンし、そのあと RACF が再び
アクティブにされた場合、これが正常です。

04 予約済み。

指摘されたエラーを識別し、訂正してください。

問題判別: ジョブを再実行するか、または RACF がアクティブのとき
にログオンし直すようにユーザーに指示してください。再び異常終了が
発生した場合は、異常終了を診断する方法、および異常終了の問題を
IBM に報告する方法について、OS/390 SecureWay Security Server RACF

Diagnosis Guide を参照してください。

585

説明: RACROUTE REQUEST=DEFINE 要求の処理中に、RACF がエラ
ーを検出しました。

システムの処置: システムは現行タスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されます。

コード 説明

00 ユーザーを記述するためのアクセス機能環境エレメント
(ACEE) がありませんでした。

注: RACF が非アクティブのときにジョブが開始されたか、
またはユーザーがログオンし、そのあと RACF が再び
アクティブにされた場合、これが正常です。

04 TYPE=DEFINE 操作に関する REQUEST=DEFINE マクロ命
令で RACF に渡されたボリューム通し番号に一致するボリ
ューム通し番号を入れるための UCB が見付かりませんでし
た。

08 ADDVOL または CHGVOL 機能が要求されましたが、ユー
ザーには少なくともデータ・セットに対する UPDATE 権限
がありませんでした。

0C ADDVOL 機能が要求され、しかも (1) ボリューム通し番号
がすでに定義されているか (DATASET クラスの場合)、また
は (2) 新規テープ・ボリュームがすでに定義されています
(TAPEVOL クラスの場合)。

CHGVOL 機能が要求され、しかも ENTITY 名および新規ボ
リューム通し番号をもつデータ・セット・プロファイルがす
でに定義されています。

指摘されたエラーを識別し、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが 00 の場合は、ジョブを
再実行するか、または RACF がアクティブのときにログオンし直すよ
うにユーザーに指示してください。再び異常終了が発生した場合は、異
常終了を診断する方法、および異常終了の問題を IBM に報告する方法
について、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を
参照してください。その他の理由コードの場合は、理由コードによって
指摘された問題を訂正してください。この異常終了の原因となった要求
に関する追加情報を収集する (たとえば、ダンプを入手したり、RACF

の呼び出し側を識別する) 方法については、OS/390 SecureWay Security

Server RACF Diagnosis Guide を参照してください。IBM プログラムが
REQUEST=DEFINE マクロを出している場合は、異常終了の問題を IBM
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に報告する方法について、OS/390 SecureWay Security Server RACF

Diagnosis Guide を参照してください。

5C4

説明: リソース・リカバリー保守 (RRS) サービスの呼び出しが、誤っ
た環境で出されました。レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。

コード 説明

xxxx000B RRS が、必要なストレージ域を取得できません
でした。このストレージ域は CSA で取得される
はずのものです。

00010000 Delete_UR_Interest サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

00010001 Delete_UR_Interest サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

00020000 Express_UR_Interest サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

00020001 Express_UR_Interest サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

00030000 Begin_Restart サービスの呼び出しで、パラメータ
ーが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00030001 Begin_Restart サービスの呼び出しで、パラメータ
ーがアドレス可能ではありません。

00040000 End_Restart サービスの呼び出しで、パラメータ
ーが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00040001 End_Restart サービスの呼び出しで、パラメータ
ーがアドレス可能ではありません。

00050000 Retrieve_Log_Name サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

00050001 Retrieve_Log_Name サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

00060000 Retrieve_UR_Interest サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

00060001 Retrieve_UR_Interest サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

00070000 Process_Interest サービスの呼び出しで、パラメー
ターが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00070001 Process_Interest サービスの呼び出しで、パラメー
ターがアドレス可能ではありません。

00080000 Set_Log_Name サービスの呼び出しで、パラメー
ターが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00080001 Set_Log_Name サービスの呼び出しで、パラメー
ターがアドレス可能ではありません。

00090000 Post_Deferred_UR_Exit サービスの呼び出しで、
パラメーターが 1 次アドレス・スペースに入っ
ていません。

00090001 Post_Deferred_UR_Exit ルーチン・サービスの呼
び出しで、パラメーターがアドレス可能ではあり
ません。

000B0000 Retrieve_Interest_Data サービスの呼び出しで、パ
ラメーターが 1 次アドレス・スペースに入って
いません。

000B0001 Retrieve_Interest_Data サービスの呼び出しで、パ
ラメーターがアドレス可能ではありません。

000C0000 Retrieve_UR_Data サービスの呼び出しで、パラメ
ーターが 1 次アドレス・スペースに入っていま
せん。

000C0001 Retrieve_UR_Data サービスの呼び出しで、パラメ
ーターがアドレス可能ではありません。

000D0000 Retrieve_Side_Information サービスの呼び出し
で、パラメーターが 1 次アドレス・スペースに
入っていません。

000D0001 Retrieve_Side_Information サービスの呼び出し
で、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。

000E0000 Retrieve_Work_Identifier サービスの呼び出しで、
パラメーターが 1 次アドレス・スペースに入っ
ていません。

000E0001 Retrieve_Work_Identifier サービスの呼び出しで、
パラメーターがアドレス可能ではありません。

000F0000 Change_Interest_Type サービスの呼び出しで、パ
ラメーターが 1 次アドレス・スペースに入って
いません。

000F0001 Change_Interest_Type サービスの呼び出しで、パ
ラメーターがアドレス可能ではありません。

00100000 Set_Persistent_Interest_Data サービスの呼び出し
で、パラメーターが 1 次アドレス・スペースに
入っていません。

00100001 Set_Persistent_Interest_Data サービスの呼び出し
で、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。

00110000 Retain_Interest サービスの呼び出しで、パラメー
ターが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00110001 Retain_Interest サービスの呼び出しで、パラメー
ターがアドレス可能ではありません。

00120000 Set_Sync-point_Controls サービスの呼び出しで、
パラメーターが 1 次アドレス・スペースに入っ
ていません。

00120001 Set_Sync-point_Controls サービスの呼び出しで、
パラメーターがアドレス可能ではありません。

00130000 Set_Side_Information サービスの呼び出しで、パ
ラメーターが 1 次アドレス・スペースに入って
いません。

00130001 Set_Side_Information サービスの呼び出しで、パ
ラメーターがアドレス可能ではありません。
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00140000 Set_Work_Identifier サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

00140001 Set_Work_Identifier サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

00150000 Application_Backout_UR サービスの呼び出しで、
パラメーターが 1 次アドレス・スペースに入っ
ていません。

00150001 Application_Backout_UR サービスの呼び出しで、
パラメーターがアドレス可能ではありません。

00150002 Application_Backout_UR サービスの呼び出しで、
呼び出し側が使用不可です。

00150003 Application_Backout_UR サービスを呼び出したプ
ログラムは 1 つまたは複数のロックを保持して
います。ロックを保持してはなりません。

00150004 プログラムが Application_Backout_UR サービス
を呼び出しました。このシステム・リリースで
は、このサービスはサポートされません。

00150005 Application_Backout UR サービスを呼び出したプ
ログラムは、サポートされない ASC モードにな
っています。モードは基本モードでなければなり
ません。

00150006 プログラムが Application_Backout_UR サービス
を呼び出しました。この UR は、サービス呼び
出しに関して有効な状態にありません。UR 状態
は in-reset または in-flight でなければなりませ
ん。

00150007 プログラムが Application_Backout_UR サービス
を呼び出しました。このサービスは予期しないエ
ラーを検出しました。RRS は Logrec レコードを
書き込み、ダンプをとります。

00150009 Application_Backout_UR サービスを呼び出したプ
ログラムは、必要とされるタスク・モードにあり
ません。

00150010 プログラムが Application_Backout_UR サービス
を呼び出しましたが、現行の UR (処理中の UR)

が予期しないエラーを検出したので、RRS は UR

の処理を継続することができません。

00150011 プログラムが Application_Backout_UR サービス
を呼び出しましたが、このサービスがコンテキス
ト保守サービスからの予期しないエラーを検出し
ました。

00160000 Application_Commit_UR サービスの呼び出しで、
パラメーターが 1 次アドレス・スペースに入っ
ていません。

00160001 Application_Commit_UR サービスの呼び出しで、
パラメーターがアドレス可能ではありません。

00160002 Application_Commit_UR サービスを呼び出したプ
ログラムが使用不可です。割り込み状況を入出力
および外部割り込み用に使用可能にする必要があ
ります。

00160003 Application_Commit_UR サービスを呼び出したプ
ログラムは 1 つまたは複数のロックを保持して
います。ロックを保持してはなりません。

00160004 プログラムが Application_Commit_UR サービス
を呼び出しました。このシステム・リリースで
は、このサービスはサポートされません。

00160005 Application_Commit_UR サービスを呼び出したプ
ログラムは、サポートされない ASC モードにな
っています。モードは基本モードでなければなり
ません。

00160006 プログラムが Application_Commit_UR サービス
を呼び出しました。この UR は、サービス呼び
出しに関して有効な状態にありません。UR 状態
は in-reset または in-flight でなければなりませ
ん。

00160007 プログラムが Application_Commit_UR サービス
を呼び出しました。このサービスは予期しないエ
ラーを検出しました。RRS は Logrec レコードを
書き込み、ダンプをとります。

00160008 アプリケーション・プログラムが
Application_Commit_UR サービスを呼び出しまし
たが、リソース・マネージャーがすでにサーバー
分散同期点リソース・マネージャー (SDSRM) の
役割を果たしており、SDSRM のみが同期点操作
を開始することができます。

00160009 Application_Commit_UR サービスを呼び出したプ
ログラムは、必要とされるタスク・モードにあり
ません。

00160010 プログラムが Application_Commit_UR サービス
を呼び出しましたが、現行の UR (処理中の UR)

が予期しないエラーを検出したので、RRS は UR

の処理を継続することができません。

00160011 プログラムが Application_Commit_UR サービス
を呼び出しましたが、このサービスがコンテキス
ト保守サービスからの予期しないエラーを検出し
ました。

00160012 プログラムが Application_Commit_UR サービス
を呼び出しましたが、現行 UR (処理中の UR)

は子カスケード UR です。カスケード UR ファ
ミリーの最上位 UR しかコミットできません。

00170000 Backout_UR サービスの呼び出しで、パラメータ
ーが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00170001 Backout_UR サービスの呼び出しで、パラメータ
ーがアドレス可能ではありません。

00180000 Commit_UR サービスの呼び出しで、パラメータ
ーが 1 次アドレス・スペースに入っていませ
ん。

00180001 Commit_UR サービスの呼び出しで、パラメータ
ーがアドレス可能ではありません。

001A0000 Backout_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

001A0001 Backout_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。
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001B0000 Commit_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

001B0001 Commit_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

001C0000 Forget_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラメ
ーターが 1 次アドレス・スペースに入っていま
せん。

001C0001 Forget_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラメ
ーターがアドレス可能ではありません。

001D0000 Prepare_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

001D0001 Prepare_Agent_UR サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。

001F0000 Create_Cascaded_UR サービスの呼び出しで、呼
び出し側から渡されたパラメーターが 1 次アド
レス・スペースに入っていません。

001F0001 Create_Cascaded_UR サービスの呼び出しで、呼
び出し側から渡されたパラメーターがアドレス可
能ではありません。

00200000 Set_Post_Sync_PET サービスの呼び出しで、呼び
出し側から渡されたパラメーターが 1 次アドレ
ス・スペースに入っていません。

00200001 Set_Post_Sync_PET サービスの呼び出しで、呼び
出し側から渡されたパラメーターがアドレス可能
ではありません。

00210000 Delete_Post_Sync_PET サービスの呼び出しで、呼
び出し側から渡されたパラメーターが 1 次アド
レス・スペースに入っていません。

00210001 Delete_Post_Sync_PET サービスの呼び出しで、呼
び出し側から渡されたパラメーターがアドレス可
能ではありません。

00220000 Delegate_Commit_Agent_UR サービスの呼び出し
で、呼び出し側から渡されたパラメーターが 1

次アドレス・スペースに入っていません。

00220001 Delegate_Commit_Agent_UR サービスの呼び出し
で、呼び出し側から渡されたパラメーターがアド
レス可能ではありません。

01010005 RRS WHEN CFS ARE DOWN

FFFF2222 SETRRS CANCEL コマンドが RRS 処理を取り
消しました。

システムの処置: システムはサービス呼び出しを拒否します。システム
は呼び出しプログラムを異常終了させます。

プログラマーの応答: ほとんどの理由コードの場合、コーディング・エ
ラーがないかどうか呼び出しプログラムを検査してください。呼び出し
プログラムを訂正し、再実行してください。

理由コードが X'xxxx000B' の場合は、CSA を拡張するか、または IBM

サポート・センターに連絡し、ダンプを提示してください。

理由コードが X'00150004' または X'00160004' の場合は、システムから
呼び出しプログラムを除去し、RRS をサポートするシステムにその呼び
出しプログラムをインストールしてください。その後で、プログラムを
再実行してください。

理由コードが X'00150007' または X'00160007' の場合は、関連する
Logrec レコードとダンプを入手し、IBM サポート・センターに連絡し
てください。

理由コードが X'00150010' または X'00160010' の場合は、他の診断情報
を調べて、RRS がエラーを検出した原因を判別してください。リソース
の整合性を確保するためには、手操作介入の必要が生じる場合がありま
す。

理由コードが X'00150011' または X'00160011' の場合は、コンテキスト
保守サービスからの診断情報 (たとえば、ダンプ) を調べて、エラーが
発生した原因を判別してください。

理由コードが X'01010005' の場合は、カップリング・ファシリティーが
アクティブであるかどうかを調べてください。

理由コードが X'FFFF2222' の場合は、処置は必要ありません。

その他の理由コードの場合は、その問題に関連するダンプを保管し、
IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: リソース・リカバリー保守 (RRS)

5C6

説明: システムは、内部 IBM MQSeries 処理中にエラーを検出する
と、接続されたユーザー・タスク (TCB) または MQSeries 自身の内部
タスクの 1 つを異常終了させます。X'5C6' または X'6C6' 異常終了に関
する診断方法の説明については、MQSeries for MVS/ESA V1.2 Problem

Determination Guide を参照してください。いずれかの異常終了に関連し
た理由コードについては、MQSeries for MVS/ESA V1.2 Messages and

Codes を参照してください。

システムの処置: システムは、接続されたユーザー・タスクまたは
MQSeries 内部タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: SDWA セクションの「エラー発生時の汎用レジ
スター」のレジスター 15 を調べて、一緒に出された理由コードを見付
けてください。さらに、コンソール画面に表示されている情報、および
対応する Logrec データ・セット項目の情報を調べてください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力およ
び Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: MQSeries

5FB

説明: MVS-JES3 割り振りサブシステム・インターフェース・ルーチン
の処理中に、エラーが発生しました。レジスター 15 に、エラーを説明
する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

01 共通割り振りにおいて、MVS が要求した装置の数と JES3

で割り振ろうとする装置の数が異なっています。レジスター
3 に、MVS が要求した数が入っています。レジスター 5

に、JES3 から渡された数が入っています。レジスター 2

に、DDNAME のアドレスが入っています。

02 割り振り解除処理中に、JES3 が ESTAE マクロを正常に出
せません。

03 JES3 が、動的割り振りバッファーのためのストレージを取
得できません。

180 OS/390 V2.10 MVS システム・コード

||
|
|

||
|
|



04 JES3 が、DDNAME 変更バッファーのためのストレージを
取得できません。

05 JES3 が、要求に関連したアドレス・スペース ID (ASID)

を、どのアドレス・スペース・ヘッダーにおいても検出でき
ません。レジスター 2 に、ジョブ・ステップ制御ブロック
(JSCB) のアドレスが入っています。レジスター 3 に、ASID

が入っています。

06 共通割り振りまたは割り振り解除時に、ジョブ要約テーブル
(JST) のポインター・エラーが発生しました。

07 モジュール IATSICA が、アドレス・スペース用のアクティ
ブ MEMDATA 項目を検出できません。レジスター 2 に、
ジョブ・ステップ制御ブロック (JSCB) のアドレスが入って
います。レジスター 3 に、要求しているアドレス・スペー
スのアドレス・スペース ID (ASID) が入っています。レジ
スター 8 に、MEMDATA ヘッダーのアドレスが入っていま
す。

08 モジュール IATSIMS が、アドレス・スペース用のアクティ
ブ MEMDATA 項目を検出できません。レジスター 4 に、
サブシステム ID ブロック (SSIB) のアドレスが入っていま
す。レジスター 6 に、SSIB の SSIBSUSE フィールドが入
っています。ただし、レジスター 4 と 6 が両方とも誤って
いる可能性があります。

09 JES3 が、重複ボリュームを検出しました。ボリュームをロ
ードできません。レジスター 2 に、SETUNIT のアドレスが
入っています。レジスター 6 に、ジョブ要約テーブル (JST)

のアドレスが入っています。

0A GETMAIN マクロが、サブシステム・インターフェース
(SSI) の作業域の要求に失敗しました。

0B JES3 が、DD 名変更要求で渡された連結 DD ステートメン
トの数を処理できません。DD ステートメントの数は可変で
あり、最大数は約 187 です。

理由コードが X'02'、X'03'、X'04'、X'06'、または X'0A' の場合は、レジ
スター 3 にマクロからのリターン・コードが入っています。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

その際には、ジョブの JCL およびプログラム・リストを提示してくだ
さい。

発行元: JES3

5FC

説明: 再始動割り込みの後に、再始動第 1 レベル割り込みハンドラー
(FLIH) でエラーが発生しました。

システムの処置: システムは、再始動割り込みを受けたタスクを異常終
了させます。

オペレーターの応答: 再始動ボタンを再び押してください。問題が繰り
返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してください。問題が繰り返
し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: SLIP トラップを設定して SVC ダン
プを入手するように、オペレーターに依頼してください。問題報告デー

タベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
SVC ダンプを提示するとともに、入手可能であれば、異常終了に関する
Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

602

説明: POST マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。システム
がこの異常終了を出すのは、クロス・メモリー・ポスト処理に関連する
エラーが発生した場合だけです。

レジスター 15 に、エラーの性質を示す 16 進数のリターン・コードが
入っています。

コード 説明

00 ターゲット・アドレス・スペース制御ブロック (ASCB) が誤
りです。

システムの処置: システムは、POST マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: リターン・コードによって識別されたエラーを訂
正してください。ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: タスク管理

604

説明: システムが、EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
GETMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しました。
このエラーは、システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールド
に示される理由コードによって、以下のように説明されます。

コード 説明

04 パラメーター・リストがワード境界上にありません。

08 パラメーター・リストが保護ストレージにあります。

0C 長さリストがワード境界上にありません。

10 長さリストが保護ストレージにあります。

14 アドレス・リストがワード境界上にありません。

18 アドレス・リストが保護ストレージにあります。

1C パラメーター・リスト要求フラグが無効です。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 長さリストおよびアドレス・リストがワード境界
に位置合わせされるようにしてください。パラメーター・リストを誤っ
て変更するようなプログラム・エラーがないか調べてください。プログ
ラム・エラーを訂正してください。ジョブ・ステップを再実行してくだ
さい。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)
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605

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。このエラーは、システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィー
ルドに示される理由コードによって、以下のように説明されます。

コード 説明

04 パラメーター・リストがワード境界上にありません。

08 パラメーター・リストが保護ストレージにあります。

0C 長さリストがワード境界上にありません。

10 長さリストが保護ストレージにあります。

14 アドレス・リストがワード境界上にありません。

18 アドレス・リストが保護ストレージにあります。

1C パラメーター・リスト要求フラグが無効です。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 長さリストおよびアドレス・リストがワード境界
に位置合わせされるようにしてください。パラメーター・リストを誤っ
て変更するようなプログラム・エラーがないか調べてください。プログ
ラム・エラーを訂正してください。ジョブ・ステップを再実行してくだ
さい。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

60D

説明: リカバリー終了マネージャー (RTM) が、呼び出し側のプログラ
ムでエラーを検出しました。

このエラーを識別する 16 進数の理由コードは、以下のものに示されま
す。
v RTM2 作業域 (RTM2WA) の RTM2CRC フィールド。
v メッセージ IEA995I。
v タスク制御ブロック (TCB) の TCBARC フィールド。

コード 説明

00 以前の出口ルーチンで再帰の制限に達したため、RTM は、
その出口ルーチンの後のルーチンにパーコレートしました。

04 プログラムが、DUMPOPT または DUMPOPX パラメーター
を指定して ABEND、CALLRTM、または SETRP マクロを
出しました。DUMPOPT または DUMPOPX にはパラメータ
ー・リストへのポインターが入っていますが、RTM ではそ
のパラメーター・リストにアクセスできません。

08 プログラムが、DUMPOPT または DUMPOPX パラメーター
を指定して ABEND、CALLRTM、または SETRP マクロを
出しました。DUMPOPT または DUMPOPX には、パラメー
ター・リストへのポインターが入っています。パラメータ
ー・リストにはストレージ範囲リストが入っていますが、
RTM ではそのストレージ範囲リストにアクセスできませ
ん。

0C プログラムが、DUMPOPT または DUMPOPX パラメーター
を指定して ABEND、CALLRTM、または SETRP マクロを
出しました。DUMPOPT または DUMPOPX には、パラメー
ター・リストへのポインターが入っています。パラメータ
ー・リストにはサブプール・リストが入っていますが、RTM

ではそのサブプール・リストにアクセスできません。

10 プログラムが、DUMPOPT または DUMPOPX パラメーター
を指定して ABEND、CALLRTM、または SETRP マクロを
出しました。DUMPOPT または DUMPOPX には、パラメー
ター・リストへのポインターが入っています。パラメータ
ー・リストにはダンプされるデータ・スペース・ストレージ
の範囲が入っていますが、RTM ではそのストレージにアク
セスできません。

14 FRR から再試行が試みられましたが、再試行リンケージ・ス
タックが、要求された再試行環境に矛盾しています。

18 FRR から再試行が試みられましたが、リンケージ・スタック
項目が、現在アクティブのリンケージ・スタック範囲内にあ
りません。

システムの処置: 理由コードに応じて、システムは以下の処置をとりま
す。

v 理由コードが X'00' の場合、RTM は以下を行います。

– 以前の有効な出口ルーチンがあれば、それに制御を与えます。

– 再帰カウントを 0 にリセットします。

– ダンプを要求します。

– メッセージ IEA995I を出します。

v 理由コードが 4 ～ 10 の場合、RTM は現行のリカバリー・ルーチン
の処理を継続し、メッセージ IEA995I を出します。

v 理由コードが 14 ～ 18 の場合、再試行は行われません。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'00' の場合は、次のよ
うにしてください。

v ダンプを調べて、TCBCMP フィールドに X'60D' が入っているタスク
制御ブロック (TCB) を見付けてください。それと一緒にある STAE

制御ブロック (SCB) を見てください。少なくとも 32 の SCB があり
ます。SCBEXIT フィールドに、リカバリー・ルーチンのアドレスが
入っています。多数の SCB に、同じリカバリー・ルーチン・アドレ
スが入っています。多数の SCB に入っている SCBEXIT 値を使用し
て、リカバリー・ルーチンのモジュールの名前を入手してください。

v そのモジュールのコンポーネントを識別してください。

– リカバリー・ルーチンがインストール先で用意したモジュールであ
る場合は、元のエラーおよび再帰的に終了している出口ルーチンを
訂正するか、または DUMPOPT または DUMPOPX パラメータ
ー・リストの問題を訂正してください。

– リカバリー・ルーチンが IBM モジュールである場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターで該当するモジュー
ルを担当している構成グループに連絡してください。その際には、
それまでのステップで収集した問題データを提示してください。

v 理由コードが 04 ～ 10 の場合は、DUMPPT/DUMPOPX パラメータ
ーを指定して ABEND、CALLRTM、または SETUP を出したプログ
ラムを識別してください。このプログラムがインストール先で用意し
たモジュールである場合は、問題を訂正してください。このプログラ
ムが IBM モジュールである場合は、問題報告データベースを検索し
て、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。

v 理由コードが 14 ～ 18 の場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)
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613

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して OPEN マクロ命令を処
理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC147I が出されます。終了したジョブに関する詳
しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセ
ージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC147I の説明
を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC147I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

614

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して CLOSE マクロ命
令を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コ
ードと一緒に、メッセージ IEC214I が出されます。終了したジョブに関
する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード
(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC214I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC214I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

622

説明: タイム・シェアリング・オプション (TSO) 端末から入力された
タスクが、以下のいずれかの理由で終了しました。

1. TSO のための制御ブロックを構築しているときに、システムが以下
のエラーのいずれかを検出した。
a. システムが複数ステップのプロシージャーを検出した。
b. プロンプトを出すタスクが異常終了した。

2. オペレーターが MODIFY TCAM,TS=STOP コマンドを出した。

3. LOGON のスケジューリング中に、端末ユーザーが ATTN シグナル
を出した。

4. ジョブを実行依頼したユーザーが、自身の端末をシステムから切断し
た。

5. TCAM が、入出力エラーのために端末を切断した。

6. 端末の誤動作があった。

システムの処置: 上記の 1 および 2 の場合は、システムは、エラー条
件を説明するメッセージを端末に出します。

プログラマーの応答: 上記の 1 の場合は、この異常終了と一緒に出さ
れるメッセージに応答してください。

v 上記の 1 の a の場合は、別のプロシージャーを指定するか、または
システム・プログラマーに相談してください。ジョブの実行を再試行
してください。

v 上記の 1 の b の場合は、システム・プログラマーに相談してくださ
い。

上記の 2 の場合は、TSO が開始されたときに、ジョブの実行を再試行
してください。

上記の 3 の場合は、ログオンし直してください。不注意から ATTN シ
グナルを出すことのないようにしてください。

上記の 4 の場合は、端末がシステムに再接続されたときに、ジョブの実
行を再試行してください。

上記の 5 の場合は、入出力エラーの原因を見付けて、その状態を訂正し
てから、ジョブを再実行してください。

上記の 6 の場合は、ハードウェア・サポートに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに問題が繰
り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、入手可能な端末印刷出力、および
グラフィック・デバイス上の現行表示の記録を提示してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

637

説明: 磁気テープ上のデータ・セットのボリュームの終わり、または連
結されている場合のボリュームの終わりで、エラーが発生しました。こ
のシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC026I が出されます。終
了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリ
ターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メ
ッセージ IEC026I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC026I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

644

説明: SYNADAF の処理中にエラーが発生しました。ユーザーの領域
で取得されたメッセージ・バッファーが変更または解放されたことが判
明しました。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、メッセージ・バッファー域の
アドレスが入っています。SYNADAF の処理が完了するまでは、ユーザ
ー・プログラムでこの区域を変更したり、解放したりすることがないよ
うにしてください。エラーを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。
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発行元: DFSMSdfp

65F

説明: エラー条件のために、システム・リソース・マネージャー
(SRM) が、チャネル測定ブロック (CMB) 内のチャネル測定データの収
集を停止しました。

システムの処置: システムは、エラーを識別するメッセージ IRA602I

を出します。システムは Logrec データ・セット・エラー・レコードを
書き込みます。システムは現行タスクを異常終了させます。現行タスク
は次回の IPL までは再開できません。

SRM 機能 (装置選択および入出力平衡化) は、CMB データを利用しな
いアルゴリズムを使用します。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IRA602I に示された理由
コードを見てください。問題報告データベースを検索して、問題の修正
を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。その際には、Logrec データ・セット・エラー・
レコードを提示してください。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

66D

説明: この異常終了は、TSO/E の 3 つの異なる分野 (入出力サービ
ス、REXX、および CLIST 処理) から出される可能性があります。この
エラーは、16 進数の理由コードによって識別されます。このコードは、
異常終了の通知と一緒にユーザーの端末に表示されるか、または異常終
了時にとられたダンプに示されます。

注: ユーザーの端末には、理由コードが 4 バイトのフィールドとして表
示されます。フィールドの右端の 2 バイトには、異常終了理由コー
ドが入っています。この 2 バイトが X'000D' ～ X'0013' の値の場
合は、フィールドの左端の 2 バイトには (それらのバイトがゼロで
なければ)、異常終了を出したモジュールによって呼び出された機能
からのリターン・コードが入っています。

たとえば、理由コードが X'0008000D' ならば、異常終了理由コードは
X'000D' で、モジュールによって呼び出された機能からのリターン・コ
ードは X'0008' です。

コード 説明

01 リカバリーを確立できません。これは内部エラーです。TSO

は、要求された機能を実行しません。

02 ECTIOWA に、無効な入力スタック・アドレスが入っていま
す。

03 再逐次化を実行したときに、入力スタックが別のタスクで使
用されていました。入出力サービス、REXX、または CLIST

処理で、マルチタスキング環境にエラーがあることを検出し
ました。

04 呼び出し側が、無効な入出力サービス ID を指定しました。
これは内部エラーです。TSO は、要求された機能を実行しま
せん。

05 ECTIOWA に入力スタック・アドレスが提供されています
が、スタックが存在しません。

06 入力スタックが存在しません。

07 入力スタックは存在しませんが、別のプログラムが入力スタ
ックを作成中です。入出力サービス処理で、マルチタスキン

グ環境にエラーがあることを検出しました。2 つのタスクが
同時に第 1 スタックを作成することはできません。

08 ユーザー・ポインターの妥当性を検査しているときに、異常
終了 X'0C4' が発生しました。

09 入力スタックが使用されています。

0A ECT が指定されていますが、スタックが存在しません。

0B ECTIOWA フィールドに、有効なスタックのアドレスが入っ
ていません。

0C ユーザーが、他のユーザーが待機しているスタックを削除し
ようとしています。

0D REXX が内部リソースを逐次化できません。

0E REXX データ・スタックが見付かりません。

0F IRXESTK1 が、誤った REXX データ・スタック・エレメン
ト・カウントを検出しました。

10 IRXESTK1 が、誤った REXX データ・スタック・サイズを
検出しました。

11 IRXESTK が、IRXESTK1 から呼び出されたときに失敗しま
した。

12 IRXESTK が、IRXESTK1 によって要求された個数のスタッ
ク・エレメントの除去に失敗しました。

13 REXX スタック処理で、REXX 内部リソースの解放に失敗
しました。

14 IRXINIT が失敗しました。

15 REXX 変数保護が失敗しました。

16 IRXESTK の MARKTERM 機能が失敗しました。データ・
スタックの処理中に、TSO 入出力サービスがエラーを検出し
ました。TSO は、要求された機能を実行しません。

17 IRXESTK の DROPTERM 機能が失敗しました。データ・ス
タックの処理中に、TSO 入出力サービスがエラーを検出しま
した。TSO は、要求された機能を実行しません。

18 IRXESTK の PULL 機能が失敗しました。データ・スタック
の処理中に、TSO 入出力サービスがエラーを検出しました。
TSO は、要求された機能を実行しません。

19 入力スタック・サイズの制限を超えました。

1E REXX ストレージ管理機能が、無効な制御ブロックを受け取
りました。

1F REXX ストレージ管理機能が、無効な制御ブロック用のスト
レージを解放する要求を受け取りました。

20 内部エラーのため、REXX ストレージ管理機能が、要求され
た制御ブロック用のストレージを割り振ることができません
でした。

21 要求された制御ブロック用のストレージが解放済みのため、
REXX ストレージ管理機能がそのストレージを解放できませ
んでした。

22 ストレージ・ツリーが無効であるため、REXX ストレージ管
理機能がストレージを解放できませんでした。

23 ストレージ・ツリーが無効であるため、REXX ストレージ管
理機能がストレージを解放できませんでした。

24 REXX ストレージ管理機能が、要求されたストレージを割り
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振ることができませんでした。ストレージを管理するために
使用するツリーのフォーマットが誤りです。

25 REXX ストレージ管理機能が、要求されたストレージを割り
振ることができませんでした。内部のツリー管理ルーチンが
失敗しました。

26 REXX ストレージ管理機能が、要求されたストレージを割り
振ることができませんでした。ストレージ割り振りが発生し
た後で、ツリーが無効であることが判明しました。

27 REXX ストレージ管理機能が、要求されたストレージを割り
振ることができませんでした。ストレージ割り振りが発生し
た後で、ツリーが無効であることが判明しました。

28 REXX ストレージ管理機能が、新しいエクステントを割り当
てることができませんでした。

29 REXX ストレージ管理機能が、メイン REXX ストレージ管
理機能制御ブロックから、追加のストレージを取得できませ
んでした。

2A REXX ストレージ管理機能によって、ツリーが無効であるこ
とが判明しました。ツリーの最上部に、誤った制御ブロック
が存在しました。

2B REXX ストレージ管理機能によって、ツリーが無効であるこ
とが判明しました。誤った制御ブロックが渡されました。

2C REXX ストレージ管理機能によって、ツリーが無効であるこ
とが判明しました。ツリーの最上部の代わりに、内部頂点が
現れました。

2D 内部ルーチンを呼び出しているときに、REXX ストレージ管
理機能によって、使用可能な動的ストレージがないことが判
明しました。

2E REXX ストレージ管理機能が、要求されたストレージを取得
できませんでした。

2F REXX ストレージ管理機能が、要求されたストレージを解放
できませんでした。

30 IGX00043 モジュールが呼び出されましたが、無効なパラメ
ーターが指定されました。TSO/E 入出力サービスが内部エラ
ーを検出しました。TSO は、要求された機能を実行しませ
ん。

31 TSO/E 環境を必要とする TSO/E サービスが、非 TSO/E 環
境で呼び出されました。

3C IRXESTK の QUEUED 機能が失敗しました。データ・スタ
ックの処理中に、TSO 入出力サービスがエラーを検出しまし
た。TSO は、要求された機能を実行しません。

40 GETMAIN が失敗しました。

41 スタック逐次化トークンが折り返されました。

42 最上部のスタック・エレメントに関連付けられているトーク
ンが変更されました。これは、ロックが解除されたときにス
タックが変更されたことを意味します。

43 TSO/E サービス・ルーチンが、ALTLIB または VLF 環境の
逐次化エラーを検出しました。

44 ユーザーが、EXECUTE-ONLY とマークされたデータ・セッ
トを OPENFILE しようとしました。

45 ユーザーが、EXECUTE-ONLY とマークされたデータ・セッ
トのメンバーを実行依頼しようとしました。

46 ユーザーが、EXECUTE-ONLY とマークされたデータ・セッ
トからの CLIST を実行しようとしました。

47 ユーザーが、誤ったパラメーター・リストを指定して TSO/E

環境サービスを呼び出しました。

48 ユーザーが、誤ったバージョンの TSO/E で、TSO/E 環境サ
ービスを呼び出そうとしました。

49 ユーザーが、許可コマンドまたは許可プログラムを実行しよ
うとしました。これは、TSO/E 環境サービスによって作成さ
れた TSO/E 環境ではサポートされません。

4A ユーザーが、動的 TSO/E 環境で、TSO/E TMP ルーチン
(IKJEFT01) を接続しようとしました。

4B TSO/E 環境で、REXX 出力処理が失敗しました。使用可能
なコマンド・プロセッサー・パラメーター・リスト (CPPL)

がありません。

4C TSO/E 環境で、REXX 出力処理が失敗しました。

4D TSO/E が、連結データ・セットからメンバーを読み取ってい
るときに、オーバーレイ状態を検出しました。このオーバー
レイ状態に関して考えられる理由の 1 つは、異なる RECFM

指定を持つデータ・セットが連結されていることです。

50 ユーザーが、現行 REXX EXEC の実行を停止するために、
REXX 即時コマンド HE を入力しました。この異常終了
は、エラー条件を表すものではありません。

81 呼び出し時のキーまたは状態が誤っています。

82 ESTAE 環境を確立できませんでした。

83 呼び出し側が、予期されたオペレーティング・システム・レ
ベル (OS/390 リリース 3 以上) ではありません。

84 呼び出し側から渡された要求が無効です。

注: 異常終了理由コードが上記の表の中に見付からない場合は、ABEND

66D の説明セクションの最初にある注を参照してください。

システムの処置: システム処置は、発生したエラーおよび制御を受け取
った ESTAE のレベルに応じて異なります。いずれの場合も、TSO/E ま
たは REXX 機能が実行されることはありません。ただし、TSO/E

CLIST または REXX EXEC については、エラーが検出されたステート
メントに引き続いて、再試行がなされる場合があります。ほとんどの場
合、TSO/E READY モードが復元されます。TSO/E のログオン時に異常
終了が発生した場合は、再びログオンを行う必要があります。

コード システム処置

02 ～ 0B 異常終了に関する SVC ダンプはとられません。

0D ～ 13 ABEND 66D の説明セクションの最初にある注を参照してく
ださい。異常終了に関する SVC ダンプはとられません。

14 ～ 19 異常終了に関する SVC ダンプはとられません。

プログラマーの応答: REXX EXEC の再実行または TSO/E 機能の再呼
び出しを試みてください。エラーが一時的な条件 (たとえば、ストレー
ジの不足など) で発生し、2 度目の試行でジョブが正常に実行される場
合があります。

重大なエラーの場合は、TSO/E セッションの再始動が必要となることが
あります。

コード 応答

02 入出力サービス・パラメーター・リストおよびコマンド・プ
ロセッサー・パラメーター・リスト (CPPL) の妥当性を検査
してください。これらのパラメーター・リストの両方にある
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ECT アドレスが正しいこと、すなわち、コマンド・プロセッ
サーに与えた ECT アドレスが、実際に CPPL 内にあること
を確認してください。

05 入出力サービス・パラメーター・リストおよびコマンド・プ
ロセッサー・パラメーター・リスト (CPPL) の妥当性を検査
してください。これらのパラメーター・リストの両方にある
ECT アドレスが正しいこと、すなわち、コマンド・プロセッ
サーに与えた ECT アドレスが、実際に CPPL 内にあること
を確認してください。

06 端末監視プログラム (TMP) の初期設定機能によってスタッ
クが作成されるまで待ってから、このサービスを呼び出す
か、またはスタック作成サービスを使用してください。

08 入出力サービス・パラメーター・リスト (および、該当する
場合は、IKJCT441 パラメーター・リスト) 内のすべてのア
ドレスが正しいことを確認してください。

0B ECTIOWA に有効なスタック・アドレスを与えてください。
スタック・アドレスは、ECT から得られます。ECT は、
CPPL から指示される ECT またはスタック作成サービスに
よって与えられます。

14 インストール先でパラメーター・モジュールを置き換えてい
る場合は、REXX の初期設定時に正しいモジュールが呼び出
されることを確認してください。

15 READY 状態が再開します。TSO 機能を再試行してくださ
い。

19 TSO/E からログオフして、再びログオンしてください。この
問題が再び発生した場合は、異常終了が起きたときに実行さ
れていたユーザー・プログラムを検査してください。スタッ
ク・サービス・ルーチンを使用して入力スタック操作を実行
するすべてのプログラムを調べて、ループ条件の可能性がな
いか検査してください。

31 TSO/E 環境またはアドレス・スペースでプログラムを再実行
してください。

44 データ・セットの所有者から、READ アクセスを入手してく
ださい。ユーザーは、EXECUTE-ONLY とマークされたデー
タ・セットを OPENFILE することはできません。

45 データ・セットの所有者から、READ アクセスを入手してく
ださい。ユーザーは、EXECUTE-ONLY とマークされたデー
タ・セットのメンバーを実行依頼することはできません。

46 データ・セットの所有者から、READ アクセスを入手してく
ださい。ユーザーは、EXECUTE-ONLY とマークされたデー
タ・セットからの CLIST を実行することはできません。

47 TSO/E 環境サービスの呼び出しについては、OS/390 TSO/E

Programming Services を参照してください。エラーを訂正し
てから、TSO/E 環境サービスを再び呼び出してください。

48 インストール先に正しいバージョンの TSO/E がインストー
ルされていることを確認してください。

49 実行しようとした TSO/E 許可コマンドまたはプログラムを
除去してください。

4B IRXEXEC プログラミング・サービスを使用している場合
は、CPPL を指定して操作を再試行してください。

4C アドレス・スペースで TSO/E 入出力サービスが使用可能で
あることを確認してください。

4D 無効なレコード長が検出されました。考えられる理由の 1

つは、CLIST 入力のために使用中の FB および VB デー
タ・セットの連結です。

システム・プログラマーの応答: 修正が存在しない場合は、IBM サポ
ート・センターに連絡してください。

発行元: タイム・シェアリング・オプション拡張機能 (TSO/E)

67D

説明: EVENTS マクロの処理中に、イベント制御ブロック (ECB) 内の
待ちフラグがすでにオンになっていることをシステムが検出しました。
このフラグがオンの場合は、以前の EVENTS または WAIT マクロがす
でに ECB へのポストを待っていることを示します。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: 問題プログラムを変更して、単一イベントに対す
る重複した待ちを除去してください。重複した待ちが見付からない場合
は、プログラムで ECB が誤って変更されていないか確認してくださ
い。その後で、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

683

説明: RACROUTE REQUEST=VERIFY を呼び出しているモジュールが
許可されていません (APF による許可がなく、システム・キー 0 ～ 7

でもなく、監視プログラム状態でもありません)。

注: REQUEST=VERIFY で NEWPASS キーワードを指定していない場
合は、呼び出し側のモジュールを RACF 許可呼び出し側テーブルに
入れることによって、呼び出し側のモジュールを許可することがで
きます。ただし、RACF 許可呼び出し側テーブルに項目を入れるこ
とは、IBM では推奨していません。

システムの処置: タスクは終了します。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。モジュールが
許可呼び出し側であることを確認してください。

問題判別: 要求が RACF コマンドとして出された (すなわち、結果的
に REQUEST=VERIFY コマンドを出すことになった) 場合は、その
RACF コマンドがインストール先のシステムの APF 許可コマンド・リ
ストに入っていることを確認してください。

要求を出しているモジュールが IBM ルーチンである場合は、異常終了
を診断する方法、および異常終了の問題を IBM に報告する方法につい
て、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を参照し
てください。

684

説明: RACF マネージャーまたは RACROUTE REQUEST=LIST 機能を
呼び出しているモジュールが許可されていません (APF による許可がな
く、システム・キー 0 ～ 7 でもなく、監視プログラム状態でもありま
せん)。
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システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

注: REQUEST=VERIFY で NEWPASS キーワードを指定していない場
合は、呼び出し側のモジュールを RACF 許可呼び出し側テーブルに
入れることによって、呼び出し側のモジュールを許可することがで
きます。ただし、RACF 許可呼び出し側テーブルに項目を入れるこ
とは、IBM では推奨していません。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。モジュールが
許可呼び出し側であることを確認してください。

システム・プログラマーの応答: 要求が RACF コマンドとして出され
た (すなわち、結果的に RACF マネージャーまたは REQUEST=LIST

に対する呼び出しとなった) 場合は、その RACF コマンドがインストー
ル先のシステムの APF 許可コマンド・リストに入っていることを確認
してください。

要求を出しているモジュールが IBM ルーチンである場合は、異常終了
を診断する方法、および異常終了の問題を IBM に報告する方法につい
て、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を参照し
てください。

685

説明: RACROUTE REQUEST=DEFINE を呼び出しているモジュールが
許可されていません (APF による許可がなく、システム・キー 0 ～ 7

でもなく、監視プログラム状態でもありません)。REQUEST=DEFINE を
出すためには、呼び出し側のモジュールが許可されていなければなりま
せん (APF による許可があるか、システム・キー 0 ～ 7 であるか、ま
たは監視プログラム状態でなければなりません)。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。呼び出し側モ
ジュールが許可状態で実行されていることを確認してください。

システム・プログラマーの応答: 要求が RACF コマンドとして出され
た (すなわち、結果的に REQUEST=DEFINE コマンドを出すことになっ
た) 場合は、その RACF コマンドがインストール先のシステムの APF

許可コマンド・リストに入っていることを確認してください。

要求を出しているモジュールが IBM ルーチンである場合は、異常終了
を診断する方法、および異常終了の問題を IBM に報告する方法につい
て、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide を参照し
てください。

6C4

説明: 次のいずれかの状態が発生し、SOM サブシステムを初期設定す
ることができませんでした。

v 別の SOM サブシステムがすでにアクティブである。

v 別の SOM サブシステムがリソースの終結処理を行わずに終了した。

システムの処置: SOM サブシステムは初期設定されません。システム
はコマンドを異常終了させます。システムは他の処理を継続します。

システム・プログラマーの応答: この SOM サブシステムを開始する前
に、アクティブの DSOM サブシステムを停止してください。サブシス
テムがすでに停止しているのに、問題が繰り返し発生する場合は、新し
い SOM サブシステムを、以前に停止した SOM サブシステムと同じ名
前を指定して開始してください。問題が繰り返し発生する場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。SOM サブシステムの開始と
停止に関する詳細については、OS/390 SOMOBJECTS 構成と管理の手引
き を参照してください。

このエラーは、理由コードによってさらに詳しく説明されます。

コード 説明

000A1000 論理装置用の VTAM アプリケーションが APPC

可能でないため、論理装置のアクティブ化が失敗
しました。論理装置用の VTAM APPL ステート
メントに APPC=YES を指定したか調べてくださ
い。

システム処置 : システムは、理由コード
X'000A0037' を伴う異常終了 X'EC7' も出します
が、これは無視してもかまいません。

000100xx 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは失敗します。
システムは SVC ダンプを書き込みます。

010F0002 DSOM は、SOM サブシステムの C ランタイ
ム・ライブラリーのデータ制御ブロック (DCB)

をオープンすることができませんでした。SOM

サブシステムが正しくインストールされていない
可能性があります。

モジュール: GOSAMCEE

システム処置: システムはアプリケーションを終
了させます。

システム・プログラマー応答 : SOM サブシステ
ムが正しくインストールされていることを確認し
てください。GOSRTL1 データ・セットが正しい
こと、ならびに、SOM サブシステムに関連した
ユーザー ID が GOSRTL1 データ・セットにア
クセス可能であることを確認してください。問題
が繰り返し発生する場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。

02020001 サービスの呼び出し側が監視プログラム状態にあ
りません。

モジュール: GOSAMCCP

システム処置: アプリケーションは異常終了しま
す。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

02020002 共通域ストレージを取得できませんでした。

モジュール: GOSAMCCP

システム処置: システムは異常終了 X'6C4' を出
し、コマンド処理を終了させます。

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。

システム・プログラマー応答: parmlib メンバー
IEASYSxx の CSA パラメーターで指定した共通
ストレージの量を増やしてください。変更をアク
ティブにするためにシステムを再 IPL してくだ
さい。問題が繰り返し発生する場合は、IBM サ
ポート・センターに連絡してください。

02020003 非同期クロス・メモリー・ポストが失敗しまし
た。システムが SOM サブシステム停止用のコマ
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ンドを処理していたときに DSOM コマンドが入
力された可能性があります。

モジュール: GOSAMCCP

システム処置: システムはコマンドを異常終了さ
せます。

オペレーター応答: 再度 DSOM を開始してくだ
さい。DSOM が開始されたら、DSOM コマンド
を再入力してください。

システム・プログラマー応答 : SOM サブシステ
ムを再始動してください。問題が繰り返し発生す
る場合は、IBM サポート・センターに連絡して
ください。

02080002 システムが共通ストレージを取得できませんでし
た。

モジュール: GOSAMCST

システム処置: システムはコマンドを異常終了さ
せます。

システム・プログラマー応答: parmlib メンバー
IEASYSxx の CSA パラメーターで指定した共通
ストレージの量を増やしてください。変更をアク
ティブにするためにシステムを再 IPL してくだ
さい。問題が繰り返し発生する場合は、IBM サ
ポート・センターに連絡してください。

02080003 非同期クロス・メモリー・ポストが失敗しまし
た。システムが STOP DSOM コマンドを処理し
ていたときに DSOM コマンドが入力された可能
性があります。

モジュール: GOSAMCST

システム処置: システムはコマンドを異常終了さ
せます。

オペレーター応答: START DSOM コマンドを入
力して、再度 DSOM を開始してください。

システム・プログラマー応答: 問題が繰り返し発
生する場合は、IBM サポート・センターに連絡
してください。

05000001 DSOM サブシステム・サービスがサポートされ
ていません。

モジュール: GOSAPBAD

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

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。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05010001 サービス・ルーチンへの入力が欠落しています。
サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPASC

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05010002 DSOM サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPASC

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05010003 システムが、サーバー・アドレス・スペースを作
成できませんでした。

モジュール: GOSAPASC

システム処置: システムはエラーを記録し、処理
を継続します。システムはサーバーを開始しませ
ん。

システム・プログラマー応答: レジスター 0 に
入っている ASCRE マクロからのリターン・コー
ドを入手してください。サーバー PROC が正し
く定義されていることを確認してください。詳細
については、OS/390 SOMOBJECTS 構成と管理の
手引き の、DSOM サーバーを開始するための
JCL プロシージャーの使用法に関するセクション
を参照してください。START コマンドを入力し
て、サーバーを開始してください。問題が繰り返
し発生する場合は、IBM サポート・センターに
連絡してください。

05020007 サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPTRC

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05030001 サービス・ルーチンへの入力が欠落しています。
サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC1

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05030003 呼び出し側が、無効なパラメーター・リストを渡
しました。

モジュール: GOSAPRC1
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システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05030004 呼び出し側が、無効なセキュリティー機能を要求
しました。サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC1

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

0503000A 呼び出し側が、要求した機能を呼び出す許可を得
ていません。サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC1

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05030109 システムが、サーバーに対するコマンド認可を検
査しているときに、RACROUTE

REQUEST=AUTH 要求を処理できませんでし
た。

モジュール: GOSAPRC1

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

0503000B PC ルーチンが利用不能です。

モジュール: GOSAGCRT、GOSAGCAU

システム処置: システムは、DSOM サービスの呼
び出し側に異常終了 X'6C4' を出します。システ
ムはメッセージ GOS009I を出すことがありま
す。

オペレーター応答: START DSOM コマンドを入
力して、再度 DSOM を開始してください。
DSOM がすでに開始されているのに、システム
がメッセージ GOS009I を出した場合は、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: DSOM を開始でき
ない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。

05040001 サービス・ルーチンへの入力が欠落しています。
サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05040003 サービスの呼び出し側が無効なため、サービス・
ルーチンに渡されたパラメーター・リストが無効
です。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

05040004 サービス・ルーチンから要求された機能が無効で
す。サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

0504000A 呼び出し側が、要求した機能を呼び出す許可を得
ていません。サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

0504000B SOM サブシステム・サービスが利用不能です。

モジュール: GOSACACE、GOSACACE、
GOSACAUT、GOSADACE、GOSAGRTO、
GOSAMAUT、GOSASAUT、GOSASECI、
GOSASECU

システム処置: システムは、DSOM サービスの呼
び出し側に異常終了 X'6C4' を出します。システ
ムはメッセージ GOS009I を出すことがありま
す。

オペレーター応答: START DSOM コマンドを入
力して、再度 DSOM を開始してください。
DSOM がすでに開始されているのに、システム
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がメッセージ GOS009I を出した場合は、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: DSOM を開始でき
ない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。

05040100 セキュリティーの初期設定中に、システムは、
SOMDOBJS RACF セキュリティー・クラスの
RACROUTE REQUEST=LIST,ENVIR=CREATE

要求を処理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040101 セキュリティーの初期設定中に、システムは、
CBIND RACF セキュリティー・クラスの
RACROUTE REQUEST=LIST,ENVIR=CREATE

要求を処理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040102 クライアントの認証中に、システムは、
RACROUTE REQUEST=LIST,ENVIR=CREATE

要求を処理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040103 クライアントの認証中に、システムは、
RACROUTE REQUEST=FASTAUTH 要求を処理
できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040104 クライアントの認証中、またはクライアント / サ
ーバーの切断中に、システムは、RACROUTE

REQUEST=VERIFY,ENVIR=DELETE 要求を処理
できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040105 セキュリティー終結処置処理中に、システムは、
RACROUTE REQUEST=LIST ENVIR=DELETE

要求を処理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040106 セキュリティー終結処置処理中に、システムは、
CBIND RACF セキュリティー・クラスの
RACROUTE REQUEST=LIST ENVIR=DELETE

要求を処理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの

190 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040107 クライアント / サーバーの接続処理中に、システ
ムは、RACROUTE REQUEST=LIST

REQUEST=VERIFY ENVIR=CREATE

PASSCHK=NO 要求を処理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040108 メソッド・レベルの認可処理中に、システムは、
RACROUTE REQUEST=FASTAUTH 要求を処理
できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

05040109 サーバーの認可処理中に、システムは、
RACROUTE REQUEST=AUTH 要求を処理できま
せんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

0504010A サーバーの認可処理中、またはクライアントの認
証処理中に、システムは、RACROUTE

REQUEST=EXTRACT,TYPE=ENCRYPT 要求を処
理できませんでした。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

0504010B メソッド・レベルの認可処理中に、誤ったパラメ
ーターがサービスに渡されました。サービスの呼
び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRC2

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0

に、X'00wwyyzz' のフォーマットで診断情報が入
っています。ここで、X'ww' は SAF リターン・
コード、X'yy' は RACF リターン・コード、X'zz'

は RACF 理由コードです。RACROUTE からの
リターン・コードと理由コードの説明について
は、OS/390 SecureWay Security Server 外部セキ
ュリティー・インターフェース (RACROUTE) マ
クロ解説書 を参照してください。

0507000A 呼び出し側が、要求した機能を呼び出す許可を得
ていません。サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPRST

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

050B0001 サービス・ルーチンへの入力が欠落しています。
サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPIOK

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

050B0002 DSOM サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPIOK

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
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認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

050C0001 サービス・ルーチンへの入力が欠落しています。
サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPSER

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

050C0003 サービスの呼び出し側が無効なため、サービス・
ルーチンに渡されたパラメーター・リストが無効
です。

モジュール: GOSAPSER

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

050C0004 サービス・ルーチンから要求された機能が無効で
す。サービスの呼び出し側が無効です。

モジュール: GOSAPSER

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: アプリケーション
が標準インターフェースを使用していることを確
認してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

050C0005 DSOM ラッチを作成できません。

モジュール: GOSAPSER

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0 に
入っているラッチ取得サービス (ISGLCRT) から
のリターン・コードを入手してください。
ISGLCRT からのリターン・コードの説明につい
ては、OS/390 MVS Programming: Authorized

Assembler Services Reference ENF-IXG を参照し
てください。

050C0006 DSOM ラッチを取得できません。

モジュール: GOSAPSER

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0 に
入っているラッチ取得サービス (ISGLOBT) から
のリターン・コードを入手してください。

ISGLOBT からのリターン・コードの説明につい
ては、OS/390 MVS Programming: Authorized

Assembler Services Reference ENF-IXG を参照し
てください。

050C0007 DSOM ラッチを解放できません。

モジュール: GOSAPSER

システム処置: システムはアプリケーションを異
常終了させます。

システム・プログラマー応答: レジスター 0 に
入っているラッチ解放サービス (ISGLREL) から
のリターン・コードを入手してください。
ISGLREL からのリターン・コードの説明につい
ては、OS/390 MVS Programming: Authorized

Assembler Services Reference ENF-IXG を参照し
てください。

発行元: GOSAMISP

6C5

説明: IARVSERV マクロの処理中に、システムが非環境エラーを検出
しました。マクロ処理は失敗しました。レジスター 15 に、以下に示す
16 進数の理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明

xx0120xx SHARE 要求で、ソース区域に対する STOKEN

が、有効なデータ・スペース・トークンを表して
いません。

xx0121xx SHARE 要求で、ターゲット区域に対する
STOKEN が、有効なデータ・スペース・トーク
ンを表していません。

xx0122xx SHARE 要求で、範囲リスト項目で指定されたソ
ース区域の開始アドレスが、ページ境界に位置合
わせされていません。

xx0123xx SHARE 要求で、範囲リスト項目で指定されたタ
ーゲット区域の開始アドレスが、ページ境界に位
置合わせされていません。

xx0124xx SHARE 要求で、ソース区域とターゲット区域が
別々になっていません。

xx0125xx SHARE 要求で、指定されたストレージは、
GETMAIN マクロまたは OBTAIN パラメーター
を指定した STORAGE マクロによって呼び出し
側のアドレス・スペースのページ可能な専用領域
の一部として取得されておらず、また、既存デー
タ・スペースのサイズの範囲内でページ可能スト
レージとしても取得されていません。

xx0126xx SHARE 要求で、呼び出し側が、所定の ALET

を持つソース区域に正しいアクセスを行っていま
せん。

xx0127xx SHARE 要求で、呼び出し側が、所定の STOKEN

を持つソース区域に正しいアクセスを行っていま
せん。

xx0128xx SHARE 要求で、呼び出し側が、所定の ALET

を持つターゲット区域に正しいアクセスを行って
いません。
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xx0129xx SHARE 要求で、呼び出し側が、所定の STOKEN

を持つターゲット区域に正しいアクセスを行って
いません。

xx012Axx SHARE 要求で、ソースを所有しているアドレ
ス・スペースがスワップインされていません。

xx012Bxx SHARE 要求で、ターゲットを所有しているアド
レス・スペースがスワップインされていません。

xx012Cxx SHARE 要求で、ターゲット区域を変更するに
は、呼び出し側の PSW キーが不十分です。

xx012Dxx SHARE 要求で、
TARGET_VIEW(SHAREDWRITE) オプションが
指定されましたが、ソース区域を変更するには、
呼び出し側の PSW キーが不十分です。

xx012Exx SHARE 要求で、ソース区域内の 1 ページとそれ
に対応するターゲット区域内のページが、同じ記
憶保護キーと取り出し保護状況になっていませ
ん。

xx012Fxx SHARE 要求で、共用に適格でないシステム・デ
ータがソース区域に含まれているため、ソース区
域を受け入れることができません。

xx0130xx SHARE 要求で、呼び出し側が変更してはならな
いシステム・データがターゲット区域に含まれて
いるため、ターゲット区域を受け入れることがで
きません。

xx0131xx SHARE 要求で、受け入れることができないペー
ジ (ページ保護またはページ固定されているペー
ジなど) がターゲット区域に含まれています。

xx0132xx SHARE 要求で、共用の必要条件であるストレー
ジ属性が、ソース区域とターゲット区域とで一致
していません。

xx0133xx SHARE 要求では、READONLY 共用ページを、
SHAREDWRITE と共用させることができませ
ん。

xx0134xx SHARE 要求で、TARGETWRITE のターゲッ
ト・ビューと共用されるページがソース区域に含
まれています。

xx0135xx SHARE 要求で、現在 DIV マクロを介してハイ
パースペース・オブジェクトになっているページ
がソース区域に含まれています。

xx0136xx SHARE 要求で、現在 DIV マクロを介してマッ
プされているページがターゲット区域に含まれて
います。

xx0137xx SHARE 要求で、ソース区域の一部が、ハイパー
スペース、VIO ウィンドウ、V=R 領域、または
PSA に入っています。

xx0138xx SHARE 要求で、ターゲット区域の一部が、ハイ
パースペース、VIO ウィンドウ、V=R 領域、ま
たは PSA に入っています。

xx0139xx SHARE 要求で、範囲リスト項目で指定されたペ
ージ数が無効です。

xx013Axx SHARE 要求で、指定されたソース ALET がサ
ブスペースを表しています。

xx013Bxx SHARE 要求で、指定されたターゲット ALET

がサブスペースを表しています。

xx013Dxx SHARE 要求で、指定されたストレージは、
GETMAIN マクロまたは OBTAIN パラメーター
を指定した STORAGE マクロによって呼び出し
側のアドレス・スペースのページ可能な専用領域
の一部として取得されておらず、また、既存デー
タ・スペースのサイズの範囲内でページ可能スト
レージとしても取得されていません。

xx013Exx SHARE 要求で、指定されたソース ALET が無
効です。指定されたものが、現行のアクセス・リ
ストにありません。

xx013Fxx SHARE 要求で、指定されたターゲット ALET

が無効です。指定されたものが、現行のアクセ
ス・リストにありません。

xx0140xx SHARE 要求で、ソース区域に HIDDEN ページ
が含まれています。

xx0141xx IARVSERV-SHARE が失敗しました。ソース・ペ
ージは、共用セグメントの一部です。

xx0142xx IARVSERV-SHARE が失敗しました。ターゲッ
ト・ページは、共用セグメントの一部です。

xx0221xx UNSHARE 要求で、ターゲット区域に対する
STOKEN が、有効なデータ・スペース STOKEN

を表していません。

xx0223xx UNSHARE 要求で、範囲リスト項目で指定された
ターゲット区域の開始アドレスが、ページ境界に
位置合わせされていません。

xx0225xx UNSHARE 要求で、指定されたストレージは、
GETMAIN マクロまたは OBTAIN パラメーター
を指定した STORAGE マクロによって呼び出し
側のアドレス・スペースのページ可能な専用領域
の一部として取得されておらず、また、既存デー
タ・スペース内でも取得されていません。

xx0228xx UNSHARE 要求で、呼び出し側が、所定の ALET

を持つターゲット区域のアドレスに正しいアクセ
スを行っていません。

xx0229xx UNSHARE 要求で、呼び出し側が、所定の
STOKEN を持つターゲット区域のアドレスに正
しいアクセスを行っていません。

xx022Bxx UNSHARE 要求で、ターゲットを所有しているア
ドレス・スペースがスワップインされていませ
ん。

xx022Cxx UNSHARE 要求で、ターゲット区域を変更するに
は、呼び出し側の PSW キーが不十分です。

xx0231xx UNSHARE 要求で、受け入れることができないペ
ージ (ページ保護またはページ固定されているペ
ージなど) がターゲット区域に含まれています。

xx0238xx UNSHARE 要求で、ターゲット区域の一部が、ハ
イパースペース、VIO ウィンドウ、V=R 領域、
または PSA に入っています。

xx0239xx UNSHARE 要求で、範囲リスト項目で指定された
ページ数が無効です。
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xx023Bxx UNSHARE 要求で、指定されたターゲット ALET

がサブスペースを表しています。

xx023Fxx UNSHARE 要求で、指定されたターゲット ALET

が無効です。

xx0321xx CHANGEACCESS 要求で、ターゲット区域に対
する STOKEN が、有効なスペース STOKEN を
表していません。

xx0323xx CHANGEACCESS 要求で、範囲で指定されたタ
ーゲット区域の開始アドレスが、ページ境界に位
置合わせされていません。

xx0328xx CHANGEACCESS 要求で、呼び出し側が、所定
の ALET を持つターゲット区域にアクセスを行
っていません。

xx0329xx CHANGEACCESS 要求で、呼び出し側が、所定
の STOKEN を持つターゲット区域にアクセスを
行っていません。

xx032Bxx CHANGEACCESS 要求で、ターゲット区域を所
有しているアドレス・スペースがスワップインさ
れていません。

xx032Cxx CHANGEACCESS 要求で、ターゲット区域を変
更するには、呼び出し側の PSW キーが不十分で
す。

xx0330xx CHANGEACCESS 要求で、受け入れることがで
きないページ (PGSER によって固定されている
ページまたは永続記憶装置内のページなど) がタ
ーゲット区域に含まれています。

xx0331xx CHANGEACCESS 要求で、呼び出し側が変更し
てはならないデータがターゲット区域に含まれて
いるため、ターゲット区域を受け入れることがで
きません。

xx0338xx CHANGEACCESS 要求で、ターゲット区域の一
部が、ハイパースペース・ウィンドウ、VIO ウィ
ンドウ、V=R 領域、または PSA に入っていま
す。

xx0339xx CHANGEACCESS 要求で、範囲リストで指定さ
れたページ数が無効です。

xx033Bxx CHANGEACCESS 要求で、指定されたターゲッ
ト ALET がサブスペースを表しています。

xx033Dxx CHANGEACCESS 要求で、指定されたストレー
ジは、GETMAIN マクロまたは STORAGE

OBTAIN マクロで、呼び出し側のアドレス・スペ
ースのページ可能な専用領域の一部として取得さ
れておらず、また、既存データ・スペース内でも
取得されていません。

xx033Fxx CHANGEACCESS 要求で、指定されたターゲッ
ト ALET が無効です。

xx04xxxx 理由コードが xx04xxxx の場合、IBM サービ
ス・センターに連絡してください。

xxFF10xx 呼び出し側がローカル・ロック以外のロックを保
持していました。

xxFF11xx 入力パラメーター・リストまたは範囲リストは、
呼び出し側の PSW キーを用いてサービスからア
クセスできるものではありません。

xxFF12xx 呼び出し側が、無効なバージョンのマクロを出し
ました。

xxFF13xx 呼び出し側のマクロ・パラメーター・リスト内の
予約フィールドが、ゼロではありません。

xxFF14xx 呼び出し側が、無効なサービスを要求しました。

xxFF15xx 呼び出し側が、31 ビットのアドレッシング・モ
ードにありません。

xxFF16xx 範囲リスト項目カウント (NUMRANGE) が 1 よ
り小さいか、または 16 より大きい値です。

システムの処置: システムは、ジョブに関するメッセージをジョブ・ロ
グに送り、失敗したジョブ・ステップについて ABEND ダンプを書き込
むとともに、そのジョブの JCL および SYSOUT 出力を書き込みます。

プログラマーの応答: プログラムを訂正してから、ジョブを再実行して
ください。

システム・プログラマーの応答: 呼び出し側がインストール先で用意し
たプログラムの場合は、それを訂正してください。ジョブ・ログ内のメ
ッセージ、JCL、および SYSOUT 出力を調べてください。

呼び出し側が IBM 提供のプログラムの場合は、問題報告データベース
を検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、メッセ
ージ、JCL、SYSOUT 出力、および ABEND ダンプを提示してくださ
い。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

6C6

説明: データ保全性の問題を回避するために、サブシステムが異常終了
しました。通常は、終了前に 1 つまたは複数のシステム完了コード
X'5C6' が出されます。MQSeries 異常終了時に、アクティブ MQSeries

接続を持つユーザー・タスクがシステム完了コード X'6C6' で異常終了
する場合があります。まれに、接続されたアドレス全体が異常終了する
場合もあります (MEMTERM)。ただし、サブシステムが取り消しの試行
を繰り返したあとでアドレス・スペースを終了させた場合は、これは
MQSeries 内部エラーではありません。

システムの処置: サブシステムは MQSeries を異常終了させます。

オペレーターの応答: メッセージ CSQV086E がコンソール画面に表示
されます。最初に、このメッセージおよび一緒に出されるサブシステム
終了の理由コードをコピーしてください。次に、システム・プログラマ
ーに連絡してください。

プログラマーの応答: サブシステムが MQSeries を異常終了させた場合
は、メッセージ CSQV086E に示されたサブシステム終了の理由コード
を記録してください。さらに、以下の状態に注意する必要があります。

1. サブシステム終了前に、システム完了コード X'5C6' が出された場合
は、以下の処置をとります。SDWA セクションの「エラー発生時の
汎用レジスター」のレジスター 15 を調べて、一緒に出された理由コ
ードを見付けてください。さらに、コンソール画面に表示されている
情報、および対応する Logrec データ・セット項目の情報を調べてく
ださい。

2. サブシステム終了前にシステム完了コード X'5C6' が出されなかった
場合は、″MQSERIES SUBSYSTEM TERMINATION REQUESTED -

REASON=xxxxxxxx″ のタイトルが付いた SVC ダンプが必要になり
ます。このメッセージ中の理由コードと MVS オペレーター・メッ
セージ中の理由コードは同じです。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
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ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力と
Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してください。

発行元: MQSeries

6C7

説明: REFPAT マクロの処理中に、システムが非環境エラーを検出し
ました。マクロ処理は失敗しました。レジスター 15 に、16 進数の理由
コードが入っています。

コード 説明

xx0005xx 呼び出し側が、指定されたデータ・スペースを所
有していないため、INSTALL 要求が失敗しまし
た。

xx0006xx 呼び出し側が、存在しないデータ・スペースを指
定したため、INSTALL 要求が失敗しました。

xx0102xx 呼び出し側が、指定されたデータ・スペースを所
有していないため、REMOVE 要求が失敗しまし
た。

xx0103xx 呼び出し側が、存在しないデータ・スペースを指
定したため、REMOVE 要求が失敗しました。

xxFF01xx 呼び出し側がクロス・メモリー・モードであった
ため、REFPAT マクロ要求が失敗しました。

xxFF02xx 要求を処理するためにシステムが必要とする 1

つまたは複数のロックを呼び出し側が保持してい
たため、REFPAT マクロ要求が失敗しました。

xxFF03xx 呼び出し側のパラメーター・リストを参照してい
るときに記憶保護例外が発生したため、REFPAT

マクロ要求が失敗しました。

xxFF04xx マクロ・パラメーター・リスト内の予約フィール
ドがゼロでないため、REFPAT マクロ要求が失敗
しました。

xxFF05xx 呼び出し側が不明サービスを要求したため、
REFPAT マクロ要求が失敗しました。

xxFF06xx REFPAT マクロ要求が失敗しました。呼び出し側
は、REFPAT マクロのサービスを使用するために
は 31 ビットのアドレッシング・モードになけれ
ばなりません。

xxFF07xx 呼び出し側が SRB モードにないため、REFPAT

マクロ要求が失敗しました。

xxFF08xx PSTART および PEND に指定されている仮想記
憶アドレスが共通域の境界にまたがっているた
め、REFPAT マクロ要求が失敗しました。

システムの処置: システムは、ジョブに関するメッセージをジョブ・ロ
グに送り、失敗したジョブ・ステップについて ABEND ダンプを書き込
むとともに、そのジョブの JCL および SYSOUT 出力を書き込みます。

プログラマーの応答: 呼び出し側がアプリケーション・プログラムの場
合は、そのプログラムを訂正してからジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: 呼び出し側がインストール先で用意し
たプログラムの場合は、それを訂正してください。ジョブ・ログ内のメ
ッセージ、JCL、および SYSOUT 出力を調べてください。

呼び出し側が IBM 提供のプログラムの場合は、問題報告データベース

を検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、メッセ
ージ、JCL、SYSOUT 出力、および ABEND ダンプを提示してくださ
い。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

6FB

説明:

JES3 4.2.1 またはそれより前のレベル

JES3 4.2.1 またはそれより前のレベルの JES3 の場合に、以下の
情報が適用されます。

JES3 の処理中に、モジュール IATSSCM、IATSSRN、または IATSSRE

がサブシステム・インターフェースに関連するエラーを検出し、このシ
ステム完了コードを出しました。レジスター 15 に、エラーを識別する
16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

10 IATSSRN - モジュール IATSSRN が、JESXCF メッセージ
転送サービス (IXZXIXRR) から不良のリターン・コードを
受け取りました。

v レジスター 3 - IXZXIXRR サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 4 - IXZXIXRR サービスからの理由コード

21 不良の SRB アドレスが、モジュール IATSSRE 内の JES3

SRB 応答出口ルーチン (SSRECRXT) に入力として渡されま
した。

22 不良のサービス要求ブロック (SRB) 拡張部分アドレスが、
モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
(SSRECRXT) に入力として渡されました。

23 モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
(SSRECRXT) に入力として与えられた共通域データ・スペー
ス (CADS) バッファーに、不良の JESXCF 肯定応答メッセ
ージが入っていました。JESXCF 肯定応答メッセージの目印
が誤っていました。

24 モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
(SSRECRXT) に入力として与えられた CADS バッファー
に、不良のステージング域ヘッダーが入っていました。ステ
ージング域ヘッダーの目印が誤っていました。

25 モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
(SSRECRXT) に入力として与えられた CADS バッファー接
頭部に、不良の応答出口アドレスが入っていました。応答出
口アドレスは非ゼロでなければなりません。

26 モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
(SSRECRXT) に入力として与えられた CADS バッファー接
頭部に、誤ったバッファー長が入っていました。バッファー
長は非ゼロでなければなりません。

27 モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
(SSRECRXT) に CADS バッファー内の入力として渡された
JESXCF 肯定応答メッセージに、不良のユーザー・リター
ン・コードが入っていました。ユーザー・リターン・コード
が非ゼロでした。

28 モジュール IATSSRE 内の JES3 SRB 応答出口ルーチン
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(SSRECRXT) が、STORAGE サービスを使用して、ステージ
ング域バッファー用のストレージを取得しようと試みまし
た。試みは失敗し、非ゼロのリターン・コードが STORAGE

サービスから返されました。

31 モジュール IATSSRE 内の JES3 グローバル状況ルーチン
(SSRESTAT) が、JES3 複合状況情報を入手するために、
IXZXIXIF サービスを呼び出しました。そのサービスによっ
て返されたバッファーに、不良の JESXCF メンバー情報レ
コードが入っています。目印が誤っていました。

32 モジュール IATSSRE 内の JES3 グローバル状況ルーチン
(SSRESTAT) が、基本プロセッサー制御テーブル内のグロー
バル MPC 項目を検出できませんでした。

33 モジュール IATSSRE 内の JES3 グローバル状況ルーチン
(SSRESTAT) が、STORAGE サービスを使用して、JESXCF

情報レコード・バッファー (IXZXIXIF) 用のストレージを取
得しようと試みました。試みは失敗し、非ゼロのリターン・
コードが STORAGE サービスから返されました。

34 モジュール IATSSRE 内の JES3 グローバル状況ルーチン
(SSRESTAT) が、JES3 複合状況情報を入手するために、
IXZXIXIF サービスを呼び出しました。そのサービスは失敗
し、不良のリターン・コードまたは理由コード、あるいはそ
の両方が SSRESTAT ルーチンに与えられました。

v レジスター 3 - リターン・コード

v レジスター 4 - 理由コード

35 モジュール IATSSRE 内の JES3 グローバル状況ルーチン
(SSRESTAT) が、JES3 複合状況情報を入手するために、
IXZXIXIF サービスを呼び出しました。そのサービスによっ
て返された JESXCF 情報レコードに、グローバル・プロセ
ッサーに関する情報が入っていませんでした。

100 モジュール IATSSCM が、別の呼び出し側ですでに使用中の
JES3 サブシステム通信サービス入り口リスト (SEL) を検出
しました。

101 呼び出し側が SSISERV サービスを出す許可を得ていないこ
とを、モジュール IATSSCM が判別しました。

102 モジュール IATSSCM が、不良のメモリー・データ・ブロッ
ク (MEMDATA) ポインターを検出しました。MEMDATA

ヘッダーの目印が誤っていました。

103 モジュール IATSSCM に渡された JES3 サブシステム通信サ
ービス入り口リスト (SEL) の長さが誤りでした。これは、
SELDATA ポインターがゼロであるか、長さがゼロである
か、または長さが最大ステージング域データ・サイズを超え
ている結果である可能性があります。これは、
TYPE=RESPONSE 要求を除くすべての SSISERV サービス
要求に適用されます。

104 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=WAIT 要求に指
定された不良パラメーターを検出しました。次のいずれかの
問題がパラメーターにあることが検出されました。

v 応答バッファーが指定されませんでした。SSISERV

TYPE=WAIT では応答バッファーは必須です。

v EXIT アドレスが指定されました。SSISERV TYPE=WAIT

では出口アドレスを指定してはなりません。

105 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=REPLY 要求に
指定された不良パラメーターを検出しました。次のいずれか
の問題がパラメーターにあることが検出されました。

v ECB と EXIT アドレスが両方とも指定されました。どち
らか片方しか指定できません。

v EXIT アドレスを指定しなかった要求に対して、応答バッ
ファー・アドレスが指定されませんでした。応答バッファ
ー・アドレスを指定しない場合は、EXIT アドレスを指定
しなければなりません。

106 モジュール IATSSCM が、基本プロセッサー制御テーブル
で、この要求を受け取ることになっている JESXCF メンバ
ー用の項目を検出できませんでした。

110 モジュール IATSSCM が、STORAGE サービスを使用し
て、メモリー・データ・ブロック (IATYMEM) 用のストレ
ージを取得しようと試みました。試みは失敗し、非ゼロのリ
ターン・コードが STORAGE サービスから返されました。

v レジスター 2 - STORAGE サービスからのリターン・コ
ード

107 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=REPLY 要求の
処理中に、TCBTOKEN サービスを使用して現行タスクの
TTOKEN を作成しようと試みました。試みは失敗し、非ゼ
ロのリターン・コードが TCBTOKEN サービスから返されま
した。

v レジスター 2 - TCBTOKEN サービスからのリターン・コ
ード

111 モジュール IATSSCM が、STORAGE サービスを使用し
て、メモリー・データ・ブロック (IATYMEM) 用に取得し
ていたストレージを解放しようと試みました。試みは失敗
し、非ゼロのリターン・コードが STORAGE サービスから
返されました。

v レジスター 2 - STORAGE サービスからのリターン・コ
ード

112 モジュール IATSSCM が、JESXCF IXZXCADS サービスを
使用して、CADS バッファーを取得しようと試みました。試
みは失敗し、非ゼロのリターン・コードが IXZXCADS サー
ビスから返されました。

v レジスター 2 - IXZXCADS サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXCADS サービスからの理由コード

113 モジュール IATSSCM が、JESXCF IXZXCADS サービスを
使用して、CADS バッファーを解放しようと試みました。試
みは失敗し、非ゼロのリターン・コードが IXZXCADS サー
ビスから返されました。

v レジスター 2 - IXZXCADS サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXCADS サービスからの理由コード

120 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=PURGE 要求の
処理中に、JESXCF 処理済みメッセージ肯定応答サービス
(IXZXIXAC) から不良のリターン・コードを受け取りまし
た。

v レジスター 2 - IXZXIXAC サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXAC サービスからの理由コード

121 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=WAIT 要求の処
理中に、JESXCF メッセージ送信サービス (IXZXIXSM) か
ら不良のリターン・コードを受け取りました。

v レジスター 2 - IXZXIXSM サービスからのリターン・コ
ード
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v レジスター 3 - IXZXIXSM サービスからの理由コード

122 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=WAIT 要求の処
理中に、JESXCF メッセージ送信サービス (IXZXIXSM) 要
求に対する応答から非ゼロのユーザーリターン・コードを受
け取りました。

123 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=WAIT 要求の処
理中に、JESXCF 処理済みメッセージ肯定応答サービス
(IXZXIXAC) から不良のリターン・コードを受け取りまし
た。

v レジスター 2 - IXZXIXAC サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXAC サービスからの理由コード

124 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=REPLY 要求の
処理中に、JESXCF メッセージ送信サービス (IXZXIXSM)

から不良のリターン・コードを受け取りました。

v レジスター 2 - IXZXIXSM サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXSM サービスからの理由コード

125 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=ACK 要求の処
理中に、JESXCF メッセージ送信サービス (IXZXIXSM) か
ら不良のリターン・コードを受け取りました。

v レジスター 2 - IXZXIXSM サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXSM サービスからの理由コード

126 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=COMM 要求の
処理中に、JESXCF メッセージ送信サービス (IXZXIXSM)

から不良のリターン・コードを受け取りました。

v レジスター 2 - IXZXIXSM サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXSM サービスからの理由コード

127 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=RESP 要求の処
理中に、JESXCF 処理済みメッセージ肯定応答サービス
(IXZXIXAC) から不良のリターン・コードを受け取りまし
た。

v レジスター 2 - IXZXIXAC サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXAC サービスからの理由コード

128 モジュール IATSSCM が、SSISERV TYPE=WAIT 要求の処
理中に、JESXCF メッセージ送信サービス (IXZXIXSM) か
らゼロの応答データ・アドレスを受け取りました。

v レジスター 2 - IXZXIXSM サービスからのリターン・コ
ード

v レジスター 3 - IXZXIXSM サービスからの理由コード

発行元: JES3

システムの処置: システムは、JES3 および JESXCF アドレス・スペー
スおよび関連ストレージ域と一緒に、現行アドレス・スペースを
SYS1.DUMP データ・セットに書き込みます。現行アドレス・スペース
が JES3 アドレス・スペースでない場合は、システムは現行アドレス・
スペースを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在せず、問題が JES3 で発生し
た場合は、次のようにしてください。
v ハードコピー・ログを保管する。

v 初期設定デック (JES3OUT) のリストを用意する。
v 初期設定からのコンソール・ログを用意する。
v JESYSMSG データ・セットを調べてエラー表示を見付ける。

必要なデータを収集してから、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。SVC ダンプがとられた場合は、SVC ダンプおよび理由コードを
提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードも提示してください。

JES3 4.2.1 またはそれより前のレベル

JES3 4.2.1 またはそれより前のレベルの JES3 の場合に、以下の
情報が適用されます。

説明: JES3 の処理中に、モジュール IATSSCM または IATSSRE がエ
ラーを検出し、このシステム完了コードを出しました。レジスター 15

の高位バイトに、エラーを識別する 16 進数の理由コードが入っていま
す。また、理由コードによっては、レジスター 15 の低位バイトに 16

進数のリターン・コードが入っています。

コード 説明

00 サブシステム・インターフェース共通サービス (SSICS) ルー
チンが、そのルーチン自身の呼び出しパラメーターまたはシ
ステム状況でエラーを検出しました。リターン・コードは以
下のとおりです。

X'18' SSICS の呼び出し側が、システム記憶保護キー 0

～ 7 にありません。

X'1C' SSISERV マクロ内の SYSID パラメーターで、
未定義のプロセッサーを指定しています。

X'20' WAIT または REPLY タイプの SSISERV マクロ
要求の IATYSEL 制御ブロックで、フィールド
SELECBF、SELEXIT、SELBUFF の誤った組み合
わせが検出されました。

X'24' SSICS ルーチンがステージング域を書き込もうと
したときに、エラーが発生しました。

X'28' 1 次およびすべての 2 次ステージング域のエク
ステントを使いきりました。

X'2C' サービス入り口リスト (SEL) に、誤った
MEMDATA ポインターが入っています。

X'30' チャネル間 (CTC) アダプター・アドレスが誤っ
ています。

X'34' ポストできない待ちをポストしようとしました。

01 IATXBGM または IATXBFM マクロが、エラー・リター
ン・コードを JES3 モジュール IATSSCM に返しました。

X'08' GETMAIN または FREEMAIN が失敗しました。

02 MVS FREECELL マクロが、エラー・リターン・コードを
JES3 モジュール IATSSCM に返しました。

X'04' 指定されたセル・プール ID によって指示された
るサブプールからは、セルが割り振られていませ
ん。

X'08' セルのアドレスが誤っています。

X'0C' FREECELL がセル・プールを検出できませんで
した。

X'10' セル・プール ID が誤っています。
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03 MVS BLDCPOOL マクロが、エラー・リターン・コードを
JES3 モジュール IATSSCM に返しました。

X'04' GETMAIN が失敗しました。

X'08' セル・プール ID が誤っています。

X'0C' 指定されたサブプールは、グローバル・サブプー
ルではありません。

X'10' セルのサイズが、プールのサイズより大きくなっ
ています。

X'14' BLDCPOOL が、指定されたプールに対して
DELETE subpool が進行中であることを検出しま
した。

04 MVS GETCELL マクロが、エラー・リターン・コードを
JES3 モジュール IATSSCM に返しました。

X'04' GETCELL が、使用可能なセルを検出できません
でした。

X'08' チェーン・ポインターが破壊されています。

X'0C' セル・プールのフォーマットが誤っています。

X'10' セル・プール ID が誤っています。

05 JES3 サブシステム・インターフェースの読み取り終了モジ
ュール IATSSRE が、ストレージの取得に失敗しました。こ
のストレージは、機能サブシステム (FSS) アドレス・スペー
スに宛先指定されたステージング域のコピーを保持するため
のものです。レジスター 15 の低位 3 バイトに、MVS

GETMAIN マクロからのリターン・コードが入っています。

06 JES3 サブシステム・インターフェースの読み取り終了モジ
ュール IATSSRE が、ステージング域で FSID を検出できま
せんでした。この FSID は、ステージング域で予定している
動的宛先キュー (DESTQ) を識別します。

07 JES3 サブシステム・インターフェース読み取り終了モジュ
ール IATSSRE が、FSS アドレス・スペースで、ステージン
グ域のキューイングに必要となる適切な制御ブロック構造を
検出できませんでした。

11 JES3 ルーチンが、モジュール IATSSXM 内の特定ルーチン
を呼び出すために IATXSSXM マクロを出しました。
IATSSXM は、IATXSSXM マクロから受け取った ECODE

パラメーター値を、レジスター 15 の下位バイトに返しま
す。OS/390 JES3 Customization に、IATXSSXM マクロが説
明されています。

13 システムが、ステージング域の初期設定時に、JES3 を異常
終了させました。

14 システムが、専用ステージング域にするためにステージング
域を移動する処理を行っているときに、JES3 を異常終了さ
せました。

15 システムが、メモリー終了 (EOM) またはタスク終了 (EOT)

呼び出しに続く処理を異常終了させました。

16 システムが、ステージング域待機キュー (SAW Q) の
FREEMAIN 処理を異常終了させました。

17 システムが、ステージング域保留キュー (SAP Q) の
FREEMAIN 処理を異常終了させました。

18 システムが、ステージング域保留キュー (SAP Q) をページ
固定する試みを異常終了させました。

19 システムが、JES3 補助記憶装置から共通サービス域 (CSA)

にステージング域保留キュー (SAP Q) をコピーする処理を
異常終了させました。

1A モジュール IATSSCM が、JES3 補助記憶装置に関する
GETCELL の処理中に、別の異常終了を引き起こした可能性
のあるエラーを検出しました。

1B モジュール IATSSCM が、ステージング域キューの妥当性検
査時にエラーを検出しました。

40 モジュール IATSSRE がエラーを検出しました。

X'04' 渡されたステージング域を、ステージング域保留
(SAP) キューで検出できませんでした。

X'08' 待機要求または応答要求の処理中に、IATSSRE

が失敗しました。このモジュールは、IATSSRE

で検出した障害を示すダンプを作成します。

渡されたステージング域を、GETMAINED ステ
ージング域 (SAG) キューで検出できませんでし
た。

発行元: JES3

システムの処置: システムは、共通サービス域 (CSA)、システム・キュ
ー域 (SQA)、および MVS トレース・テーブルを SYS1.DUMP デー
タ・セットに書き込み、現行アドレス・スペースを異常終了させます。
現行アドレス・スペースが JES3 アドレス・スペースの場合は、システ
ムはダンプを書き込みません。

理由コードが X'40' で、リターン・コードが X'08' の場合は、受信され
ることのない応答をユーザーが待たなくてもよいように、システムは要
求元タスクを異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題が JES3 で発生した場合は、次の
ようにしてください。
v MLOG リストを保管するか、または DLOG を印刷する。
v 初期設定デック (JES3OUT) のリストを用意する。
v 初期設定からのコンソール・ログを用意する。
v JESYSMSG データ・セットを調べてエラー表示を見付ける。

6FC

説明: プログラム・チェック割り込みのあとに続く処理で、システムが
SPIE または ESPIE マクロのエラーを検出しました。システム診断作業
域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、16 進数の理由コードが入っ
ています。問題報告データベースを検索するときや、問題を IBM サポ
ート・センターに報告するときに、この理由コードを使用してくださ
い。

コード 説明

04 ユーザーの PICA のプログラム・マスクに、無効なビット設
定があります。

08 ユーザーの PICA が使用できません。

12 TCBPIE から指された SCA が使用できません。

16 SCARPPTR から指された RPP が使用できません。

20 SCAPIE または SCAPPIE から指された PIE が使用できま
せん。

24 TCBPIE から指された SCA が使用できません。

28 SCARPPTR から指された RPP が使用できません。

32 SCAPIE または SCAPPIE から指された PIE が使用できま
せん。
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36 SPIE/ESPIE 制御ブロックを参照できないか、または
SPIE/ESPIE 出口を処理しているときにエラーが発生しまし
た。

システムの処置: システムは、プログラム・チェックが発生したタスク
を異常終了させます。システムは Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込む場合もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=6FC,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してください。エラーが繰り
返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、SLIP トラップ
を設定して SVC ダンプを入手するように、オペレーターに依頼してく
ださい。IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
SVC ダンプおよび理由コードを提示するとともに、入手可能であれば、
Logrec データ・セット・エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

700

説明: 入出力要求の処理中に、チャネル実行プログラム (EXCP) から
呼び出された監視プログラム・サービス・ルーチンで、プログラム・チ
ェックが発生しました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。

プログラマーの応答: 問題プログラムにエラーがないか調べてくださ
い。エラーを判別できない場合は、ABEND ダンプを要求してジョブを
再実行してください。システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ABEND ダンプの中で、現行タスクの
タスク制御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フ
ィールドを見てください。TCBEXCP は EXCP デバッグ域 (XDBA) を
指しています。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが
入っています。

EXCP が使用したサービス・ルーチンのどれかに問題がないか調べてく
ださい。プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合
は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてくだ
さい。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。
その際には、Logrec データ・セット・エラー・レコードおよびジョブの
ソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

702

説明: POST マクロの処理中に、システムが、誤った入力データまたは
無許可の POST 出口ルーチン要求のいずれかを検出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 機能要求が誤っています。

04 CREATE または DELETE 要求で、出口ルーチンのアドレス
が誤っています。

08 拡張イベント制御ブロック (ECB) にポストしようとしたと
きに、ECB 拡張部分の記述ワードに誤ったデータが入って
いました。

0C 拡張 ECB にポストしようとしたときに、ECB 拡張部分に誤
った出口ルーチン・アドレスが入っていました。

10 POST 出口ルーチンで、拡張 ECB にポストしようとしまし
た。

14 拡張 ECB にポストしようとしたときに、ECB アドレスまた
は ECB 拡張部分アドレスのいずれかが誤っていました。

18 逐次化のためのローカル・ロックを使用せずに、ECB が初
期設定済み拡張状態から待ち状態に更新されました。

システムの処置: システムは、POST マクロを出したプログラムを異常
終了させます。

プログラマーの応答: このコードは、拡張 ECB の処理だけに関連して
出されます。拡張 ECB にポストしようとしていた場合は、拡張 ECB

に有効なデータが入っていることを確認してください。その後、リター
ン・コードで識別されたエラーを訂正してください。ジョブを再実行し
てください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

704

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
GETMAIN マクロを処理しようとしたときに、システム・エラー、訂正
不能なマシン・エラー、または判別不能なエラーが発生しました。シス
テム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明す
る理由コードが入っています。

注: VSM リターン・コードの長さがハーフワードである場合がありま
す。その場合は、高位バイトにはマクロを出したモジュールのモジ
ュール ID が入っており、下位バイトにはリターン・コードが入っ
ています。

モジュール ID モジュール名

1 IGGVVSMRT

3 IGVVSM24

4 IGVVSM31

6 IGVGSQA

7 IGVFSQA

A IGVGLSQA

B IGVFLSQA

C IGVGAPVT

E IGVFSP

44 IGVVSMRF

コード 説明

01 GETMAIN 要求の処理中に、システムが、グローバルま
たはローカルのシステム・キュー域 (SQA または
LSQA) ストレージを二重書きする中央記憶装置を解放し
ようとしました。プログラムが、仮想記憶域をページ固
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定していました。しかし、SQA および LSQA ストレー
ジをページ固定することがシステムの基本的特性です。

04 状況情報には、システムが GETMAIN 要求をサポート
するためにグローバル・ロックを取得したことが示され
ています。しかし、システムがそのロックを解放しよう
としたときに、解放要求が失敗しました。

08 システム・サービス・ルーチンが誤ったリターン・コー
ドを仮想記憶マネージャー (VSM) インターフェース・
モジュールに返しました。

09 ローカルまたはグローバルの SQA サブプール内のスト
レージを取得または解放しているときに、2 重フリー・
エレメント (DFE) を構築するサービス・ルーチンが、
仮想記憶域を DFE キューに置こうとしましたが、その
仮想記憶域がすでに DFE キュー上にある別の DFE に
よって記述されているため、置くことができませんでし
た。

10 リカバリー処理中に、通常はユーザー・エラーと考えら
れる条件 (たとえば、パラメーター・リスト内のエラー
など) をシステムが検出しました。ただし、リカバリー
処理に制御があるため、このエラーはおそらくユーザ
ー・エラーではありません。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは処理を継続します。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

705

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、システム・エラー、訂
正不能なマシン・エラー、または判別不能なエラーが発生しました。シ
ステム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明
する理由コードが入っています。

注: VSM リターン・コードの長さがハーフワードである場合がありま
す。その場合は、高位バイトにはマクロを出したモジュールのモジ
ュール ID が入っており、下位バイトにはリターン・コードが入っ
ています。

モジュール ID モジュール名

1 IGGVVSMRT

3 IGVVSM24

4 IGVVSM31

6 IGVGSQA

7 IGVFSQA

A IGVGLSQA

B IGVFLSQA

C IGVGAPVT

E IGVFSP

44 IGVVSMRF

コード 説明

01 FREEMAIN 要求の処理中に、システムが、グローバル
またはローカルのシステム・キュー域 (SQA または
LSQA) ストレージを二重書きする中央記憶装置を解放し
ようとしました。プログラムが、仮想記憶域をページ固
定していました。しかし、SQA および LSQA ストレー
ジをページ固定することがシステムの基本的特性です。

02 ローカル・システム・キュー域サブプールの
FREEMAIN subpool を処理しているときに、割り振り済
みエレメント (AE) によって記述されているストレージ
を解放するためにサービス・ルーチンが呼び出されまし
た。このサービス・ルーチンが、ストレージが AE によ
って記述されていないことを示すリターン・コードを返
しました。

04 状況情報には、システムが FREEMAIN 要求をサポート
するためにグローバル・ロックを取得したことが示され
ています。しかし、システムがそのロックを解放しよう
としたときに、解放要求が失敗しました。

09 ローカルまたはグローバルのシステム・キュー域サブプ
ール内のストレージを取得または解放しているときに、2

重フリー・エレメント (DFE) を構築するサービス・ル
ーチンが、仮想記憶域を DFE キューに置こうとしまし
たが、その仮想記憶域がすでに DFE キュー上にある別
の DFE によって記述されているため、置くことができ
ませんでした。

0C FREEMAIN サービス・ルーチンが、誤ったリターン・
コードを仮想記憶マネージャー (VSM) インターフェー
ス・モジュールに返しました。

10 リカバリー処理中に、通常はユーザー・エラーと考えら
れる条件 (たとえば、パラメーター・リスト内のエラー
など) をシステムが検出しました。ただし、リカバリー
処理に制御があるため、このエラーはおそらくユーザ
ー・エラーではありません。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは処理を継続します。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

706

説明: LINK(X)、XCTL(X)、ATTACH(X)、または LOAD マクロの処理
中に、エラーが発生しました。

要求されたロード・モジュールに実行不能のマークが付けられました。

システムの処置: マクロに ERRET が指定されていなければ、タスクは
終了します。

システムはメッセージ CSV016I および ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: ターゲット・ロード・モジュールが実行可能であ
り、リンケージ・エディターがモジュール内でエラーを検出しなかった
ことを確認してください。再度、モジュールをリンケージ・エディター
でリンク・エディットしてください。そのあと、ジョブ・ステップを再
コンパイルして、再実行してください。
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システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに、エラー
が繰り返し発生する場合は、ジョブ・ログ内のメッセージに対するシス
テム・プログラマー応答を参照してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプおよび
ジョブのソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

70A

説明: システムが R 形式の GETMAIN または FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、システム・エラー、訂正不能なマシン・エラ
ー、または判別不能なエラーが発生しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

注: VSM リターン・コードの長さがハーフワードである場合がありま
す。その場合は、高位バイトにはマクロを出したモジュールのモジ
ュール ID が入っており、下位バイトにはリターン・コードが入っ
ています。

モジュール ID モジュール名

1 IGGVVSMRT

3 IGVVSM24

4 IGVVSM31

6 IGVGSQA

7 IGVFSQA

A IGVGLSQA

B IGVFLSQA

C IGVGAPVT

E IGVFSP

44 IGVVSMRF

コード 説明

01 FREEMAIN 要求の処理中に、システムが、グローバル
またはローカルのシステム・キュー域 (SQA または
LSQA) ストレージを二重書きする中央記憶装置を解放し
ようとしました。プログラムが、仮想記憶域をページ固
定していました。しかし、SQA および LSQA ストレー
ジをページ固定することがシステムの基本的特性です。

02 ローカル・システム・キュー域サブプールの
FREEMAIN subpool を処理しているときに、割り振り済
みエレメント (AE) によって記述されているストレージ
を解放するためにサービス・ルーチンが呼び出されまし
た。このサービス・ルーチンが、ストレージが AE によ
って記述されていないことを示すリターン・コードを返
しました。

04 状況情報には、システムが FREEMAIN 要求をサポート
するためにグローバル・ロックを取得したことが示され
ています。しかし、システムがそのロックを解放しよう
としたときに、解放要求が失敗しました。

08 GETMAIN ストレージ管理サービス・ルーチンが、誤っ
たリターン・コードを仮想記憶マネージャー (VSM) イ
ンターフェース・モジュールに返しました。

09 ローカルまたはグローバルのシステム・キュー域サブプ
ール内のストレージを取得または解放しているときに、2

重フリー・エレメント (DFE) を構築するサービス・ル
ーチンが、仮想記憶域を DFE キューに置こうとしまし
たが、その仮想記憶域がすでに DFE キュー上にある別
の DFE によって記述されているため、置くことができ
ませんでした。

0C FREEMAIN ストレージ管理サービス・ルーチンが、誤
ったリターン・コードを仮想記憶マネージャー (VSM)

インターフェース・モジュールに返しました。

10 リカバリー処理中に、通常はユーザー・エラーと考えら
れる条件 (たとえば、パラメーター・リスト内のエラー
など) をシステムが検出しました。ただし、リカバリー
処理に制御があるため、このエラーはおそらくユーザ
ー・エラーではありません。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは処理を継続します。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

70D

説明: プログラムが CALLRTM TYPE=ABTERM マクロを出しまし
た。その応答として、リカバリー終了マネージャー (RTM) が RTM1 へ
の進入を検査していました。RTM は、進入モードの要件が満たされて
いないことを判別しました。

エラーを識別する 16 進数の理由コードが、以下のものに示されます。
v RTM2 作業域 (RTM2WA) の RTM2CRC フィールド。
v メッセージ IEA995I。
v タスク制御ブロック (TCB) の TCBARC フィールド。

コード 説明

04 使用不可でないプログラムが、TYPE=ABTERM,TCB=0 また
は TYPE=ABTERM,TCB=(現行 TCB) を指定して CALLRTM

マクロを出しました。

08 ローカル・ロックを保持していないプログラムが、現行でな
いタスク制御ブロック (TCB) のアドレスを指定して
CALLRTM TYPE=ABTERM マクロを出しました。

0C CVTBTERM によって RTM1 に入りましたが、ローカル・
ロックが使用されませんでした。

システムの処置: RTM は、CALLRTM TYPE=ABTERM マクロを出し
たプログラムを異常終了させます。呼び出し側が別のタスクの終了を要
求した場合は、RTM は呼び出し側から提供された異常終了コードと理
由コードを使用して、そのタスクも終了させます。

システムはメッセージ IEA995I を出します。システムは SVC ダンプを
書き込むこともあります。

オペレーターの応答: RTM がダンプを書き込まなかった場合に、シス
テム・プログラマーから SVC ダンプを求められた場合は、以下の SLIP

トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=70D,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: CALLRTM TYPE=ABTERM マクロを
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出した側の戻りアドレスは、以下のものに入っています。

v エラー発生時のレジスター 14

v システム・トレース内の ABTERM 要求に関する RCVY 項目

ダンプを分析して、CALLRTM TYPE=ABTERM マクロを出しているモ
ジュールを識別してください。

v インストール先で用意したモジュールの場合は、正しい逐次化が行わ
れるようにプログラムを訂正してください。

v IBM 提供のモジュールの場合は、問題報告データベースを検索して、
問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポ
ート・センターに連絡してください。その際には、収集した問題デー
タを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

713

説明: 磁気テープ上または直接アクセス装置上のデータ・セットに対し
て OPEN マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生しました。
このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC148I が出されます。
終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示される
リターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、
メッセージ IEC148I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC148I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

714

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して CLOSE マクロ命令を処
理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC215I が出されます。終了したタスクに関する詳
しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセ
ージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC215I の説明
を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC215I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

717

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して TYPE=T オペランドを
指定した BSAM CLOSE マクロ命令を処理しているときに、エラーが発
生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC222I が
出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15

に示されるリターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明に

ついては、メッセージ IEC222I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC222I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

71A

説明: このシステム完了コードの使用目的は、(1) カタログ・アドレ
ス・スペースが終了して、再始動する場合、または (2) カタログ処理中
にユーザー・アドレス・スペースですでに異常終了が発生している場合
に、カタログ・アドレス・スペース・サービス・タスクを終了させるこ
とです。システム完了コード 71A は、カタログ内部通信のみを意図し
たものです。したがって、それ以上の診断は必要ありません。

システムの処置: なし。

発行元: DFSMSdfp

722

説明: 以下の出力制限のいずれかを超えました。

v SYSOUT DD ステートメントの OUTLIM キーワードで指定された出
力制限。

v JES2 JOBPARM ステートメントの LINES および CARDS パラメー
ターで指定されたジョブ出力制限。

v STANDARDS 初期設定ステートメントまたは JES3 MAIN ステート
メントの BYTES、CARDS、LINES、および PAGES パラメーターで
指定されたジョブ出力制限。

システムの処置: システムは、ジョブ・ステップの処理を終了させま
す。

プログラマーの応答: 入出力のループがないか調べてください。パラメ
ーター値がいずれかのインストール要件に矛盾していないか調べてくだ
さい。エラーが見付からない場合は、ステートメント内の制限値を増や
してください。そのあと、ジョブを再実行してください。

発行元: JES

72A

説明: ATTACH マクロの処理中に、システムがエラーを検出しまし
た。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 ATTACH パラメーター・リストの処理中に、システムが誤
ったパラメーター・アドレスを検出しました。

04 以下の両方の状態があるため、タスク終了出口ルーチン
(ETXR) のアドレスが誤っています。

v ETXR が、そのタスクのサブタスク用の ETXR としてす
でに有効になっている。
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v 現行の ATTACH が、一致する ETXR を作成した
ATTACH とは異なるアドレッシング・モードで出され
た。

08 ATTACH パラメーター・リストの長さが誤っています。

0C パラメーター・リストのフォーマット番号が誤っています。

10 ATTACHX マクロを使用する呼び出し側が、ゼロ以外のアク
セス・リスト入り口トークン (ALET) を検出しました。
ALET はゼロにセットしておく必要がありますが、セットさ
れていませんでした。

14 アクセス・レジスター ASC モードの呼び出し側が、
ATTACHX マクロではなく ATTACH マクロを使用しまし
た。

18 無許可の呼び出し側が、DISP=RESET パラメーターを指定し
て ATTACH または ATTACHX を出しました。呼び出し側
は許可されていなければなりません。

1C 呼び出し側が KEY=NINE パラメーターを指定して
ATTACHX を出しましたが、ストレージ保護オーバーライド
機能がインストールされていません。KEY=NINE を指定す
るのは、この機能 (マッピング・マクロ CVT でビット
CVTOVER がオンであることによって示される) がインスト
ールされている場合に限ってください。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。システムは新規サブタスクを作成しません。

プログラマーの応答: プログラム内のエラーであると考えられます。
ATTACH マクロを変更するか、または ATTACH マクロを実行する環
境を変更することによって、理由コードで指摘されたエラーを訂正して
ください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。

発行元: タスク管理

730

説明: グローバル・リソース逐次化が、DEQ マクロの処理時に発生し
た予期しないエラーを検出しました。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. システム・トレースの SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、ENQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または 38 のマッピングと照
合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装置制御
ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、UCB

のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指しています。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

737

説明: ボリュームの終わりでエラーが発生したか、またはデータ・セッ
トの DD ステートメントの SPACE パラメーターで要求されたとおりに
直接アクセス記憶装置の 2 次数量を割り振っていたときに、エラーが発
生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC027I が
出されます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15

に示されるリターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明に
ついては、メッセージ IEC027I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC027I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 指定したボリューム上にデータ・セッ
トが存在するのに、この問題が繰り返し発生する場合は、ジョブ・ログ
内のメッセージを見て、詳しい情報を調べてください。問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない
場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、ジ
ョブの JCL およびプログラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

738

説明: グローバル・リソース逐次化で、ENQ マクロ命令の処理中に予
期しないエラーを検出しました。

リソース名リスト (RNL) の変更のために延期されているジョブの数
が、1 つのシステムで 12,000 を超えている場合、RNL の変更時にリソ
ースに関する ENQ があると、この異常終了が発生することがありま
す。そのようなジョブの数が 8000 に達すると、システムは RNL の変
更を取り消します。

v 理由コード X'000000FF' は、特定の共用装置での RESERVE 要求が
限界値を超えたことをシステムが判別した場合に出されます。

v 理由コード X'00010001' は、装置の RESERVE のためにスケジュー
ルされた入出力が失敗した場合に出されます。

v 理由コード X'00010002' は、RESERVE 開始処理が失敗した場合に出
されます。

v 理由コード X'00010003' は、RESERVE 処理が失敗した場合に出され
ます。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドおよび ABEND ダンプを書き込みます。共用装置での RESERVE 要
求が限界値を超えた場合、システムは、RESERVE 要求を出したタスク
を終了させます。このときの異常終了コードは X'738'、理由コードは
X'000000FF' です。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. システム・トレースの SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、DEQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または 38 のマッピングと照
合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装置制御
ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、UCB

のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指しています。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

3. 異常終了 X'738' と理由コード X'000000FF' が出された場合は、処置
をとる必要はありません。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
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報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、Logrec データ・セット・エラー・レコードおよび ABEND ダ
ンプを提示してください。異常終了 X'738' と理由コード X'000000FF'

が繰り返し出される場合は、D GRS,DEV=xxxx (xxxx は 16 進の装置番
号です) コマンドを出して、装置の RESERVE 要求がどのようなもので
あるかを判別してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

744

説明: SYNADAF または SYNADRLS の処理中に、プログラム・チェ
ックが発生しました。このエラーの原因は、誤ったユーザー入力以外に
あると考えられます。

システムの処置: SYNADAF リカバリー・ルーチンは、LSQA および
ユーザーの領域のダンプをとることを試行しました。ダンプ・ヘッダー
には、ジョブ名、ステップ名、およびプロシージャー・ステップ名が示
されます。ダンプの試行が成功したかどうかを判別するには、メッセー
ジ IEC907I を見てください。ソフトウェア・エラー・レコードが
Logrec データ・セットに書き込まれました。

プログラマーの応答: ジョブ・ステップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL とプログラ
ム・リスト、および Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示
してください。

発行元: DFSMSdfp

75F

説明: システム・タイマー・キュー・エレメント (TQE) が予期された
インターバルを超えていることを、システム・リソース・マネージャー
(SRM) が検出しました。

システムの処置: SRM は、通常の TQE 満了処理を実行してから、
TQE を再びキューに入れます。システムは現行タスクを異常終了させま
す。システムはメッセージ および Logrec データ・セット・エラー・レ
コードを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、Logrec データ・セッ
ト・エラー・レコードを提示してください。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

76D

説明: OUTADD または OUTDEL マクロの処理中に、システムがエラ
ーを検出しました。

システムの処置: システムは、以下のことを行います。

v システムは Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みま
す。

v システムは SVC ダンプを書き込みます。

v システムは、マクロを出したプログラムを異常終了させるか、または
マクロの呼び出し側にリターン・コード X'10' で制御を返します。

プログラマーの応答: OUTADD または OUTDEL マクロに渡された入

力パラメーターが誤っていないか調べてください。ジョブを再実行依頼
してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 動的出力

778

説明: 以下のいずれかの状態で、システム・エラー、訂正不能なマシ
ン・エラー、または判別不能なエラーが発生しました。

v システムが、STORAGE マクロによって出された要求に応じようとし
たとき。

v システムが、RC、RU、VRC、または VRU 形式の GETMAIN マク
ロを処理しようとしたとき。

v システムが、RC または RU 形式の FREEMAIN マクロを処理しよう
としたとき。

システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

注: VSM リターン・コードの長さがハーフワードである場合がありま
す。その場合は、高位バイトにはマクロを出したモジュールのモジ
ュール ID が入っており、下位バイトにはリターン・コードが入っ
ています。

モジュール ID モジュール名

1 IGGVVSMRT

3 IGVVSM24

4 IGVVSM31

6 IGVGSQA

7 IGVFSQA

A IGVGLSQA

B IGVFLSQA

C IGVGAPVT

E IGVFSP

44 IGVVSMRF

コード 説明

01 ストレージを解放しようと試みているときに、システム
が、グローバルまたはローカルのシステム・キュー域
(SQA または LSQA) ストレージを二重書きする中央記
憶装置を解放しようとしました。プログラムが、仮想記
憶域をページ固定していました。しかし、SQA および
LSQA ストレージをページ固定することがシステムの基
本的特性です。

02 LSQA サブプール全体を解放しようと試みているとき
に、割り振り済みエレメント (AE) によって記述されて
いるストレージを解放するためにサービス・ルーチンが
呼び出されました。このサービス・ルーチンが、ストレ
ージが AE によって記述されていないことを示すリター
ン・コードを返しました。

04 状況情報には、システムがストレージ解放の要求をサポ
ートするためにグローバル・ロックを取得したことが示
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されています。しかし、システムがそのロックを解放し
ようとしたときに、解放要求が失敗しました。

08 ストレージを取得しようと試みているときに、ストレー
ジ管理サービス・ルーチンが、誤ったリターン・コード
を仮想記憶マネージャー (VSM) インターフェース・モ
ジュールに返しました。

09 ローカルまたはグローバルのシステム・キュー域サブプ
ール内のストレージを取得または解放しているときに、2

重フリー・エレメント (DFE) を構築するサービス・ル
ーチンが、仮想記憶域を DFE キューに置こうとしまし
たが、その仮想記憶域がすでに DFE キュー上にある別
の DFE によって記述されているため、置くことができ
ませんでした。

0C ストレージを解放しようと試みているときに、ストレー
ジ管理サービス・ルーチンが、誤ったリターン・コード
を仮想記憶マネージャー (VSM) インターフェース・モ
ジュールに返しました。

10 リカバリー処理中に、通常はユーザー・エラーと考えら
れる条件をシステムが検出しました。ただし、リカバリ
ー処理に制御があるため、このエラーはおそらくユーザ
ー・エラーではありません。

14 VSM が、新規のアドレス・キュー・アンカー・テーブ
ル (AQAT) スタックの取得をバックアウトしようとして
失敗しました。この場合、システムは、エラーを記録す
るためにのみ異常終了 X'778' を出します。システム
は、VSM リカバリーからの再試行で処理を継続しま
す。

20 STORAGE サービス・ルーチンで、予期しない障害が起
こりました。この障害は、ユーザー・エラーによるもの
ではないと考えられます。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは処理を継続します。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

77D

説明: EVENTS マクロの処理中に、システムがマクロの入力パラメー
ターにエラーを検出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 呼び出し側が非互換レベルの EVENTS マクロを出しまし
た。

08 WAIT=YES と WAIT=NO の両方が指定されました。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: EVENTS マクロの入力パラメーター、マクロの
レベル、およびレジスター 0 の内容を調べてください。エラーを訂正し
てください。ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのアセンブリー・リス
トを提示してください。

発行元: タスク管理

7C4

説明: JES3 が、JESXCF コンソール関連機能を呼び出しているとき
に、エラーを検出しました。異常終了の理由コードによって、エラーが
識別されます。

コード 説明

01 IATXCSIF SERVICE=XAUTH に不良のパラメーター・リス
トが渡されました (サービス・ルーチン IATCS01)。パラメ
ーター・リストを分析して、問題を判別してください。

03 IATXCSIF SERVICE=CONSTYPE に不良のパラメーター・リ
ストが渡されました (サービス・ルーチン IATCS03)。パラ
メーター・リストを分析して、問題を判別してください。

04 JES3 初期設定処理中に、モジュール IATINC2 が
IXZXCNSV 命令を呼び出しているときにエラーを検出しま
した。IXZXCNSV ORDER(START) が不良のリターン・コー
ドを返しました。IXZXCNSV マクロ呼び出しのリターン・
コードと理由コードは、IXZXCNSV パラメーター・リスト
に入っています。このパラメーター・リストは、IATCS04 の
自動域に入っています。この自動域は、障害発生時の汎用レ
ジスター 8 によって指されています。リターン・コードと
理由コードを使用して、JESXCF が START 命令の処理に失
敗した理由を判別してください。

05 JES3 初期設定処理中に、モジュール IATINC2 が
IXZXCNSV 命令を呼び出しているときにエラーを検出しま
した。IXZXCNSV ORDER(SYNCPT) が不良のリターン・コ
ードを返しました。IXZXCNSV マクロ呼び出しのリター
ン・コードと理由コードは、IXZXCNSV パラメーター・リ
ストに入っています。このパラメーター・リストは、
IATCS04 の自動域に入っています。この自動域は、障害発生
時の汎用レジスター 8 によって指されています。リター
ン・コードと理由コードを使用して、JESXCF が SYNCPT

命令の処理に失敗した理由を判別してください。

システムの処置: 理由コードが X'01' および X'03' の場合は、機能呼び
出しを変更します。理由コードが X'04' および X'05' の場合は、JES3

の初期設定は終了します。

システム・プログラマーの応答: エラーを判別するために、理由コード
の説明を参照してください。

発行元: JES3

7C6

説明: システムが、UNPIN オプションを指定した UCBPIN マクロを
処理しているときに、エラーを検出しました。レジスター 15 に、エラ
ーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

01 UCBPIN マクロ要求で入力として提供された PTOKEN に、
誤ったデータが入っています。
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02 UCBPIN マクロ要求で入力として提供された PTOKEN に、
アドレス不能なデータが入っています。

システムの処置: 割り込みに対処するリカバリー・ルーチンがない限
り、システムはタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 異常終了の原因となる以下のような事柄がない
か、プログラムを調べてください。

v タスクが以下のことを行っている。

1. UCBPIN マクロに LASTING パラメーターを指定せずに、装置制
御ブロック (UCB) を固定している。

2. UCB の固定を解除するためにサービス要求ブロック (SRB) をス
ケジュールしている。

プログラムで UCBPIN マクロに LASTING を指定しなかったため、
SRB がディスパッチされる前に、タスクが終了します。タスクが終了
すると、システムは UCB の固定を解除します。その後、SRB が同じ
UCB の固定を解除しようとすると、システムはこの異常終了を出し
ます。

v UCBPIN マクロに指定された PTOKEN が、アプリケーション・プロ
グラムによってオーバーレイまたは変更されている。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

7C7

説明: バッチ・ローカル共用リソース (LSR) サブシステムが、予期し
ないエラーを検出しました。レジスター 15 に、X‘mm0002rr’ のフォー
マットで診断情報が入っています。mm フィールドは、要求を出したモ
ジュールを示しています。02 は、呼び出し可能サービス要求 (CSR) コ
ンポーネントのバッチ LSR サブコンポーネントを示しています。rr

は、異常終了に関連した理由コードです

システムの処置: サブシステムは SVC ダンプをスケジュールし、要求
を実行しません。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに問題を報告してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、レジスター 15 にある
診断情報を報告してください。

発行元: 呼び出し可能サービス要求 (CSR)

7FB

説明: MVS-JES3 動的装置再構成 (DDR) サブシステム・インターフェ
ース (SSI) ルーチンのどれかが実行されているときに、訂正不能エラー
が発生しました。

システムの処置: システムは再構成を終了させます。

オペレーターの応答: ユーザーが再構成を開始した場合は、再構成を再
試行してください。システムが再構成を開始した場合は、システム・プ
ログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 動的装置再構成 (DDR)

800

説明: 入出力要求の処理中に、チャネル実行プログラム (EXCP) 処理
でエラーを検出しました。それぞれの X'200' 異常終了コードは、エラ
ーを説明する理由コードを伴います。

コード 説明

1 間接アドレス・ワード (IDAW) またはチャネル・コマンド・
ワード (CCW) の妥当性検査の処理中に、エラーが発生しま
した。アクセス保護エラーは、以下の場合に発生します。
v EXCP IDAW ルーチンが、誤ったストレージ保護キーを使
用して IDAW にアクセスしようとした場合。

v EXCP CCW 妥当性検査ルーチンが、誤ったストレージ保
護キーを使用して仮想チャネル・プログラムにアクセスし
ようとした場合。

v チャネル・プログラムが、制限付き操作を実行しようとし
た場合。チャネル・プログラムにエラーがあると、アクセ
ス保護エラーが発生する可能性があります。チャネル・プ
ログラムを訂正してください。

2 システム・エラーです。IBM サポート・センターに連絡して
ください。

3 ページ固定またはページ固定解除の処理中に、エラーが発生
しました。EXCP プロセッサーが、呼び出し側のアドレス・
スペース ID (ASID) に割り当てられていないページを固定
しようとすると、ページ固定エラーが発生する可能性があり
ます。

4 プログラムが SVC 114 (EXCPVR マクロ) を出しました
が、ページ固定またはページ固定解除の処理でエラーが発生
しました。EXCP プロセッサーが、呼び出し側の ASID に割
り当てられていないページを固定しようとすると、ページ固
定エラーが発生する可能性があります。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は、Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込み、SNAP ダン
プを出します。ジョブの JCL で、異なるブロック・サイズをもつデー
タ・セットを連結すると、システムはシステム完了コード X'171' でジ
ョブを異常終了させ、それによって、システム完了コード X'800' が出
されます。

プログラマーの応答: 理由コードで示されている問題を訂正してくださ
い。

ジョブの JCL で、異なるブロック・サイズをもつデータ・セットを連
結している場合は、JCL を変更してください。それ以外の場合は、問題
プログラムにエラーがないか調べてください。

理由コードが 3 または 4 の場合、あるいはエラーを判定できない場合
は、ABEND ダンプを要求してジョブを再実行してください。システ
ム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ダンプの中で、現行タスクのタスク制
御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールド
を見てください。TCBEXCPD は EXCP デバッグ域 (XDBA) を指して
います。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入って
います。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、Logrec データ・セット・エラー・レコード、ジョブの JCL、お
よび SNAP ダンプを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)
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804

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
GETMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しました。
システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 使用可能な仮想システム・キュー域 (SQA) ストレージが十
分でないため、要求に応じることができません。

08 使用可能な仮想共通サービス域 (CSA) ストレージが十分で
ないため、要求に応じることができません。

0C 使用可能な仮想ローカル・システム・キュー域 (LSQA) スト
レージが十分でないため、要求に応じることができません。

10 使用可能な仮想専用ストレージのストレージが十分でないた
め、要求に応じることができません。

注: システムが V=R 領域を完全に初期設定する前に、イン
ストール・システム出口がその領域からの仮想記憶域を
要求している場合に、このエラーが起こる可能性があり
ます。

14 GETMAIN で、ストレージの大きさに負の値を指定していま
す。

注: このエラーが検出されると、GETMAIN に
RC、EC、LC、または VC が指定されていても、また
STORAGE に COND=YES が指定されていても、呼び出
し側のプログラムは異常終了します。

1C 要求の処理中に、システムが、仮想記憶管理 (VSM) のセ
ル・プール用に LSQA 仮想記憶域を取得しようとしまし
た。しかし、使用可能な LSQA 仮想記憶域が十分にありま
せんでした。

20 新しいアドレス・キュー・アンカー・テーブル (AQAT) ス
タックを構築するための仮想記憶域が、LSQA に十分にあり
ませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。必要があれば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大き
さを減らしてください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

805

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラー
を説明する理由コードが入っています。

コード 説明

18 FREEMAIN マクロで、ストレージの大きさに負の値を指定
しています。

注: このエラーが検出されると、FREEMAIN に
RC、EC、LC、または VC を指定していても、呼び出し
側のプログラムは異常終了します。

1C 要求の処理中に、システムが、仮想記憶管理 (VSM) のセ
ル・プール用にローカル・システム・キュー域 (LSQA) の仮
想記憶域を取得しようとしました。しかし、使用可能な
LSQA 仮想記憶域が十分にありませんでした。

20 新しいアドレス・キュー・アンカー・テーブル (AQAT) ス
タックを構築するための仮想記憶域が、LSQA に十分にあり
ませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。必要があれば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大き
さを減らしてください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

806

説明: EP (エントリー・ポイント) または EPLOC (EP 位置 (アドレ
ス)) オペランドを指定した LINK(X)、XCTL(X)、ATTACH(X)、または
LOAD マクロの処理中に、監視プログラム、または BLDL (ディレクト
リー項目リストの構築) マクロの Supervisor Call (SVC) がエラーを検出
しました。

レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っています。

コード 説明

04 システムは、指示されているライブラリー (専用ライブラリ
ー、ジョブ・ライブラリー、またはリンク・ライブラリー)

内で、EP または EPLOC オペランドの値と同じエントリ
ー・ポイントを持つモジュールを検出できませんでした。マ
クロに LSEARCH=YES が指定されているときに、限定ライ
ブラリー検索でモジュールが見付からなかった場合に、この
状態になることがあります。別名の場合は、エントリー・ポ
イント属性が、前にロードされたロード・モジュールの属性
(すなわち、許可、RMODE、エントリー・ポイント変位) と
一致することを確認してください。

08 EP または EPLOC オペランドで指定されているエントリ
ー・ポイントを持っているプログラムが入っているライブラ
リーのディレクトリーを BLDL 制御プログラム・ルーチン
が検索しようとしたときに、訂正不能な入出力エラーが発生
しました。指定されたライブラリーが、初期設定されていな
い区分データ・セット (PDS) である場合に、このエラーが
発生することがあります。

BLDL 制御プログラムが、誤ったデータ・エクステント・ブ
ロック (DEB) を検出しました。DEB が、記憶保護キー 0

～ 7 以外で構築されています。

0C 監視プログラムが、EP または EPLOC オペランドで指定さ
れたプログラムをライブラリーで検索しようとしたときに、
ライブラリーのデータ制御ブロック (DCB) がオープンされ
ていないことを検出しました。

10 プログラムが、明示的なロード・オプションを指定して
LOAD マクロを出しましたが、DCB パラメーターが指定さ
れていませんでした。明示的なロードでは、LOAD で指定し
たモジュールが、DCB パラメーターで指定したライブラリ
ーでのみ検索されるため、プログラムでは、マクロに DCB

パラメーターを指定しなければなりません。

14 システムは、リンク・パック域 (LPA) 内で、XCTL(X) マク
ロの EP または EPLOC オペランドの値と同じエントリー・
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ポイントを持つモジュールを検出できませんでした。SVC

ルーチンでモジュールを要求するときは、そのモジュールは
リンク・パック域に入っていなければなりません。

18 SVC ルーチンが、モジュールに対する XCTL(X) マクロを
出しました。システムは、モジュールを見付けるためにリン
ク・パック域ディレクトリーを検索しようとしましたが、そ
のディレクトリーがまだ構築されていませんでした。

1C LINK(X)、LOAD、XCTL(X)、または ATTACH(X) マクロの
一部として組み込まれているデータ制御ブロック (DCB) が
誤っています。

2C 内部エラー。

システムの処置: システムは、異常終了に付随する理由コードに応じ
て、以下のメッセージを出します。

コード メッセージ

04 CSV003I

08 CSV004I

0C CSV005I

10 CSV007I

14 CSV008I

18 CSV006I

1C CSV021I

システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: 理由コードが X'04' の場合は、ユーザー・エラー
であると考えられます。要求元のプログラムが誤って変更されていない
か、確認してください。また、ソース・ライブラリーが正しく指示され
ているか、指示されているライブラリーに要求したプログラムが入って
いるか確認してください。別名の場合、別名属性が、すでにロードされ
ているロード・モジュールの属性と一致するか確認してください (ライ
ブラリー許可、RMODE、および別名エントリー・ポイント変位を調べ
てください) 。また、ライブラリー連結の中に重複した別名または関連
の 1 次モジュール名がないか検査してください。MVS は、すべてのラ
イブラリーで、モジュール名および別名がすべて固有であることを予期
しています。エラーを訂正し、ジョブ・ステップを再実行してくださ
い。

理由コードが X'14' または X'18' の場合は、この完了コードをシステ
ム・プログラマーに報告してください。

理由コードが X'0C' または X'1C' の場合は、ユーザー・エラーであると
考えられます。ライブラリーの DCB が有効で、しかもオープンされて
いることを確認してください。エラーを訂正し、ジョブ・ステップを再
実行してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'08' の場合は、ジョブ
を再実行依頼してください。その後、テープ出力、MODE=EXT、および
TIME=YES を指定して START GTF コマンドを入力するように、オペ
レーターに指示してください。さらに、メッセージ AHL100A に
TRACE=IO と応答するように、オペレーターに指示してください。

IPCS GTFTRACE サブコマンドを使用して、出力をフォーマット設定し
てください。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、ジョ
ブ・ログ内のメッセージに対するシステム・プログラマー応答を参照し
てください。

理由コードが X'2C' の場合、または問題が繰り返し発生する場合は、問
題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正

が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、ABEND ダンプおよびジョブのソース・プログラム・リスト
を提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

80A

説明: システムが R 形式の GETMAIN または FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

コード 説明

04 使用可能な仮想システム・キュー域 (SQA) ストレージが十
分でないため、要求に応じることができません。

08 使用可能な仮想共通サービス域 (CSA) ストレージが十分で
ないため、要求に応じることができません。

0C 使用可能な仮想ローカル・システム・キュー域 (LSQA) スト
レージが十分でないため、要求に応じることができません。

10 使用可能な仮想専用ストレージのストレージが十分でないた
め、要求に応じることができません。

注: システムが V=R 領域を完全に初期設定する前に、イン
ストール・システム出口がその領域からの仮想記憶域を
要求している場合に、このエラーが起こる可能性があり
ます。

1C 要求の処理中に、システムが、VSM のセル・プール用に
LSQA 仮想記憶域を取得しようとしました。しかし、使用可
能な LSQA 仮想記憶域が十分にありませんでした。

20 新しいアドレス・キュー・アンカー・テーブル (AQAT) ス
タックを構築するための仮想記憶域が、LSQA に十分にあり
ませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: このようなストレージ不足の条件を診断するに
は、完全なダンプが必要です。ダンプが作成されなかった場合は、次回
の問題再発時にダンプを入手するために SLIP を設定してください。異
常終了 878 は、この同じ条件を引き起こす場合があるので、以下のよう
に両方の SLIP を設定してください。

SLIP SET,COMP=80A,A=SVCD,SDATA=(ALLNUC,
PSA,SQA,CSA,LPA,TRT,LSQA,RGN),END

SLIP SET,COMP=878,A=SVCD,SDATA=(ALLNUC,
PSA,SQA,CSA,LPA,TRT,LSQA,RGN),END

さらに、マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・エラーがない
か調べてください。プログラム・エラーを訂正してください。必要があ
れば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大きさを減らして
ください。デバッグ情報の詳細については、情報 APAR II05506 に示さ
れています。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

813

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して OPEN マクロ命令を処
理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC149I が出されます。終了したタスクに関する詳
しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセ
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ージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC149I の説明
を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC149I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

81A

説明: MODIFY CATALOG,RESTART コマンド、またはカタログ分析
タスク処理を通じて、カタログ・アドレス・スペース (CAS) の親タス
クを異常終了させる要求が出されました。

システムの処置: システムは、処理中のすべてのカタログ要求を再稼動
させます。

発行元: DFSMSdfp

822

説明: ジョブの初期設定中に、イニシエーターがステップの実行に必要
な領域を取得できませんでした。

システムの処置: ジョブが通常のジョブであれば、システムはメッセー
ジ IEF085I を出します。ジョブが据え置きチェックポイント・リスター
トであれば、システムはメッセージ IEF186I を出します。

オペレーターの応答: 同じイニシエーターについて複数の 822 異常終
了を受け取った場合は、失敗したジョブが実行されたイニシエーターを
停止した上で再始動してください。

システム・プログラマーの応答: このようなストレージ不足の条件を診
断するには、完全なダンプが必要です。ダンプが作成されなかった場合
は、次回の問題再発時にダンプを入手するために SLIP を設定してくだ
さい。

SLIP SET,COMP=822,A=SVCD,SDATA=(ALLNUC,
PSA,SQA,CSA,LPA,TRT,LSQA,RGN),END

さらに、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくだ
さい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

82A

説明: ATTACH マクロの処理中に、許可プログラムが NSHSPV また
は NSHSPL パラメーターで誤ったサブプールを指定していることを、
システムが検出しました。許可タスクは、システム・キー、監視プログ
ラム状態、または許可プログラム機能 (APF) による許可状態にありま
す。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。システムは、新規サブタスクを作成しません。

プログラマーの応答: 誤ったパラメーターを変更してください。
NSHSPV または NSHSPL パラメーターで指定できるのは、サブプール
236 または 237 に限られます。エラーを訂正してください。ジョブを再
実行してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのアセンブリー・リス
トを提示してください。

発行元: タスク管理

830

説明: グローバル・リソース逐次化で、DEQ マクロ命令の処理中にエ
ラーを検出しました。

DEQ で指定されるリソースは、MASID および MTCB オプションを指
定した未処理の ENQ マクロ命令のターゲットです。MASID および
MTCB を指定して ENQ マクロ命令を出すタスクでは、そのタスクより
前に DEQ マクロ命令を出す必要があります。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: 未処理の MASID/MTCB ENQ に対する DEQ を
すべて出した後で DEQ マクロ命令を出すように、プログラムを訂正し
てください。ジョブ・ステップを再コンパイルしてから、再実行してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

837

説明: 順次データ・セットのボリュームの終わりで、エラーが発生しま
した。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC028I が出され
ます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示
されるリターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明につい
ては、メッセージ IEC028I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC028I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

838

説明: ENQ/DEQ 制御ブロックに重大な損傷があるため、システムは
ENQ マクロ要求を拒否しました。

システムの処置: システムは ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: システムが再 IPL されてから、ジョブを再実行
依頼してください。次のようにしてください。

1. システム・トレース内の SVC 30 または SVC 38 項目の UNIQUE-3

欄にあるレジスター 1 から、DEQ パラメーター・リストのアドレス
を入手してください。

2. このパラメーター・リストを、SVC 30 または 38 のマッピングと照
合してください。パラメーター・リストを分析するときに、装置制御
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ブロック (UCB) のポインターがあれば、そのポインターは、UCB

のアドレスが入っているフィールドのアドレスを指しています。

パラメーター・リストに誤ったデータが入っている場合は、マクロを
出したプログラムで診断を継続してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

85F

説明: ハードウェア・エラーのため、チャネル・パス測定機能 (CPMF)

が使用できません。

コード 説明

4 再始動しきい値を超えたため、またはハードウェア・エラー
が回復不能であるため、再始動は試行されませんでした。

8 再始動が試行されましたが、失敗しました。

システムの処置: システムは、このシステム完了コードと一緒に、メッ
セージ IRA604I を出します。

システム・プログラマーの応答: このイベントと CPMF データ収集の
中断を関連付けて考えてください。CPMF 再始動は、次回のシステム
IPL 時に試行されます。CPMF に関する詳しい説明は、OS/390 MVS

Data Areas, Vol 2 (DCCB-ITZYRETC) の IRACPMB の項を参照してく
ださい。

発行元: システム・リソース・マネージャー (SRM)

878

説明: システムが以下のいずれかを行おうとしたときに、エラーが発生
しました。

v STORAGE マクロを通じて出された要求に応じようとした。

v RU または VRU 形式の GETMAIN マクロを処理しようとした。

v RU 形式の FREEMAIN マクロを処理しようとした。

システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 使用可能な仮想システム・キュー域 (SQA) ストレージが十
分でないため、要求に応じることができません。

08 使用可能な仮想共通サービス域 (CSA) ストレージが十分で
ないため、要求に応じることができません。

0C 使用可能な仮想ローカル・システム・キュー域 (LSQA) スト
レージが十分でないため、要求に応じることができません。

10 使用可能な仮想専用ストレージのストレージが十分でないた
め、要求に応じることができません。以下のいずれかが原因
です。

v プログラムが仮想記憶域を要求したが、その後、その仮想
記憶域を解放していない。

v 指定された領域サイズが小さすぎる。

v V=R 領域の初期設定が完了する前に、インストール・シ
ステム出口がその領域からの仮想記憶域を要求している。

14 GETMAIN マクロで、ストレージの大きさに負の値を指定し
ています。

注: このエラーが検出されると、GETMAIN に
RC、EC、LC、または VC が指定されていても、また
STORAGE に COND=YES が指定されていても、呼び出
し側のプログラムは異常終了します。

18 FREEMAIN または STORAGE マクロで、ストレージの大き
さに負の値を指定しています。

注: このエラーが検出されると、FREEMAIN に
RC、EC、LC、または VC が指定されていても、また
STORAGE に COND=YES が指定されていても、呼び出
し側のプログラムは異常終了します。

1C 要求の処理中に、システムが、仮想記憶管理 (VSM) のセ
ル・プール用に LSQA 仮想記憶域を取得しようとしまし
た。しかし、使用可能な LSQA 仮想記憶域が十分にありま
せんでした。

20 新しいアドレス・キュー・アンカー・テーブル (AQAT) ス
タックを構築するための仮想記憶域が、LSQA に十分にあり
ませんでした。

24 以下のいずれかの理由で、LOC=EXPLICIT キーワードを指
定した GETMAIN または STORAGE OBTAIN 要求が失敗
しました。
v 要求された区域の一部がすでに割り振られていた。
v ストレージがこの要求と同じページにすでに割り振られて
いたが、ストレージの特性のうち以下のいずれかが異なっ
ていた。
– サブプール
– キー
– 中央記憶装置の二重書き

28 要求された区域の一部が領域の境界を超えているため、
LOC=EXPLICIT キーワードを指定した GETMAIN または
STORAGE OBTAIN 要求が失敗しました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: このようなストレージ不足の条件を診断するに
は、完全なダンプが必要です。ダンプが作成されなかった場合は、次回
の問題再発時にダンプを入手するために SLIP を設定してください。デ
バッグ情報の詳細については、情報 APAR II05506 に示されています。
異常終了 80A は、この同じ条件を引き起こす場合があるので、以下の
ように両方の SLIP を設定してください。

SLIP SET,COMP=878,A=SVCD,SDATA=(ALLNUC,
PSA,SQA,CSA,LPA,TRT,LSQA,RGN),END

SLIP SET,COMP=80A,A=SVCD,SDATA=(ALLNUC,
PSA,SQA,CSA,LPA,TRT,LSQA,RGN),END

さらに、理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をとってくださ
い。

10 ジョブの JCL で JOB または EXEC ステートメントの領域パラ
メーターに指定した領域サイズを増やしてみてください。ただし、
問題の実際上の原因が、プログラムで仮想記憶域を要求したが、そ
れを解放していないことにある場合は、そのプログラムでより大き
な領域の仮想記憶域を使用すると、異常終了が繰り返されることに
なります。

24 呼び出し側のプログラムで、以下を正しく指定するようにしてくだ
さい。
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v INADDR キーワード上のストレージ・アドレス

v STORAGE マクロの LENGTH キーワード上または GETMAIN

マクロの LV キーワード上の長さ

v 必要なサブプールまたはキー

v STORAGE マクロのターゲット・アドレス・スペース

v STORAGE マクロの TCB アドレス

さらに、要求したストレージ域が完全に解放されていることを確認
してください。要求された区域の一部が、すでに割り振られている
ページ内にある場合は、LOC=EXPLICIT キーワードで指定された
中央記憶装置の二重書きが、割り振り済みストレージのものと一致
していることを確認してください。

28 呼び出し側のプログラムで、以下を正しく指定するようにしてくだ
さい。

v INADDR キーワード上のストレージ・アドレス

v STORAGE マクロの LENGTH キーワード上または GETMAIN

マクロの LV キーワード上の長さ

さらに、呼び出しプログラムが JCL REGION キーワード上の
値を正しく指定したことも確認してください。JCL REGION 値
が、要求されたストレージのために十分な大きさでない場合
は、JCL REGION のサイズを増やしてから、ジョブを再実行し
てください。

04 ～ 0C、14 ～ 20

マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・エラーがないか調
べてください。プログラム・エラーを訂正してください。必要があ
れば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大きさを減ら
してください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

87D

説明: EVENTS マクロの処理中に、イベント制御ブロック (ECB) 内に
指定されている EVENTS テーブルに、ポストされた ECB のアドレス
のために使用できる項目がないことをシステムが検出しました。

システムの処置: システムは、EVENTS マクロを出したプログラムを
異常終了させます。

プログラマーの応答: EVENTS テーブルが、ポストされる可能性のあ
るすべての ECB のための項目を含むのに十分な大きさであるか確認し
てください。エラーを訂正してください。ジョブを再実行してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブに関連したプログラ
ム・リストおよびアセンブリー・リストを提示してください。

発行元: タスク管理

8C4

説明: 自動再始動マネージャー機能の処理中に、JES がエラーを検出し
ました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

04 IEFSSREQ マクロから予期しないリターン・コードが返され
ました。

システムの処置: システムは SVC ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問題の修正を
見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示してください。

発行元: 機能サブシステム・インターフェース (FSI)

8C5

説明: サブシステム・インターフェース (SSI) が、動的 SSI サービス
を初期設定しているときに、または IEFSSI または IEFSSVT マクロを
介して出された動的 SSI サービス要求に応答しているときに、システ
ム・エラーまたはユーザー・エラーを検出しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

01 システムは、サブシステム・ベクトル・テーブル (SSVT) の
ためのストレージを取得できませんでした。

03 システムは、内部 SSI サービスをサポートするための PC

項目テーブルを確立することができませんでした。

04 システムは、動的 SSI サービスをサポートするための PC

項目テーブルを設定することができませんでした。

05 無効な要求タイプが内部 SSI サービスまたは動的 SSI サー
ビスに渡されました。

06 システムは、内部 SSI 制御構造のためのストレージを取得
できませんでした。

07 MSTR サブシステムを初期設定することができませんでし
た。

08 SSI ルーチンが、ESTAE を確立することができませんでし
た。

10 無許可の呼び出し側が、動的 SSI サービスを要求しまし
た。IEFSSI REQUEST=QUERY 以外のすべての動的 SSI サ
ービスの呼び出し側は、許可を受けていることが必要です。

11 SRB モードの呼び出し側が、動的 SSI サービスを要求しま
した。

12 ロックを保持している呼び出し側が、動的 SSI サービスを
要求しました。

13 サブシステム機能要求への入力として提供された SSOB お
よび SSIB の妥当性検査で、予期しないエラーが検出されま
した。

14 IEFSSI 照会サービスの無許可の呼び出し側が、許可サブプ
ールから取得されたストレージに情報を返すことを要求しま
した。

15 クロス・メモリー・モードにある呼び出し側が、動的 SSI

サービスを要求しました。

システムの処置: システム処置は、理由コードに応じて異なります。

コード システム処置

01、03、04、06、07 システムはダンプを要求し、永続待ち状態 (コー
ド 00B または 00D) に入ります。

05、08、13 ダンプが作成されます。これらの理由コードがシ
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ステム初期設定時に発生した場合は、システムは
永続待ち状態に入ることがあります。

10、11、12、14、15 ユーザー・エラーが発生しました。ダンプは作成
されません。

オペレーターの応答: システムが永続待ち状態に入った場合は、システ
ムを再 IPL してください。

プログラマーの応答: プログラマー応答は、理由コードに応じて異なり
ます。

コード プログラマー応答

10、11、12、15 IEFSSI マクロまたは IEFSSVT マクロを出すプ
ログラムを訂正して、正しい環境が確立されるよ
うにしてください。要求側は、ロックが解除され
ていて、タスク・モードになければならず、クロ
ス・メモリー・モードになく、さらに IEFSSI

REQUEST=QUERY 以外のすべての要求について
許可を受けていなければなりません。

14 要求するサブプールを無許可サブプールに変更し
てください。

システム・プログラマーの応答: ダンプを分析して、システムがストレ
ージの取得、PC 項目テーブルの確立、または ESTAE の確立を行うこ
とができなかった理由を判別してください。

発行元: サブシステム・インターフェース (SSI)

8C6

説明: プログラムが、実行のために正しくチェーンされていない CIB

制御ブロックを解放しようとしました。

システムの処置: 試行は拒否され、CIB は解放されません。

システム・プログラマーの応答: 異常終了でダンプされた情報 (CIB お
よび関連 CSCB) を使用して、CIB を解放しようとしたプログラムを識
別してください。無効な CIB がチェーンされないように、プログラム
を変更してください。この目的のために MODIFY マクロを使用するこ
とをお勧めします。

発行元: マスター・スケジューラー・アドレス・スペース /SVC 34

8C7

説明: MVS メッセージ・サービス (MMS) の処理が失敗しました。エ
ラーが原因で、MMS は、エラーを説明するエラー・メッセージを出す
ことができませんでした。レジスター 15 に、MMS がエラー・メッセ
ージを出すことができなかった理由を説明する 16 進数の理由コードが
入っています。

システムの処置: システムは、すべての MMS 処理を完了コード
X'8C7' で異常終了させます。MMS の機能は使用不可になります。シス
テムは SVC ダンプを書き込みます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IPCS

VERBEXIT MMSDATA サブコマンドを入力して、SVC ダンプをフォー
マット設定してください。IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。その際には、VERBEXIT MMSDATA 出力を提示してください。ま
た、異常終了コード X'8C7' に関連した理由コードを提示してくださ
い。

発行元: MVS メッセージ・サービス (MMS)

8FB

説明: 以下のルーチンのいずれかが、サブタスク内でエラーを検出しま
した。
v コンバーター / インタープリター (C/I)

v 位置指定
v 主装置スケジューリング (MDS)

v JES3 インターフェース

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

01 モジュール IATIIPL が、ストレージ管理サブシステム
(SMS) の事前位置指定カタログの位置指定処理中に、サブシ
ステム・インターフェース・エラーを検出しました。レジス
ター 2 に、サブシステム・インターフェースからのリター
ン・コードが入っています。

02 ストレージ管理サブシステム (SMS) の事前位置付けカタロ
グの位置指定処理が、予期しないリターン・コードまたは理
由コードをモジュール IATIIPL に返しました。レジスター
2 に、この処理からのリターン・コードが入っています。ま
た、レジスター 3 に理由コードが入っています。

03 モジュール IATLVLC が、ストレージ管理サブシステム
(SMS) の事前位置付けカタログの位置指定処理中に、サブシ
ステム・インターフェース・エラーを検出しました。レジス
ター 2 に、サブシステム・インターフェースからのリター
ン・コードが入っています。

05 モジュール IATIIII が、システム作業域 (SWA) の作成中
に、エラーを検出しました。このエラーは、このモジュール
が SWA 制御ブロックを読み取っていたか、またはマッピン
グしていたときに発生しました。

06 モジュール IATDMGR が、JES3 ユーザー・スプール・アク
セス方式 (USAM) の POINT または WRITE 操作でエラー
を検出しました。レジスター 2 に、失敗した操作からのリ
ターン・コードが入っています。

07 モジュール IATDMGR が、データ・セット状況ブロック
(DSS) またはデータ・セット・ブロック (DSB) の初期設定
中に、エラーを検出しました。レジスター 2 に、失敗した
操作からのリターン・コードが入っています。

08 モジュール IATDMGR が、ユーザー・スプール・アクセス
方式 (USAM) のバッファー初期設定エラーを検出しまし
た。レジスター 2 に、失敗した操作からのリターン・コー
ドが入っています。

09 モジュール IATIICX が、JCL ステートメント・カウントを
増やしているときに、オーバーフロー条件を検出しました。

0A モジュール IATLVLC が、ストレージ管理サブシステム
(SMS) の VOLREF サービスの処理中に、サブシステム・イ
ンターフェース・エラーを検出しました。レジスター 2

に、サブシステム・インターフェースからのリターン・コー
ドが入っています。

0C モジュール IATMDST が、ストレージ管理サブシステム
(SMS) のシステム選択処理中に、サブシステム・インターフ
ェース・エラーを検出しました。レジスター 2 に、サブシ
ステム・インターフェースからのリターン・コードが入って
います。

0D SMS システム選択処理が、予期しないリターン・コードま
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たは理由コードをモジュール IATMDST に返しました。レ
ジスター 2 に、この処理からのリターン・コードが入って
います。また、レジスター 3 に理由コードが入っていま
す。

0E モジュール IATSISA が、PUT 操作中にエラーを検出しまし
た。レジスター 2 に、この操作からのリターン・コードが
入っています。

0F 読取 / 解釈プログラムが、誤ったリターン・コードを JES3

に渡しました。

10 モジュール IATIISP が、ユーザー・スプール・アクセス方
式 (USAM) の PUT 操作中に、エラーを検出しました。

11 モジュール IATDMGR が、誤った機能コードを検出しまし
た。

12 モジュール IATDMGR が、ブロック・スプーラーでエラー
を検出しました。レジスター 2 に、ブロック・スプーラー
からのリターン・コードが入っています。

13 モジュール IATLVLC が、ブロック・スプーラーでエラーを
検出しました。レジスター 2 に、ブロック・スプーラーか
らのリターン・コードが入っています。

14 モジュール IATMDST が、ブロック・スプーラーでエラー
を検出しました。レジスター 2 に、ブロック・スプーラー
からのリターン・コードが入っています。

15 モジュール IATSISA が、GET 操作中にエラーを検出しまし
た。レジスター 2 に、この操作からのリターン・コードが
入っています。

16 ESTAE サービスがリカバリー環境をセットアップできなか
ったことを、モジュール IATLVLC が検出しました。レジス
ター 2 に、このサービスからのリターン・コードが入って
います。

17 モジュール IATMDST が、ジョブ・データ・セット (JDS)

項目を検出できませんでした。

18 モジュール IATLVLC が、位置指定要求テーブル (LVS) を
検出できなかったか、または誤った LVS 項目を検出しまし
た。

19 モジュール IATIIST が、PUT 操作中にエラーを検出しまし
た。

1A ストレージ管理サブシステム (SMS) の VOLREF サービス
が、誤った情報をモジュール IATLVLC に返しました。

1C カタログ管理 (SVC 26) が、誤った情報をモジュール
IATLVLC モジュールに返しました。

1D ESTAE サービスがリカバリー環境をセットアップできなか
ったことを、モジュール IATIIPL が検出しました。レジス
ター 2 に、このサービスからのリターン・コードが入って
います。

20 モジュール IATIICX が、IATUX03 からリターン・コード 4

を受け取りました。このリターン・コードは、JCL の制限を
超えていることを示しています。

21 モジュール IATIIST が、SMS リソースへのアクセスに適格
であるシステムの数としてゼロを検出しました (IEFSSSA の
フィールド SSSABNUM)。

22 モジュール IATMDST が、SMS リソースへのアクセスに適
格であるシステムの数としてゼロを検出しました (IEFSSSA

のフィールド SSSACNUM)。

システムの処置: システム処置は、異常終了理由コードに応じて異なり
ます。

コード システム処置

01、02、1D システムは、汎用サブタスクを終了させます。こ
のサブタスクの ESTAE が制御を取得すると、シ
ステムはダンプを書き込みます。その後、システ
ムは、このサブタスクを使用していたコンバータ
ー / インタープリターまたは事後走査動的サポー
ト・プログラム (DSP) を、異常終了 DM146 で
終了させます。さらに、システムは、DSP が処
理していたジョブを取り消して、印刷します。

03、04、06、07、08、0A、0B、13、18、1A、1B、1C

システムは、位置指定サブタスクを終了させま
す。このサブタスクの ESTAE が制御を取得する
と、システムはダンプを作成します。その後、シ
ステムは、このサブタスクが処理していたジョブ
を取り消して、印刷します。

05 システムは、アドレス・スペースを終了させま
す。ESTAE が制御を取得すると、システムはダ
ンプを作成します。その後、システムは、処理さ
れていたジョブを取り消して、印刷します。

09、10、19、21 システムは、コンバーター / インタープリター
(C/I) サブタスクを終了させます。このサブタス
クの ESTAE が制御を取得すると、システムはダ
ンプを作成します。その後、システムは、このサ
ブタスクが処理していたジョブを取り消して印刷
し、このサブタスクを復元します。

0C、0D、14、17、22

システムは、主装置スケジューリング (MDS) サ
ブタスクを終了させます。このサブタスクの
ESTAE が制御を取得すると、システムはダンプ
を作成します。その後、システムは、このサブタ
スクが処理していたジョブを取り消して印刷する
か、またはそのジョブを MDS エラー・キューに
入れます。システムはこのサブタスクを復元しま
す。

0E、11、12、15 システムは、サブタスクを終了させます。このサ
ブタスクの ESTAE が制御を取得すると、システ
ムはダンプを書き込みます。その後、システム
は、このサブタスクが処理していたジョブを取り
消して、印刷します。

0F システムは、ジョブを終了させ、他の処理を継続
します。

16 システムは、位置指定サブタスクを終了させま
す。

オペレーターの応答: 関連する印刷出力をすべて保管し、システム・プ
ログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ジョブの JCL を入手してください。

リターン・コードが X'05' の場合は、//* PROCESS CI JECL ステート
メントの後に DEBUG=ALL オプションを指定して、ジョブを再実行し
てください。

リターン・コードが X'21' の場合は、IEFSSSA データ域を調べて、
SSSABNUM フィールドがゼロである理由を判断してください。さら
に、SSSABSAC フィールドと SSSABSAR フィールド (失敗したサービ
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スからのリターン・コードと理由コード) も調べてください。SMS サポ
ートに連絡してください。

リターン・コードが X'22' の場合は、IEFSSSA を調べて、SSSACNUM

フィールドがゼロである理由を判断してください。さらに、SSSACSAC

フィールドと SSSACSAR フィールド (失敗したサービスからのリター
ン・コードと理由コード) も調べてください。SMS サポートに連絡して
ください。

その他の理由コードの場合は、印刷出力を調べてエラーを見付け、それ
を訂正してください。

問題が JES3 で発生し、リターン・コードが X'05' の場合は、次のよう
にしてください。

v 初期設定デックの OPTIONS ステートメントに DUMP=PRDUMP を
指定して、システムのスタンドアロン・ダンプを入手する。

v ハードコピー・ログを保管する。

v 初期設定デックのリスト (JESOUT) を用意する。

v MVS および JES3 の PTF レベルを調べる。

v //*PROCESS CBPRINT を指定してジョブを再実行し、インタープリ
ター DSP の後の出力を保管する。

X'05' 以外の問題の場合は、JESYSMSG データ・セットにエラー表示が
ないか調べてください。

発行元: JES3

905

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。

システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 FREEMAIN マクロで解放しようとした仮想記憶域の区域
が、ダブルワード境界上にありません。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。必要があれば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大き
さを減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

906

説明: レジスター 15 に、エラーを識別する理由コードが入っていま
す。

コード 説明

04 LOAD マクロの処理中に、エラーが検出されました。モジュ
ールに対するロード要求の数を示す LLE (ロード・リスト・
エレメント) カウント ( 責任カウント) が、許容される最大
数 (32767) を超えています。

08 LINK(X)、XCTL(X)、ATTACH(X)、または LOAD マクロの
処理中に、エラーが検出されました。モジュールに対する
LINK(X)、XCTL(X)、ATTACH(X)、または LOAD 要求の数
を示す CDE (内容ディレクトリー・エレメント) 使用カウン
トが、許容される最大数 (32767) を超えています。

0C 障害のあるプログラムが XCTL(X) 要求を出しましたが、そ
のプログラムに、正しく完了していない未処理のプログラ
ム・リンケージがあります。通常、プログラムがプログラム
呼び出し (PC) を出し、次にプログラム戻り (PR) を出す前
に XCTL(X) を出した場合に、このようなことが生じます。

100 CSVINFO 要求の処理中に、エラーが検出されました。エク
ステント・リスト (XTLST) 制御ブロックが誤りの情報を含
んでいることが検出されました。

システムの処置: 理由コードが X'04' および X'08' の場合は、マクロに
ERRET を指定していない限りタスクは終了します。理由コードが X'0C'

および X'100' の場合は、要求が終了します。システムは、異常終了に
付随して出される理由コードに応じて、以下のメッセージを出します。

コード メッセージ /ABEND タイプ

04 CSV001I/ABDUMP

08 CSV002I/ABDUMP

0C CSV030I/ABDUMP

100 /SVCDUMP

プログラマーの応答: マクロが頻繁に実行される原因となるプログラ
ム・エラー (無限ループなど) がないか調べてください。不適切なプロ
グラム・リンケージを許さないプログラム論理になるようにしてくださ
い。訂正後、ジョブ・ステップを再コンパイルし、再実行してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'100' の場合は、IBM

サポート・センターに連絡してください。その際には、この異常終了に
関連したダンプおよび Logrec 項目を提示してください。その他の理由
コードの場合に、プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生す
る場合は、ジョブ・ログ内のメッセージに対するシステム・プログラマ
ー応答を参照してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

90A

説明: システムが R 形式の FREEMAIN マクロを処理しようとしたと
きに、エラーが発生しました。システム診断作業域 (SDWA) の
SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが入っていま
す。

コード 説明

04 FREEMAIN マクロで解放しようとした仮想記憶域の区域
が、ダブルワード境界上にありません。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。必要があれば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大き
さを減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

913

説明: OPEN マクロ命令の処理中に、エラーが発生しました。このシス
テム完了コードと一緒に、メッセージ IEC150I が出されます。終了した
タスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリター
ン・コードの説明については、メッセージ IEC150I の説明を参照してく
ださい。
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プログラマーの応答: メッセージ IEC150I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

91A

説明: MODIFY CATALOG,RESTART コマンドによって、またはカタ
ログ分析タスク処理によって、カタログ・アドレス・スペース (CAS)

サービス・タスクを異常終了させる要求が出されました。

システムの処置: システムは、現在進行中のカタログ要求を再稼動させ
ます。

発行元: DFSMSdfp

922

説明: ジョブ・ステップの初期設定時に、イニシエーターが以下のいず
れかを検出しました。
v 異常終了
v プログラム・チェック
v RESTART キーを押したこと
v マシン・チェック

システムの処置: システムはジョブ・ステップを終了させ、SVC ダン
プを書き込みます。システムは、OPEN 障害の場合を除いて、Logrec デ
ータ・セット・エラー・レコードを書き込みます。ジョブ処理は、通常
の条件付き処理に従って継続します。

プログラマーの応答: ジョブを再び実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡し、SVC ダンプおよび Logrec データ・セット・エ
ラー・レコードを提示してください。

発行元: イニシエーター / ターミネーター

92A

説明: ATTACH マクロの処理中に、現行タスク以外に原因がある環境
エラーが発生しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。

コード 説明

00 ATTACH 処理のためのリカバリー環境を確立するために出
された拡張サブタスク ABEND 出口 (ESTAE) SVC で、エ
ラーが発生しました。

04 新しいスーパーバイザー要求ブロック (SVRB)、サブプー
ル・キュー・エレメント (SPQE)、およびパラメーター保管
域のためのストレージがサブプール 255 にありませんでし
た。

08 STAI/ESTAI ストレージ制御ブロック (SCB) を現行のタスク
制御ブロック (TCB) から新しい TCB に伝搬するために (お
よび、ATTACH マクロに STAI または ESTAI が指定され

ている場合は、新しい SCB を構築するために) 出された
SVC 60 (STAI/ESTAI) で、エラーが発生しました。
ATTACH マクロで STAI キーワードが指定されている場合
は、SVC 60 は STAI エントリーです。それ以外の場合は、
SVC 60 は ESTAI エントリーです。

0C システムがローカル・ロックを取得しようとしたときに、エ
ラーが発生しました。

10 ローカル・ロックを解放するために SETLOCK に入ったと
きに、エラーが発生しました。

14 ATTACH 処理に渡されたパラメーター・リストにエラーが
あります。

18 ATTACH が、タスクのためのリンケージ・スタックを取得
することができません。

システムの処置: システムは、ATTACH マクロを出したプログラムを
異常終了させます。システムは、新規サブタスクを作成しません。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: タスク管理

930

説明: ジョブで、TCB オペランドを指定した DEQ マクロ命令を出し
ました。しかし、TCB オペランドによって識別されたタスクは終了処理
中でした。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込み、ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: TCB オペランドで識別されたタスクが終了した
理由を判別してください。そのエラーを訂正してから、異常終了を起こ
したジョブを再実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

937

説明: チェックポイント・データ・セットまたは RACF 保護付きデー
タ・セットのボリュームの終わりで、エラーが発生しました。このシス
テム完了コードと一緒に、メッセージ IEC029I が出されます。終了した
タスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリター
ン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセ
ージ IEC029I の説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IEC029I に対するシステ
ム・プログラマー応答を参照してください。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)
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938

説明: ジョブで、TCB オペランドを指定した ENQ マクロ命令を出し
ました。しかし、TCB オペランドによって識別されたタスクは終了処理
中でした。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込み、ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: TCB オペランドで識別されたタスクが終了した
理由を判別してください。そのエラーを訂正してから、異常終了を起こ
したジョブを再実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、ABEND ダンプを提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

978

説明: システムが以下のいずれかを処理しようとしたときに、エラーが
発生しました。
v STORAGE マクロ
v RC または RU 形式の FREEMAIN マクロ

システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 FREEMAIN マクロで解放しようとした仮想記憶域の区域
が、ダブルワード境界上にありません。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: マクロ展開を誤って変更するようなプログラム・
エラーがないか調べてください。プログラム・エラーを訂正してくださ
い。必要があれば、プログラムを変更して、要求する仮想記憶域の大き
さを減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

9C4

説明: システム・データ移動機能によって、異常終了が出されました。

レジスター 15 に、以下に示す理由コードのいずれかが入っています。
この異常終了とともにメッセージ ANTX5000E、ANTX5001E、または
ANTX5002E を受け取ることもあります。これらのメッセージには、こ
の異常終了コードに関連した情報が入っている可能性があります。

コード 説明

4 オペレーターが入力した CANCEL コマンド、またはセッシ
ョンを終了させたエラー条件によって、ANTMAIN アドレ
ス・スペースが再始動されました。 このセッションは、並
行コピー、FlashCopy、XRC、または PPRC のいずれかのセ
ッションです。 ANTMAIN アドレス・スペースにアクセス
しようとするプログラムはすべて、この異常終了条件で終了
します。終了したジョブの結果を調べて、ジョブが終了する
前にデータ移動が正常に行われたかどうか判断してくださ
い。データ移動が失敗した場合は、ジョブを再実行依頼して
ください。

8 ～ 100 XRC 機能が、原因を分離するために異常終了ダンプを必要
とするエラーを検出しました。理由コードが、特定のエラー

条件を分離するために利用できる特定の診断情報を示してい
ます。いずれの場合も、2 次ボリューム上のデータは、XRC

メッセージで報告されるように、既知の整合性のある状態で
保存されます。ダンプが生成されるのは、XRCTRAP 機能が
ON になっている場合だけです。

以下に、9C4 異常終了ダンプを生成する可能性のある構成タ
イプのエラーの一般的な理由コードを示します。

10 ストレージ管理からのレコードが見付かりません。

2C 2 次ボリュームへの書き込み中に無効なトラック形式
エラーが発生しました。

30

34 データ移動機能が、少なくとも指定されたタイムアウ
ト間隔の間、ストレージ管理から読み取っていない。
ストレージ管理セッションが取り消されました。この
ストレージ管理に関連したすべての XRC ボリュー
ム・ペアを再初期設定する必要があります。

38 ストレージ管理の論理エラーが発生した。

54 1 次ボリュームで標準外のレコード 0 が検出されまし
た。

上記の理由コードは、異常終了が生成された理由を示してい
ます。いずれの場合も、2 次ボリューム上のデータは、整合
性のある回復可能状態にあります。以下に、9C4 が発生する
理由のいくつかを示します。

v ボリュームが、NOCOPY を指定した XADDPAIR コマン
ドによって初期設定されましたが、ボリューム・コンテン
トが同一ではありませんでした。

v 2 次ボリュームが、データ移動機能以外の機能によって更
新されています。2 次ボリュームの更新操作はすべて、デ
ータ移動機能が行う必要があります。他の機能が 2 次ボ
リュームを読み取る場合はありますが、更新を行うことが
できるのはデータ移動機能だけです。

v 複数のデータ移動機能が 2 次ボリュームを更新しようと
しています。複数のデータ移動機能がデータを同じ 2 次
ボリュームにコピーすることは可能です。2 次ボリューム
の所有権を持つのは、1 つのデータ移動機能だけです。

v サブシステムで入出力が停止しました。1 次ストレージ制
御、2 次ボリューム、またはジャーナル・ボリュームで、
入出力がアクティブではありません。サブシステムが入出
力を受け入れないため、またはチャネル拡張環境での回線
障害のため、アクティビティーが停止される場合がありま
す。

v データ移動機能システムに保守が適用された後で、セッシ
ョンが再始動されました。ジャーナル、状態、または制御
データ・セットにおいて非互換性が存在する場合は、9C4

異常終了 (理由コードが 10 または 2C) が発生することが
あります。データ移動機能を開始または再始動する前に、
データ・セットが正しく割り振られたことを確認してくだ
さい。

システムの処置: システムは、異常終了条件が発生したタスクを異常終
了させます。

システム・プログラマーの応答: レジスター 15 に、異常終了が出され
た理由を説明するゼロ以外のリターン・コードが入っています。異常終
了エラーは、ハードウェアまたはソフトウェアが検出したエラーの結果
である場合があります。問題報告データベースを検索して、解決方法を
見付けてください。解決方法が見付からない場合は、IBM サポート・セ
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ンターに連絡してください。その際には、コンソール・ログ、ダンプ・
データ・セット、および LOGREC データ・セット・エラー・レコード
を提示してください。

データ移動機能は 9C4 異常終了を出して、問題診断のために環境を凍
結させ、そのエラーがデータ保全性エラーの結果発生したものではない
ことを確認します。

ほとんどの場合、エラーおよび指定されたエラー・レベルの結果とし
て、XRC は 1 つまたは複数のボリューム・ペアを延期します。ユーザ
ーは通常、XADDPAIR コマンドを出してこれらのボリューム・ペアを
セッションに返してから、これらを再同期することができます。場合に
よっては、XADDPAIR コマンドの前に MODIFY ANTAS001,RESTART

コマンドを出すことにより、失敗したデータ移動機能セッションを再作
成することが必要になります。

発行元: システム・データ移動機能 (ANT)

9C5

説明: NetView RODM の異常終了が発生しました。エラーを説明する
理由コードは、次のとおりです。

コード 説明

0 RODM が、メッセージ EKG132D に対する応答に基づいて
トランザクションを取り消しました。チェックポイントまた
は RODM 終了時に RODM で実行中のトランザクションが
まだある場合は、メッセージ EKG1326D が出されます。

システム処置: タスクが取り消されます。

33 RODM 内部エラーが発生しました。

システム処置: タスクが終了します。

システム・プログラマー応答: IBM サポート・センターに連
絡し、援助を求めてください。

9C6

説明: タスクまたは SRB ルーチンがグローバル・リソース逐次化ラッ
チ・マネージャー・サービスを呼び出したときに、エラーが発生しまし
た。

注:

1. このシステム・コードの説明で、要求側 という用語は、以下のいず
れかを行うためにラッチ・マネージャー呼び出し可能サービスを呼び
出すタスクまたは SRB ルーチンを指します。
v ラッチの所有権を要求する
v ラッチの所有権を取得するために、許可または保留されている要
求を解放する

2. ラッチ・マネージャー IDF で定義される等価記号の後には、それに
対応する数値が続いています。Latch_Obtain の呼び出しをコーディン
グするときは、等価記号と数値のどちらを指定しても構いません。た
とえば、『ISGLOBT_COND (値 1)』 は、等価記号
ISGLOBT_COND およびそれに対応する値 1 を示しています。

発行元: グローバル・リソース逐次化

GPR 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入っています。
xxxx は、内部情報を示します。

コード 説明

xxxx0001 ラッチ・マネージャー・サービスの呼び出し側
が、latch_set_token パラメーターに誤った値を指
定しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しません。

プログラマー応答: 以前の Latch_Create サービス
呼び出しで返された latch_set_token の値を指定し
てください。

xxxx0002 以下のいずれかが発生しました。

v Latch_Create サービスの呼び出し側が、
number_of_latches パラメーターに誤った値を指
定しました。この値は、非ゼロのフルワード整
数でなければなりません。

v Latch_Obtain サービスの呼び出し側が、
latch_number パラメーターに誤った値を指定し
ました。latch_number は、0 ～ (関連ラッチ・
セット内のラッチの数から 1 を引いた数) の
範囲内のフルワード整数でなければなりませ
ん。

システム処置: Latch_Create サービスの呼び出し
時にエラーが発生した場合は、システムはラッ
チ・セットを作成しません。Latch_Obtain サービ
スの呼び出し時にエラーが発生した場合は、ラッ
チ・マネージャーはラッチを取得しません。

プログラマー応答:

v Latch_Create サービスの呼び出し時にエラーが
発生した場合は、number_of_latches パラメータ
ーに非ゼロのフルワード整数を指定してくださ
い。

v Latch_Obtain サービスの呼び出し時にエラーが
発生した場合は、latch_number パラメーター
に、0 ～ (Latch_Create サービスの呼び出し時
に指定したラッチ数) の範囲にある値を指定し
てください。

xxxx0003 Latch_Obtain サービスの呼び出し側が、
obtain_option パラメーターに誤った値を指定しま
した。obtain_option パラメーターは、次のいずれ
かの値でなければなりません。

v ISGLOBT_SYNC (値 0)

v ISGLOBT_COND (値 1)

v ISGLOBT_ASYNC_ECB (値 2)

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: Latch_Obtain サービスの呼び
出し時に、上記の値の 1 つを obtain_option パラ
メーターに指定してください。

xxxx0004 Latch_Release サービスの呼び出し側が、
release_option パラメーターに誤った値を指定し
ました。release_option は、ISGLREL_UNCOND

(値 0) または ISGLREL_COND (値 1) でなけれ
ばなりません。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を解放しません。

プログラマー応答: Latch_Release サービスの呼び
出し時に、ISGLREL_UNCOND (値 0) または
ISGLOBT_COND (値 1) を release_option パラメ
ーターに指定してください。
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xxxx0005 ラッチ・マネージャー・サービスの呼び出し側
が、すべてのビットが 2 進ゼロである誤った
requestor_ID を指定しました。requestor_ID は、
すべてのビットが 2 進ゼロの値以外であれば任
意の値をとることができます。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しません。

プログラマー応答: すべてのビットが 2 進ゼロ
ではない requestor_ID を指定してください。

xxxx0006 Latch_Obtain サービスの呼び出し側が、
obtain_option に ISGLOBT_ASYNC_ECB を指定
し、すべてのビットが 2 進ゼロである
ECB_address を指定しました。obtain_option が
ISGLOBT_ASYNC_ECB のときは、ECB_address

は、イベント制御ブロック (ECB) を指す非ゼロ
のアドレスでなければなりません。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: 有効な ECB を指す
ECB_address を指定してください。

xxxx0007 Latch_Release サービスの呼び出し側が、
release_option に ISGLREL_UNCOND (値 0) を
指定しました。ラッチ・マネージャーは、元の
Latch_Obtain サービス呼び出し側にラッチの所有
権を与えませんでした。システムは、元の
Latch_Obtain 呼び出しで指定された ECB にポス
トしませんでした。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を解放しません。

プログラマー応答: Latch_Obtain の呼び出し側が
ラッチを取得したことを示すためにシステムが
ECB にポストするまで、待ってください。その
後、Latch_Release サービスを呼び出してラッチ
を解放してください。

xxxx0008 元の Latch_Obtain サービス呼び出し側がラッチ
を取得する前に、要求側が Latch_Release サービ
スを呼び出しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得することも解放することもしません。
Latch_Manager は、Latch_Release の呼び出し側に
リターン・コード 0 を返します。システムは、
Latch_Obtain の呼び出し側のリカバリー・ルーチ
ンに制御を渡します。

プログラマー応答: アプリケーション・コードを
調べて、正しいラッチ・トークンが
Latch_Release サービスの呼び出し側に渡された
かどうか確認してください。

xxxx0009 Latch_Release サービスの呼び出し側が、
release_option に ISGLREL_UNCOND (値 0) を
指定しました。ラッチ・マネージャーは、元の
Latch_Obtain サービス呼び出し側がラッチの取得
を待機して延期されているため、元の呼び出し側
にラッチの所有権を与えませんでした。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を解放しません。

プログラマー応答: アプリケーション・コードを
調べて、正しいラッチ・トークンが
Latch_Release サービスの呼び出し側に渡された
かどうか確認してください。

xxxx000A Latch_Release サービスの呼び出し側が、以下の
いずれかの latch_token を指定しました。

v 元の Latch_Obtain サービス呼び出しから返さ
れた latch_token と一致しない

v 以前に解放または除去されたラッチの
latch_token と一致する

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を解放しません。

プログラマー応答: Latch_Release の呼び出しで、
有効な latch_token と一致する latch_token を指
定してください。

xxxx000B 要求側が、入出力割り込み禁止および外部割り込
み禁止のときに、ラッチ・マネージャー・サービ
スを呼び出しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しない場合があります。

プログラマー応答: 入出力割り込みまたは外部割
り込みが可能であるときに、ラッチ・マネージャ
ー・サービスを呼び出してください。

xxxx000C 要求側が、24 ビットのアドレッシング・モード
であるときに、ラッチ・マネージャー・サービス
を呼び出しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しません。

プログラマー応答: 31 ビットのアドレッシン
グ・モードで実行されているときに、ラッチ・マ
ネージャー・サービスを再度呼び出してくださ
い。

xxxx000D 要求側が、ロックを保持しているときに、ラッ
チ・マネージャー・サービスを呼び出しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しない場合があります。

プログラマー応答: SETLOCK RELEASE マクロ
を出して、要求側が現在保持しているロックを解
放してください。

xxxx000E 要求側が、アクセス・レジスター (AR) アドレ
ス・スペース制御 (ASC) モードであるときに、
ラッチ・マネージャー・サービスを呼び出しまし
た。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しない場合があります。

プログラマー応答: 1 次 ASC モードで実行され
ているときに、ラッチ・マネージャー・サービス
を再度呼び出してください。

xxxx000F 次のいずれかです。

v 要求側が Latch_Release サービスを呼び出し、
latch_token パラメーターに誤った値を指定し
た。
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v ラッチ・マネージャー・サービスで内部エラー
が発生しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しない場合があります。

プログラマー応答: アプリケーション・コードを
調べて、正しいラッチ・トークンが
Latch_Release サービスの呼び出し側に渡された
かどうか確認してください。問題が繰り返し発生
する場合は、問題報告データベースを検索して、
問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターに連絡して
ください。

xxxx0010 要求側が、ラッチを取得するために、
Latch_Obtain サービスを呼び出しました。要求側
は現在延期されていて、ラッチを待っています。
ラッチ・セット・ジョブ・ステップ・タスク (ラ
ッチ・セットを作成したタスク) またはラッチ・
セット・アドレス・スペース (ラッチ・セットが
置かれているアドレス・スペース) が終了しよう
としているため、システムは要求側を終了させま
す。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: 必要なら、Latch_Create サー
ビスを呼び出して、新しいラッチ・セットを作成
してください。

xxxx0011 要求側が、ラッチ・セットを作成するために、
Latch_Create サービスを呼び出しました。システ
ムで許容されるラッチ・セットの最大数に達して
います。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッ
チ・セットを作成しません。

プログラマー応答: 不必要に多数のラッチ・セッ
トを作成しているプログラムを見付けてくださ
い。そのプログラムの問題を訂正してください。
問題が繰り返し発生する場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

xxxx0012 要求側が、create_option パラメーターに誤った値
を指定して、Latch_Create サービスを呼び出しま
した。create_option は、ISGLCRT_PRIVATE (値
0) の値をもつフルワード整数でなければなりま
せん。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッ
チ・セットを作成しません。

プログラマー応答: Latch_Create サービスの呼び
出しで、create_option に ISGLCRT_PRIVATE (値
0) を指定してください。

xxxx0013 Latch_Create サービスの呼び出しで、要求側が、
先頭文字がゼロまたはブランクである値を
latch_set_name パラメーターに指定しました。
latch_set_name には、任意の 48 バイトの 16 進
値を指定することができますが、先頭文字が 2

進ゼロまたは EBCDIC ブランクであってはなり
ません。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッ
チ・セットを作成しません。

プログラマー応答 : latch_set_name パラメーター
に、先頭文字が 2 進ゼロでなく EBCDIC ブラン
クでもない値を指定してください。

xxxx0014 ラッチ・マネージャー・サービスの呼び出し側
が、ラッチ・セット・ストレージへのアクセスを
許可しない PSW キーをもっています。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しません。

プログラマー応答: ラッチ・セットのストレー
ジ・キーと一致する PSW キーを使って、ラッ
チ・マネージャー・サービスを呼び出してくださ
い。

xxxx0015 ラッチ・マネージャー・サービスで内部エラーが
発生しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、要求さ
れた操作を実行しません。

プログラマー応答: 問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。

xxxx0016 システムは、特定のラッチ・セットのための十分
なストレージを取得できませんでした。汎用レジ
スター (GPR) 2 に、STORAGE OBTAIN マクロ
からのリターン・コードが入っています。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッ
チ・セットを作成しません。

プログラマー応答: エラーを診断するには、
OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler

Services Reference SET-WTO に記載されている
STORAGE OBTAIN マクロのリターン・コード
の説明を参照してください。

xxxx0017 要求側が、誤った access_option を指定して
Latch_Obtain サービスを呼び出しました。
access_option は、ISGLOBT_EXCLUSIVE (値 0)

または ISGLOBT_SHARED (値 1) の値をもつフ
ルワード整数でなければなりません。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: Latch_Obtain サービスの呼び
出しで、access_option に ISGLOBT_EXCLUSIVE

(値 0) または ISGLOBT_SHARED (値 1) を指定
してください。

xxxx0019 要求側が、ラッチを取得するために、
Latch_Obtain サービスを呼び出しました。システ
ムで許容される Latch_Obtain 要求の最大数に達
しています。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: ラッチを要求したり、保持さ
れているラッチまたはラッチ取得要求を解放した
りできるタスクまたは SRB ルーチンの限度ある
いは数を定めて、リソースの競合を減らすことを
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考慮してください。問題が繰り返し発生する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

xxxx0020 要求側が、ラッチを取得するために、
Latch_Obtain サービスを呼び出しました。ラッ
チ・マネージャーが Latch_Obtain 要求の処理を
完了する前に、要求側が終了しました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: 要求側がまだラッチへのアク
セスを必要としている場合は、Latch_Obtain サー
ビスを再度呼び出してください。

xxxx01yy 要求側が、ラッチを取得するために、
Latch_Obtain サービスを呼び出しました。システ
ムは、SUSPEND マクロを出そうとしたときにエ
ラーを検出しました。SUSPEND マクロからのリ
ターン・コード (yy) が、エラーの理由を示して
います。

コード (yy) 説明

8 SRB がコード X'47B' で
異常終了した後で、プログ
ラムが SRB から取得オプ
ション ISGLOBT_SYNC

(値 0) を指定して
Latch_Obtain サービスを呼
び出そうとしました。

C プログラムが、SUSPEND

出口内から取得オプション
ISGLOBT_SYNC (値 0)

を指定して Latch_Obtain

サービスを呼び出そうとし
ました。

20 SUSPEND 出口ルーチンで
エラーが発生しました。

22 システム・エラーが発生し
ました。

システム処置: ラッチ・マネージャーは、ラッチ
を取得しません。

プログラマー応答: SUSPEND マクロからのリタ
ーン・コードに応じて、以下のいずれかを行って
ください。

コード (yy) 処置

8 コード X'47B' で異常終了
した SRB から、取得オプ
ション ISGLOBT_SYNC

(値 0) を指定して
Latch_Obtain サービスを呼
び出そうと試みることがな
いように、プログラムを訂
正してください。

C SUSPEND 出口内から、取
得オプション
ISGLOBT_SYNC (値 0)

を指定して Latch_Obtain

サービスを呼び出そうと試
みることがないように、プ
ログラムを訂正してくださ
い。

20、22 問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付
けてください。修正が存在
しない場合は、IBM サポ
ート・センターに連絡して
ください。

SUSPEND マクロの詳細については、OS/390

MVS Programming: Authorized Assembler Services

Reference SET-WTO を参照してください。

9C7

説明: トークンを使用する RACROUTE 機能
(VERIFY、VERIFYX、TOKENBLD、TOKENMAP など) は、誤ったトー
クンが検出されると、異常終了 9C7 を出します。

異常終了 9C7 では、以下の理由コードが出されます。

コード 説明

01 STOKEN 域が小さすぎます。

02 TOKNIN 域が小さすぎます。

04 TOKNIN キーワードが欠落しています。

08 TOKNOUT キーワードが欠落しています。

0C TOKNOUT 域が小さすぎます。

10 VERSION=0 です。

14 USERID の長さが 8 を超えています。

18 PASSWORD の長さが 8 を超えています。

1C GROUPID の長さが 8 を超えています。

20 NEWPASSWORD の長さが 8 を超えています。

24 EXENODE の長さが 8 を超えています。

28 SUSERID の長さが 8 を超えています。

2C SNODE の長さが 8 を超えています。

30 SGROUP の長さが 8 を超えています。

34 TOKNOUT のバージョンが現行の最大バージョンを超えてい
ます。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ユーザー・エラーと考えられます。トークンのイ
ンターフェースが正しいか確認してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードを調べて、要求で正しいト
ークンを渡しているか確認してください。

発行元: 資源アクセス管理機能 (RACF)

9FB

説明: JES3 出力サービス・モジュール IATOSDR または IATOSPS

が、JES 書き込み機能またはオペレーター・コマンドを処理するため
に、MVS サービス・ルーチン (通常は SETPRT) を異常終了させまし
た。この完了コードは、プログラム障害を示すものではありません。
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システムの処置: システムは処理を継続します。

発行元: JES3

A00

説明: 入出力要求の処理で、アペンデージの実行中にチャネル実行プロ
グラム (EXCP) がエラーを検出しました。それぞれの X'A00' 異常終了
コードは、どのアペンデージにエラーがあるかを示す理由コードを伴い
ます。

コード 説明

1 プログラム制御割り込み (PCI) アペンデージ

2 入出力開始 (SIO) アペンデージ

3 エクステント終了 (EOE) アペンデージ

4 チャネル終了 (CHE) アペンデージ

5 異常終了 (ABE) アペンデージ

6 呼び出し側のページ固定アペンデージ

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は、Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込み、SNAP ダン
プを出します。

プログラマーの応答: 入出力操作に EXCP が使用されている場合は、
これは、理由コードで示されたアペンデージでのエラーです。アペンデ
ージを修正して、ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し発生
する場合は、ABEND ダンプを要求してジョブを再実行してから、シス
テム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: ダンプの中で、現行タスクのタスク制
御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールド
を見てください。TCBEXCPD は EXCP デバッグ域 (XDBA) を指して
います。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入って
います。どのアペンデージがアクティブであったかを調べるには、
EXCP/EXFR FRR パラメーター域の XFRR データ域に関するマイクロ
フィッシュのマッピングを見てください。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、Logrec データ・セット・エラー・レコード、ジョブの JCL、お
よび SNAP ダンプを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

A03

説明: タスクが、RETURN マクロを出すか、またはレジスター 14 の
戻りアドレスにブランチすることによって、正常終了しようとしまし
た。しかし、以下のいずれかの理由で、このタスクでは処理を終了する
準備ができていません。

v このタスクがタスク生成した 1 つまたは複数のサブタスクが終了し
ていない。

v このタスクが、以前にイベント制御ブロック (ECB) オプションを指
定してタスク生成したサブタスクを切り離していない。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーまたはアプリケーショ
ン・プログラマーから SVC ダンプを求められた場合は、以下の SLIP

トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=A03,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時にダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラップを設
定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。

2. ダンプの内容を調べて、内容ディレクトリー項目 (CDE) または関連
RB の PRBRSV フィールドから、異常終了したモジュールを識別し
てください。

3. モジュールがインストール先で用意したプログラムである場合は、プ
ログラムを変更して、タスクが終了する前にそのタスクのすべてのサ
ブタスクが終了するようにしてください。タスクでサブタスクの終了
を判別するには、サブタスクを開始する ATTACH マクロにイベント
制御ブロック (ECB) オペランドを指定し、その後、ECB (サブタス
クの終了を表す) を指定した WAIT マクロを出します。

ATTACH マクロに ECB オプションを指定した場合は、サブタスク
が終了していることを示す通知を受け取った後ただちに、そのサブタ
スクを切り離す必要があります。この処理を正しく行わないと、この
異常終了が発生することになります。

WAIT マクロを出していて、すべてのサブタスクが終了しているこ
とが ECB によって示された場合は、WAIT マクロまたは ECB を誤
って変更しているプログラム・エラーがないか調べてください。

訂正した後、プログラムを再コンパイルしてください。ジョブ・ステ
ップを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: モジュールが IBM プログラムである
場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくだ
さい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、ダンプを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

A05

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラー
を説明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 解放するシステム・キュー域 (SQA) ストレージが、フリ
ー・ストレージにオーバーラップしています。

08 解放する共通サービス域 (CSA) ストレージが、フリー・ス
トレージにオーバーラップしています。

0C 解放するローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージ
が、フリー・ストレージにオーバーラップしています。

10 解放する専用領域のストレージが、フリー・ストレージにオ
ーバーラップしています。

14 解放する CSA の一部が固定されています。

18 解放する専用記憶域の一部が固定されています。

1C 解放する専用記憶域が、仮想域内データ・オブジェクトに関
連付けられています。

20 解放する専用記憶域が、IARSUBSP IDENTIFY 要求で指定さ
れており、サブスペースへの割り当てに適格です。

24 タスクまたはサービス要求ブロック (SRB) ルーチンが、フ
リー・ストレージにオーバーラップしている SQA ストレー
ジ、または複数の要求によって取得された SQA ストレージ
を解放しようとしました。

28 タスクまたは SRB ルーチンが、フリー・ストレージにオー
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バーラップしている CSA ストレージ、または複数の要求に
よって取得された CSA ストレージを解放しようとしまし
た。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v FREEMAIN オペランドで、解放しようとしているサブプールまたは
キーとは異なるサブプールまたはキー (あるいはその両方) を指定し
ないようにしてください。

v FREEMAIN 要求に指定したタスク制御ブロック (TCB) が、対応する
GETMAIN 要求に指定した TCB と同じになるようにしてください。

v 監視プログラム状態およびキー 0 で実行されている呼び出し側が元
の GETMAIN 要求を出した場合は、対応する FREEMAIN 要求も、
監視プログラム状態およびキー 0 で出すようにしてください。

監視プログラム状態およびキー 0 にある呼び出し側が、サブプール
0 または 250 にあるストレージを要求すると、システムは、異なる
サブプールにあるストレージによってその要求を満足させます。これ
については、OS/390 MVS Diagnosis: Reference で説明しています。

v ストレージがサブスペースへの割り当てに適格である場合は、そのス
トレージの解放を試みる前に、IARSUBSP UNIDENTIFY 要求でスト
レージ範囲を指定することにより、そのストレージを不適格にしてく
ださい。

v FREEMAIN のマクロ展開を誤って変更するようなプログラム・エラ
ーがないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

A06

説明: LINK(X)、LOAD、XCTL(X)、または ATTACH(X) マクロ命令の
処理中に、エラーが検出されました。

コード 説明

04 要求ブロック (RB) で、逐次再使用可能プログラムを要求し
ています。このタスクに関連した別の RB が同じプログラム
を要求しましたが、その要求はまだ満足されていません。

システムの処置: マクロに ERRET が指定されていなければ、タスクは
終了します。システムはメッセージ CSV000I を出します。システムは
ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: プログラムを変更して、逐次再使用可能ロード・
モジュールに対して LINK(X)、LOAD、XCTL(X)、または ATTACH(X)

マクロを出す前に、そのロード・モジュールが実行されるまで待つよう
にしてください。訂正後、ジョブ・ステップを再コンパイルして再実行
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、ジョブ・ログ内のメッセージを見て、そのメ
ッセージに対するシステム・プログラマー応答を参照してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプおよび
ジョブのソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

A0A

説明: システムが R 形式の FREEMAIN マクロを処理しようとしたと
きに、エラーが発生しました。システム診断作業域 (SDWA) の
SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが入っていま
す。

コード 説明

04 解放するシステム・キュー域 (SQA) ストレージが、フリ
ー・ストレージにオーバーラップしています。

08 解放する共通サービス域 (CSA) ストレージが、フリー・ス
トレージにオーバーラップしています。

0C 解放するローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージ
が、フリー・ストレージにオーバーラップしています。

10 解放する専用領域のストレージが、フリー・ストレージにオ
ーバーラップしています。

14 解放する CSA の一部が固定されています。

18 解放する専用記憶域の一部が固定されています。

1C 解放する専用記憶域が、仮想域内データ・オブジェクトに関
連付けられています。

20 解放する専用記憶域が、IARSUBSP IDENTIFY 要求で指定さ
れており、サブスペースへの割り当てに適格です。

24 タスクまたはサービス要求ブロック (SRB) ルーチンが、フ
リー・ストレージにオーバーラップしている SQA ストレー
ジ、または複数の要求によって取得された SQA ストレージ
を解放しようとしました。

28 タスクまたは SRB ルーチンが、フリー・ストレージにオー
バーラップしている CSA ストレージ、または複数の要求に
よって取得された CSA ストレージを解放しようとしまし
た。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v FREEMAIN オペランドで、解放しようとしているサブプールまたは
キーとは異なるサブプールまたはキー (あるいはその両方) を指定し
ないようにしてください。

v FREEMAIN 要求に指定したタスク制御ブロック (TCB) が、対応する
GETMAIN 要求に指定した TCB と同じになるようにしてください。

v 監視プログラム状態およびキー 0 で実行されている呼び出し側が元
の GETMAIN 要求を出した場合は、対応する FREEMAIN 要求も、
監視プログラム状態およびキー 0 で出すようにしてください。

監視プログラム状態およびキー 0 にある呼び出し側が、サブプール
0 または 250 にあるストレージを要求すると、システムは、異なる
サブプールにあるストレージによってその要求を満足させます。これ
については、OS/390 MVS Diagnosis: Reference で説明しています。

v ストレージがサブスペースへの割り当てに適格である場合は、そのス
トレージの解放を試みる前に、IARSUBSP UNIDENTIFY 要求でスト
レージ範囲を指定することにより、そのストレージを不適格にしてく
ださい。

v FREEMAIN のマクロ展開を誤って変更するようなプログラム・エラ
ーがないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)
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A13

説明: 磁気テープ上のデータ・セットに対して OPEN マクロ命令を処
理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コードと
一緒に、メッセージ IEC151I が出されます。終了したタスクに関する詳
しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセ
ージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC151I の説明
を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC151I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

A14

説明: 直接アクセス装置上のデータ・セットに対して CLOSE マクロ命
令を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コ
ードと一緒に、メッセージ IEC216I が出されます。終了したタスクに関
する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード
(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC216I

の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC216I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

A1A

説明: カタログ・アドレス・スペース (CAS) 変更タスクが、処理のた
めに割り当てられている時間を超過したため、異常終了しました。この
タスクは、永続的に使用不可の何らかのシステム・リソースを待ってい
た可能性があります。

システムの処置: システムは、新しいタスクを生成して、この変更機能
を復元します。

発行元: DFSMSdfp

A22

説明: 以下のいずれかの理由で、FORCE コマンドがジョブの取り消し
を要求しました。

v CANCEL コマンドがジョブを取り消すことができなかった。

v システムがデッドロック状態にあった。たとえば、2 つのタスクが、
デキューの介在なしに 1 つのリソースについてエンキューされてい
た。

v インストール先で定められている手順にジョブが違反した。

おそらく、ジョブ自身にはまったく誤りがないと考えられます。

システムの処置: システムは、ジョブに関連したアドレス・スペースを
終了させます。さらに、そのアドレス・スペースで実行中のすべてのタ
スクを終了させます。

プログラマーの応答: オペレーターがジョブを取り消した理由を調べ
て、必要な訂正があれば、それを行ってください。必要ならば、オペレ
ーターが確実に CANCEL jjj ,DUMP コマンドを入力したことを確認し
た上で、ジョブを再実行してください。

発行元: 再構成

A23

説明: システムが、通信タスク (COMMTASK) から出されたマクロ命
令を処理しようとしました。誤ったアドレスが指定されていたため、エ
ラーが発生しました。

システムの処置: システムは、問題に関するメッセージを出します。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。エラーが繰り返し
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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

A37

説明: ボリュームの終わり処理で、エラーが発生しました。このシステ
ム完了コードと一緒に、メッセージ IEC015I が出されます。終了したタ
スクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・
コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ
IEC015I の説明を参照してください。

オペレーターの応答: 汎用トレース機能 (GTF) によるトレースを開始
して、問題を再現します。メッセージ AHL100A に以下のように応答し
てください。

TRACE=SYS,USR,SLIP

誤りのあるデータ・セットの DD ステートメントに、以下のように指定
してください。

DCB=DIAGNS=TRACE

プログラマーの応答: メッセージ IEC015I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの SYSOUT 出力およ
びプログラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

A78

説明: システムが RU または RC 形式の FREEMAIN マクロ、または
STORAGE RELEASE マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生
しました。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、
エラーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明
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04 解放するシステム・キュー域 (SQA) ストレージが、フリ
ー・ストレージにオーバーラップしています。

08 解放する共通サービス域 (CSA) ストレージが、フリー・ス
トレージにオーバーラップしています。

0C 解放するローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージ
が、フリー・ストレージにオーバーラップしています。

10 解放する専用領域のストレージが、フリー・ストレージにオ
ーバーラップしています。

14 解放する CSA の一部が固定されています。

18 解放する専用記憶域の一部が固定されています。

1C 解放する専用記憶域が、仮想域内データ・オブジェクトに関
連付けられています。

20 解放する専用記憶域が、IARSUBSP IDENTIFY 要求で指定さ
れており、サブスペースへの割り当てに適格です。

24 タスクまたは SRB ルーチンが、フリー・ストレージにオー
バーラップしている SQA ストレージ、または複数の要求に
よって取得された SQA ストレージを解放しようとしまし
た。

28 タスクまたは SRB ルーチンが、フリー・ストレージにオー
バーラップしている CSA ストレージ、または複数の要求に
よって取得された CSA ストレージを解放しようとしまし
た。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 理由コードが X'1C' の場合は、プログラムで、FREEMAIN または
STORAGE RELEASE 要求を出す前に DIV UNIDENTIFY 要求を出す
ようにしてください。

v 理由コードが X'24' または X'28' の場合は、FREEMAIN または
STORAGE RELEASE マクロに指定した開始アドレス、長さ、および
サブプールに誤りがないようにしてください。

v FREEMAIN または STORAGE RELEASE のオペランドで、解放しよ
うとしているサブプールまたはキーとは異なるサブプールまたはキー
(あるいはその両方) を指定しないようにしてください。

v FREEMAIN または STORAGE RELEASE 要求に指定したタスク制御
ブロック (TCB) が、対応する GETMAIN または STORAGE

OBTAIN 要求に指定した TCB と同じになるようにしてください。

v 監視プログラム状態およびキー 0 で実行されている呼び出し側が元
の GETMAIN または STORAGE OBTAIN 要求を出した場合は、対
応する FREEMAIN または STORAGE RELEASE 要求も、監視プロ
グラム状態およびキー 0 で出すようにしてください。

監視プログラム状態およびキー 0 にある呼び出し側が、サブプール
0 または 250 にあるストレージを要求すると、システムは、異なる
サブプールにあるストレージによってその要求を満足させます。これ
については、OS/390 MVS Diagnosis: Reference で説明しています。

v ストレージがサブスペースへの割り当てに適格である場合は、そのス
トレージの解放を試みる前に、IARSUBSP UNIDENTIFY 要求でスト
レージ範囲を指定することにより、そのストレージを不適格にしてく
ださい。

v FREEMAIN または STORAGE RELEASE のマクロ展開を誤って変更
するようなプログラム・エラーがないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

A7A

説明: システムが、サービス・プロセッサー・インターフェースの呼び
出し側からの入力にエラーを検出したか、または、MVS における内部
エラーを検出しました。レジスター 15 に、X'0000xxrr' のフォーマット
で理由コードが入っています。rr が理由コードです。

コード 説明

06 サービス・プロセッサー・インターフェースが、リカバリー
環境を確立できません。

その他 サービス・プロセッサー・インターフェースが、回復不能エ
ラーを検出しました。

システムの処置: システムは、サービス・プロセッサー・インターフェ
ースの呼び出し側を異常終了させます。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'06' の場合は、システ
ムがリカバリー環境を確立できなかった原因を判別してください。この
原因を判別できない場合、または理由コードが上記以外の場合は、問題
報告データベースを検索して、修正を見付けてください。修正が存在し
ない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: サービス・プロセッサー・インターフェース

AC4

説明: JES3 が、ABEND=YES を指定した (またはデフォルトで
ABEND= YES となる) IATXCNDB サービス呼び出しの処理中に、エラ
ーを検出しました。異常終了の理由コードによって、エラーが識別され
ます。

コード 説明

00 操作は、正常に実行されました。

04 要求された OPERATION は、IATXCNDB マクロではサポー
トされません。

08 無効な IATXCNDB パラメーター・リストが IATCNDB モ
ジュールに渡されました。パラメーター・リスト内の目印が
’YCNDB ’ ではありません。

0C 無効な IATXCNDB パラメーター・リストが IATCNDB モ
ジュールに渡されました。パラメーター・リスト内のバージ
ョン標識が、現行バージョンと同じではありません。

10 IATXCNDB INITIALIZE サービスに渡された入力
IATYCNDB (INCNDB パラメーター) が、目印として
’CNDB’ を持っていませんでした。

14 コンソール ID とコンソール名のパラメーターが
INITIALIZE サービスに渡されました。これらのパラメータ
ーは、同時には使用できません。

18 IATXCNDB INITIALIZE 操作による CONVCON の呼び出し
から、エラー・リターン・コード (>4) が返されました。

1C IATYCNDB は正常に初期設定されましたが、INITIALIZE ル
ーチンに渡されたコンソール名 / コンソール ID が JES3 コ
ンソール・テーブル内で見付かりませんでした。IATYCNDB

は、″非 JES3″ というコンソール・タイプ、および
IATXCNDB 呼び出し時に渡され、MCS によって返されたコ
ンソール ID とコンソール名を使用して初期設定されていま
す。

20 IATXCNDB TRANSFER サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。
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24 IATXCNDB TRANSFER サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

28 IATXCNDB TRANSFER サービスに渡された出力
IATYCNDB (OUTCNDB パラメーター) アドレスがゼロでし
た。

2C VERIFY サービスに渡された IATYCNDB が、目印として
’CNDB’ を持っていませんでした。

30 IATXCNDB サービス VERIFY 操作による CONVCON の呼
び出しから、エラー・リターン・コード (>4) が返されまし
た。

34 IATYCNDB は、現行リリース・レベルの IATYCNDB に正
常に変換されましたが、下位レベルの CNDB 内のコンソー
ル名が JES3 コンソール・テーブル内で見付かりませんでし
た。IATYCNDB は、″非 JES3″ というコンソール・タイ
プ、および MCS によって返されたコンソール ID を使用し
て初期設定されています。

38 IATXCNDB TRANSCONSID サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

3C IATXCNDB TRANSCONSID サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

40 IATXCNDB TRANSCONSID サービスに渡された出力
IATYCNDB (OUTCNDB パラメーター) アドレスがゼロでし
た。

44 IATXCNDB TRANSROUT サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

48 IATXCNDB TRANSROUT サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

4C IATXCNDB TRANSROUT サービスに渡された出力
IATYCNDB (OUTCNDB パラメーター) アドレスがゼロでし
た。

50 IATXCNDB EXTRACTCONSID サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

54 IATXCNDB EXTRACTCONSID サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

58 IATXCNDB EXTRACTCONSID サービスに渡された
OUTCONSID アドレスがゼロでした。

5C IATXCNDB EXTRACTCONSNAME サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

60 IATXCNDB EXTRACTCONSNAME サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

64 IATXCNDB EXTRACTCONSNAME サービスに渡された
OUTCONSNAME アドレスがゼロでした。

68 IATXCNDB EXTRACTCONSTYPE サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

6C IATXCNDB EXTRACTCONSTYPE サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

70 IATXCNDB EXTRACTCONSTYPE サービスに渡された
OUTCONSTYPE アドレスがゼロでした。

74 IATXCNDB EXTRACTROUT サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

78 IATXCNDB EXTRACTROUT サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

7C IATXCNDB EXTRACTROUT サービスに渡された
OUTROUT アドレスがゼロでした。

80 IATXCNDB UPDATE サービスに渡された入力 IATYCNDB

(CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

84 IATXCNDB UPDATE サービスに渡された入力 IATYCNDB

(CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’ を持ってい
ませんでした。

88 CONSID パラメーターと CONSNM パラメーターを
IATXCNDB サービス UPDATE 操作に渡そうとしました。
これらのパラメーターは、同時には使用できません。

8C IATXCNDB UPDATE 操作による CONVCON の呼び出しか
ら、エラー・リターン・コード (>4) が返されました。

90 IATYCNDB は正常に更新されましたが、UPDATE ルーチン
に渡されたコンソール名 / コンソール ID が JES3 コンソー
ル・テーブル内で見付かりませんでした。IATYCNDB は、″

非 JES3″ というコンソール・タイプ、および IATXCNDB

呼び出し時に渡され、MCS によって返されたコンソール ID

とコンソール名を使用して初期設定されています。

94 IATXCNDB RESET サービスに渡された入力 IATYCNDB

(CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

98 IATXCNDB RESET サービスに渡された入力 IATYCNDB

(CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’ を持ってい
ませんでした。

A8 IATXCNDB EXTRACTCART サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) アドレスがゼロでした。

AC IATXCNDB EXTRACTCART サービスに渡された入力
IATYCNDB (CNDB パラメーター) が、目印として ’CNDB’

を持っていませんでした。

B0 IATXCNDB EXTRACTCART サービスに渡された
OUTROUT アドレスがゼロでした。

システムの処置: IATXCNDB 要求の処理は終了します。

システム・プログラマーの応答: エラーを判別するには、次のようにし
てください。

1. JES3 メインタスクから呼び出された場合は、IATXCNDB マクロに
関する ACALL および RETURN トレース項目を見付けてくださ
い。

2. ACALL トレース項目のレジスター 1 に、IATXCNDB マクロで使用
されたパラメーター・リストのアドレスが入っています。このパラメ
ーター・リストは、IATXCNDB MF=L 呼び出しから生成された
DSECT によってマップされています。

3. トレース・テーブルを使用して、IATXCNDB マクロを出したモジュ
ールを見付けてください。トレース・テーブル内の ACALL 項目の
レジスター 14 に戻りアドレスが入っており、レジスター 10 に基底
レジスターが入っています。

4. ユーザーのアドレス・スペースから IATXCNDB が呼び出された場
合は、呼び出し側は、IATXCNDB マクロから BASSM R14,R15 を
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出しました。その場合は、IATCNDB によって、’BAKR R14,R0’ を
介してレジスターがリンケージ・スタックに保管されました。

5. 異常終了の理由コードを使用して、エラーの原因を識別してくださ
い。

6. IATXCNDB マクロを出したモジュール内のパラメーター・リストを
訂正してください。

発行元: JES3

AC5

説明: RACF がデータ共用機能またはシスプレックス通信機能を内部処
理しているときに、予期しないエラーが検出されました。レジスター 15

に、16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

03 ストレージを取得しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。

05 ストレージを解放しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。

07 IXCJOIN の後、「グループ・データ・セット名および範囲」
テーブルが受け取られる前に、他のすべてのメンバーがデー
タ共用グループから出ました。これが起こる可能性があるの
は、ユーザーがシステムを IPL しているときに、グループ
内の他のすべてのシステムが同時に再 IPL されていた場合
です。その場合は、ユーザーのシステムを再 IPL してくだ
さい。それ以外の場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。

08 シスプレックス通信の処理中に、XCF サービスが失敗しま
した。

0F XCF サービスが失敗しました。RACF は、RACF データ共
用アドレス・スペースの再始動を試行します。

10 この異常終了が発生するのは、データ共用モードのシステム
が、他の何らかのエラーが発生したためにフェールソフト・
モードに置かれたときです。

nn 内部 RACF エラーが発生しました。IBM サポート・センタ
ーに連絡してください。

システムの処置: いずれの場合も、ダンプがとられます。RACF データ
共用アドレス・スペースで異常終了が発生した場合は、そのアドレス・
スペースが再始動されます。マスター・アドレス・スペースで異常終了
が発生した場合は、システムはフェールソフト・モードに入ります。

プログラマーの応答: マスター・アドレス・スペースで異常終了が発生
した場合は、RACF を再びアクティブにするために、システムを再 IPL

する必要があります。必要なら、プログラミング・サポート要員に連絡
してください。

AC6

説明: IMS は、ある MVS タスクから別の MVS タスクを強制的に終
了させるときに、このコードを使用します。以下に示す 2 つの状態で、
これが起こります。

1. ESTAE ルーチンが、システム内の異常終了のため、制御を取得しま
した。異常終了したタスク (ESTAE) は、ログ・バッファーを除去し
ようと試み、物理ログ・タスクに自身の意向を伝えるシグナルを送り
ます。ESTAE タスクが 1 秒以内に応答を受信しない場合は、物理
ログ・タスクがこの異常終了コードで終了し、ログ・バッファーが除
去されます。

2. ILS のこのインスタンスに必須の DBRC インスタンスが終了しまし
た。異常終了した DBRC に依存している残りのすべての ILS イン
スタンスは、その DBRC を待ち、理由コード X'01' で異常終了しま
す。

システムの処置: IMS は終了を継続します。

システム・プログラマーの応答: 失敗の 1 次原因を判別し、適切な処
置をとってください。

AC7

説明: 監視プログラム・サービスが、誤った環境で出されました。レジ
スター 15 に、16 進数の理由コードが入っています。

システムの処置: システムは、現行の作業単位を終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて応答してください。

コード 説明 / プログラマーの応答

00000000 説明: タイマー・キュー・エレメント (TQE) エ
ンキュー・サービスの呼び出し側が、ディスパッ
チャー・ロックを保持していませんでした。

処置: TQE エンキュー・サービスを呼び出す前に
ディスパッチャー・ロックを取得するように、プ
ログラムを訂正してください。

00000001 説明: TQE デキュー・サービスの呼び出し側が、
ディスパッチャー・ロックを保持していませんで
した。

処置: TQE デキュー・サービスを呼び出す前にデ
ィスパッチャー・ロックを取得するように、プロ
グラムを訂正してください。

00000002 説明: STIMER/STIMERM サービスが、
STIMER/STIMERM WAIT 要求を処理していると
きに、エラーを検出しました。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00000003 説明: 追加したい TQE がすでに実 TQE キュー
にあるため、TQE に対するエンキュー要求が失
敗しました。この TQE によって表された元の
STIMER または SETDIE 要求は行われません。
この理由コードの場合、レジスター 2 に、タイ
マー・サービスの呼び出し側のアドレスが入って
います。

処置: 同一の TQE を 2 回スケジュールすること
のないように、プログラムを訂正してください。

00000004 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00000005 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00010000 説明: IEAMCPUF マクロが、使用可能な呼び出
し側によって出されました。

処置: 使用不可状態での実行中に IEAMCPUF が
出されるように、プログラムを訂正してくださ
い。
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00020000 説明: 類似性サービス IEAAFFN が、アクセス・
レジスター (AR) モードの呼び出し側によって呼
び出されました。

処置: IEAAFFN が 1 次 ASC モードで呼び出さ
れるように、プログラムを訂正してください。

00020001 説明: 類似性サービス IEAAFFN が、呼び出し側
のパラメーター・リストが入っているストレージ
にアクセスできませんでした。

処置: 呼び出し側のパラメーター・リストが入っ
ているストレージがアクセス可能になるように、
プログラムを訂正してください。

00030000 説明: 名前 / トークン呼び出し可能サービス
IEANTCRS または IEANTDLS が、呼び出し側の
パラメーター・リストが入っているストレージま
たはパラメーター・ストレージにアクセスできま
せんでした。

処置: 呼び出し側のパラメーター・リストが入っ
ているストレージまたはパラメーター・ストレー
ジがアクセス可能になるように、プログラムを訂
正してください。

00030001 説明: 名前 / トークン呼び出し可能サービス
IEANTCRS または IEANTDLS が、呼び出し側の
ホーム・アドレス・スペースにアクセスできませ
んでした。

処置: 要求を再試行してください。

00030002 説明: 名前 / トークン・ペア呼び出し可能サービ
ス IEANTDLS が、内部エラーを検出しました。

処置: 要求を再試行してください。

00040000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00040001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00040002 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00040003 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00040004 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00040005 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00050000 説明: SCHEDIRB マクロの呼び出し側が、ローカ
ル・ロックを保持していませんでした。

処置: SCHEDIRB マクロを呼び出す前にローカ
ル・ロックを保持するように、プログラムを訂正
してください。

00050001 説明: プログラムが SCHEDIRB マクロを呼び出
しましたが、次のいずれかのエラーが発生しまし
た。

v 呼び出し側のクロス・メモリー・モードが、必
要な HASN=PASN でなかった。

v 呼び出し側の ASC モード AR は正しいが、
AR1 に 1 次 ALET が入っていない。

処置: クロス・メモリー・モードが HASN=PASN

または PASN=HASN になるように、プログラム
を訂正してください。

00050002 説明: SCHEDIRB マクロの呼び出し側が、SRB

モードにあるときに、指示された割り込み要求ブ
ロック (IRB) をスケジュールするために RBPTR

キーワードを指定しました。呼び出し側のプログ
ラムは、SRB モードでは、指示された IRB をス
ケジュールできません。

処置: SCHEDIRB マクロで RBPTR キーワード
を指定して、指示された IRB をスケジュールし
たい場合は、プログラムが SRB モードにならな
いように、プログラムを訂正してください。

00050003 説明: SCHEDIRB マクロの呼び出し側が、
TCBPTR キーワードで、誤ったタスク制御ブロッ
ク (TCB) アドレスを指定しました。

処置: SCHEDIRB マクロの TCBPTR キーワード
で有効な TCB アドレスを指定するように、プロ
グラムを訂正してください。

00050004 説明: SCHEDIRB マクロの呼び出し側が、
IQEPTR キーワードで、誤った割り込みキュー・
エレメント (IQE) アドレスを指定しました。

処置: SCHEDIRB マクロの IQEPTR キーワード
で有効な IQE アドレスを指定するように、プロ
グラムを訂正してください。

00050005 説明: SCHEDIRB マクロの呼び出し側が、指示さ
れた IRB を現行タスクにスケジュールしまし
た。しかし、現行タスクはエラー・タスクであ
り、エラー IRB がアクティブです。

処置: 現行タスクがエラー・タスクであり、エラ
ー IRB がアクティブである場合は、SCHEDIRB

で RBPTR キーワードを指定しないように、プロ
グラムを訂正してください。

00050006 説明: SCHEDIRB マクロの呼び出し側が、無効な
TCB を指している IQETCB フィールドを持つ
IQE を指定しました。

処置: IQE の IQETCB フィールドに有効な TCB

アドレスを指定するように、プログラムを訂正し
てください。

00060000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00070000 説明: 要求ブロック (RB) チェーンが循環してい
るか、または RB チェーンに非常に多数の RB

があります。

処置: これはおそらくループが原因で、そのため
多数の RB が作成されました。問題の原因が判
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別できない場合は、問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。

00080000 説明: IEAMSCHD マクロの呼び出しバージョン
が、サービス・ルーチンのこのレベルではサポー
トされていません。

処置: このサービスを使用するためには、少なく
とも MVS/ESA SP 5.2 のレベルでなければなり
ません。

00080001 説明: IEAMSCHD の TARGETSTOKEN キーワ
ードで指定されたスペース・トークンが無効で
す。

処置: 有効なアドレス・スペース・トークンを指
定して、要求を再試行してください。

00080002 説明: IEAMSCHD で指定されたエンクレーブ・
トークンが、有効なトークンではありませんでし
た。

処置: 有効なエンクレーブ・トークンを指定し
て、要求を再試行してください。

00080003 説明: IEAMSCHD の FEATURE キーワードで
CRYPTO が指定されましたが、統合暗号機能が
オンラインになっているプロセッサーがありませ
ん。

処置:

00080004 説明: DIE ルーチンが、SRB をスケジュールす
るために、PRIORITY=CURRENT を指定して
IEAMSCHD を出しました。

処置: DIE ルーチンが IEAMSCHD で
PRIORITY=CURRENT を指定しないように、プ
ログラムを訂正してください。

00080005 説明: IEAMSCHD の PURGESTOKEN キーワー
ドで指定されたスペース・トークンが無効です。

処置: 有効な PURGESTOKEN トークンを指定し
て、要求を再試行してください。

00080006 説明: IEAMSCHD の CLIENTSTOKEN キーワー
ドで指定されたスペース・トークンが無効です。

処置: 有効な CLIENTSTOKEN を指定して、要
求を再試行してください。

00080007 説明: IEAMSCHD のパラメーター・リストが、
ユーザーの 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。

処置: パラメーター・リストがアドレス可能にな
るように、プログラムを訂正してください。

00080009 説明: IEAMSCHD の呼び出し側が SYNCH=YES

を指定しましたが、ロックを保持していました。

処置: IEAMSCHD で SYNCH=YES を指定する
ときに、ロックが保持されていないことを確認し
てください。

00090000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00090001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00090002 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00090003 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000A0000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000B0000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000C0000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000C0001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000D0000 説明: SCHEDULE マクロが循環 SRB チェーン
を検出しました。SCHEDULE マクロが SRB に
対して 2 回以上出されたことが理由であると考
えられます。

処置: SRB がディスパッチされる前にプログラム
が SRB に対して SCHEDULE を出さないように
してください。汎用レジスター 3 が SRB を指
しています。

000D0001 説明: PURGEDQ マクロが循環 SRB チェーンを
検出しました。SCHEDULE マクロが SRB に対
して 2 回以上出されたことが理由であると考え
られます。

処置: SRB がディスパッチされる前にプログラム
が SRB に対して SCHEDULE を出さないように
してください。汎用レジスター 3 が SRB を指
しています。

000D0002 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000D0003 説明: SCHEDULE マクロが無効な SRB を検出
しました。SCHEDULE マクロが SRB に対して
2 回以上出されたことが理由であると考えられま
す。

処置: SRB がディスパッチされる前にプログラム
が SRB に対して SCHEDULE を出さないように
してください。SRB と関連 WEB が LOGREC

に記録されています。

000E0000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。
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000E0001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

000F0000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00100000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00100001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00110000 説明: Begin_Context サービスの呼び出しで、パ
ラメーターが 1 次アドレス・スペースに入って
いません。システムは、サービス呼び出しを拒否
します。システムは、呼び出し側のプログラムを
異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00110001 説明: Begin_Context サービスの呼び出しで、パ
ラメーターがアドレス可能ではありません。シス
テムは、サービス呼び出しを拒否します。システ
ムは、呼び出し側のプログラムを異常終了させま
す。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00120000 説明: Delete_Context_Interest サービスの呼び出し
で、パラメーターが 1 次アドレス・スペースに
入っていません。システムは、サービス呼び出し
を拒否します。システムは、呼び出し側のプログ
ラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00120001 説明: Delete_Context_Interest サービスの呼び出し
で、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。システムは、サービス呼び出しを拒否しま
す。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00130000 説明: Express_Context_Interest サービスの呼び出
しで、パラメーターが 1 次アドレス・スペース
に入っていません。システムは、サービス呼び出
しを拒否します。システムは、呼び出し側のプロ
グラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00130001 説明: Express_Context_Interest サービスの呼び出

しで、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。システムは、サービス呼び出しを拒否しま
す。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00140000 説明: End_Context サービスの呼び出しで、パラ
メーターが 1 次アドレス・スペースに入ってい
ません。システムは、サービス呼び出しを拒否し
ます。システムは、呼び出し側のプログラムを異
常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00140001 説明: End_Context サービスの呼び出しで、パラ
メーターがアドレス可能ではありません。システ
ムは、サービス呼び出しを拒否します。システム
は、呼び出し側のプログラムを異常終了させま
す。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00150000 説明: Switch_Context サービスの呼び出しで、パ
ラメーターが 1 次アドレス・スペースに入って
いません。システムは、サービス呼び出しを拒否
します。システムは、呼び出し側のプログラムを
異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00150001 説明: Switch_Context サービスの呼び出しで、パ
ラメーターがアドレス可能ではありません。シス
テムは、サービス呼び出しを拒否します。システ
ムは、呼び出し側のプログラムを異常終了させま
す。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00160000 説明: Retrieve_Context_Interest_Data サービスの呼
び出しで、パラメーターが 1 次アドレス・スペ
ースに入っていません。システムは、サービス呼
び出しを拒否します。システムは、呼び出し側の
プログラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00160001 説明: Retrieve_Context_Interest_Data サービスの呼
び出しで、パラメーターがアドレス可能ではあり
ません。システムは、サービス呼び出しを拒否し
ます。システムは、呼び出し側のプログラムを異
常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

第2章 システム完了コード 229



00170000 説明: Set_Context_Interest_Data サービスの呼び出
しで、パラメーターが 1 次アドレス・スペース
に入っていません。システムは、サービス呼び出
しを拒否します。システムは、呼び出し側のプロ
グラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00170001 説明: Set_Context_Interest_Data サービスの呼び出
しで、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。システムは、サービス呼び出しを拒否しま
す。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00180000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00180001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190002 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190003 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190004 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190005 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190006 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190007 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00190008 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

00200000 説明: Set_Context_Data サービスの呼び出しで、
パラメーターが 1 次アドレス・スペースに入っ

ていません。システムは、サービス呼び出しを拒
否します。システムは、呼び出し側のプログラム
を異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00200001 説明: Set_Context_Data サービスの呼び出しで、
パラメーターがアドレス可能ではありません。シ
ステムは、サービス呼び出しを拒否します。シス
テムは、呼び出し側のプログラムを異常終了させ
ます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00210000 説明: Retrieve_Context_Data サービスの呼び出し
で、パラメーターが 1 次アドレス・スペースに
入っていません。システムは、サービス呼び出し
を拒否します。システムは、呼び出し側のプログ
ラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00210001 説明: Retrieve_Context_Data サービスの呼び出し
で、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。システムは、サービス呼び出しを拒否しま
す。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00220000 説明: Retrieve_Current_Context_Token サービスの
呼び出しで、パラメーターが 1 次アドレス・ス
ペースに入っていません。システムは、サービス
呼び出しを拒否します。システムは、呼び出し側
のプログラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00220001 説明: Retrieve_Current_Context_Token サービスの
呼び出しで、パラメーターがアドレス可能ではあ
りません。システムは、サービス呼び出しを拒否
します。システムは、呼び出し側のプログラムを
異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00310000 説明: Unregister_Resource_Manager サービスの呼
び出しで、パラメーターが 1 次アドレス・スペ
ースに入っていません。システムは、サービス呼
び出しを拒否します。システムは、呼び出し側の
プログラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00310001 説明: Unregister_Resource_Manager サービスの呼
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び出しで、パラメーターがアドレス可能ではあり
ません。システムは、サービス呼び出しを拒否し
ます。システムは、呼び出し側のプログラムを異
常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00330000 説明: Register_Resource_Manager サービスの呼び
出しで、パラメーターが 1 次アドレス・スペー
スに入っていません。システムは、サービス呼び
出しを拒否します。システムは、呼び出し側のプ
ログラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00330001 説明: Register_Resource_Manager サービスの呼び
出しで、パラメーターがアドレス可能ではありま
せん。システムは、サービス呼び出しを拒否しま
す。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00350000 説明: Retrieve_Resource_Manager_Data サービス
の呼び出しで、パラメーターが 1 次アドレス・
スペースに入っていません。システムは、サービ
ス呼び出しを拒否します。システムは、呼び出し
側のプログラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00350001 説明: Retrieve_Resource_Manager_Data サービス
の呼び出しで、パラメーターがアドレス可能では
ありません。システムは、サービス呼び出しを拒
否します。システムは、呼び出し側のプログラム
を異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00360000 説明: Set_Exit_Information サービスの呼び出し
で、パラメーターが 1 次アドレス・スペースに
入っていません。システムは、サービス呼び出し
を拒否します。システムは、呼び出し側のプログ
ラムを異常終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00360001 説明: Set_Exit_Information サービスの呼び出し
で、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。システムは、サービス呼び出しを拒否しま
す。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00360002 説明: Set_Exit_Information サービスの呼び出し
で、パラメーターがアドレス可能ではありませ
ん。ただし、この呼び出しでは、出口マネージャ
ーを用いて出口ルーチンが正常に設定されまし
た。システムは、呼び出し側のプログラムを異常
終了させます。

処置: コーディング・エラーがないかどうか呼び
出し側のプログラムを検査してください。プログ
ラムを訂正し、再実行してください。

00400000 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。

00400001 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。

00400002 説明: 内部エラーです。

処置: IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。

発行元: タイマー監視、監視プログラム制御、コンテキスト・サービ
ス、または登録サービス

AFB

説明: システム・ネットワーク体系 (SNA) リモート・ジョブ処理
(RJP) 用の JES3 動的サポート・プログラム (DSP) が、JES3 サブタス
クとして実行されているか、または SRB のもとで実行されているとき
に、JES3 モジュール IATSNDA、IATSNDE、IATSNDM、IATSNDR、
IATSNDT、IATSNDU、または IATSNDV が、まだアクティブである要
求パラメーター・リスト (RPL) を再使用しようとしました。

システムの処置: システムは、RPL に関連したセッションを取り消し
て、ダンプを書き込みます。システムは、他のすべてのセッション (同
一のワークステーションに関連したセッションも含めて) の処理を継続
します。

プログラマーの応答: ダンプを分析して、どの RPL がオーバーレイさ
れそうになったか、どのデータが送信または受信されそうになったかを
判別してください。

発行元: JES3

B00

説明: 入出力要求の処理中に、チャネル実行プログラム (EXCP) のプ
ロシージャーでプログラム・チェックが発生しました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。

プログラマーの応答: エラーがないかどうか問題プログラムを検査して
ください。エラーを判別できない場合は、ABEND ダンプを要求してジ
ョブを再実行してください。システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: ダンプの中で、現行タスクのタスク制
御ブロック (TCB) のオフセット X'C0' にある TCBEXCPD フィールド
を見てください。TCBEXCPD は EXCP デバッグ域 (XDBA) を指して
います。XDBA に、EXCP プロセッサーに関連した診断データが入って
います。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、詳しい
情報を得るためにジョブ・ログ内のメッセージを調べてください。問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
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存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、Logrec データ・セット・エラー・レコード、ジョブのジョブ制
御言語 (JCL)、プログラム・リスト、およびアセンブリー・リストを提
示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

B04

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
GETMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しました。
システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 GETMAIN マクロが、未定義のサブプールを要求しました。

08 GETMAIN マクロを出したプログラムが、システム・サブプ
ールを要求するための許可を得ていません。

14 ローカルでのブランチによる進入の GETMAIN マクロの呼
び出し側が、現在アドレス可能なアドレス・スペースに対す
るローカル・ロックを保持していません。

18 ブランチによる進入の要求で、誤ったタスク制御ブロック
(TCB) アドレスが指定されました。

1C ブランチによる進入の要求で指定されたアドレス・スペース
制御ブロック (ASCB) アドレスは、現行 ASCB ではありま
せん。

20 呼び出し側が、GETMAIN マクロまたはそれと同等のブラン
チによる進入を使用して、16 MB 境界より上に常駐する割
り込み禁止参照ストレージを取得しようとしました。この進
入は、16 MB 境界より下のストレージに対する要求の場合
だけ可能です。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

コード 応答

04 サブプールが、誤って指定または変更されないようにしてく
ださい。

08 プログラムでシステム・サブプールを必要とする場合は、そ
のプログラムが許可プログラム・ライブラリーに常駐するよ
うにしてください。

1C FREEMAIN マクロに、正しい ASCB アドレスを指定してく
ださい。

20 プログラムを変更して、拡張ストレージを要求してくださ
い。

すべて パラメーター・リストを変更する可能性のあるプログラム・
エラーがないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

B05

説明: システムが EC、EU、LC、LU、VC、または VU 形式の
FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しまし
た。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラー
を説明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 FREEMAIN マクロが、未定義のサブプール内のストレージ
を解放しようとしました。

08 FREEMAIN マクロを出したプログラムが、システム・サブ
プール内のストレージを解放するための許可を得ていませ
ん。

14 ローカルでのブランチによる進入の FREEMAIN マクロの呼
び出し側が、現在アドレス可能なアドレス・スペースに対す
るローカル・ロックを保持していません。

18 ブランチによる進入の要求で、誤ったタスク制御ブロック
(TCB) アドレスが指定されました。

1C ブランチによる進入の要求で指定されたアドレス・スペース
制御ブロック (ASCB) アドレスは、現行 ASCB ではありま
せん。

20 呼び出し側が、FREEMAIN マクロまたはそれと同等のブラ
ンチによる進入を使用して、16 MB 境界より上に常駐する
割り込み禁止参照ストレージを解放しようとしました。この
進入は、16 MB 境界より下のストレージに対する要求の場
合だけ可能です。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

コード 応答

04 サブプールが、誤って指定または変更されないようにしてく
ださい。

08 プログラムでシステム・サブプールを必要とする場合は、そ
のプログラムが許可プログラム・ライブラリーに常駐するよ
うにしてください。

1C FREEMAIN マクロに、正しい ASCB アドレスを指定してく
ださい。

20 プログラムを変更して、拡張ストレージを要求してくださ
い。

すべて パラメーター・リストを変更する可能性のあるプログラム・
エラーがないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

B06

説明: 入出力アクティビティー中に、ユーザー・タスクに代わって稼動
しているシステム・エラー・タスクが異常終了しようとしています。

システムの処置: システムは、システム・エラー・タスクを復元し、ユ
ーザー・タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

B0A

説明: システムが R 形式の GETMAIN または FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

コード 説明
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04 マクロが、未定義のサブプール内のストレージを取得または
解放しようとしました。

08 マクロを出したプログラムが、システム・サブプール内のス
トレージを取得または解放するための許可を得ていません。

14 ローカルでのブランチによる進入の GETMAIN または
FREEMAIN マクロの呼び出し側が、現在アドレス可能なア
ドレス・スペースに対するローカル・ロックを保持していま
せん。

18 ブランチによる進入の要求で、誤ったタスク制御ブロック
(TCB) アドレスが指定されました。

1C ブランチによる進入の要求で指定されたアドレス・スペース
制御ブロック (ASCB) アドレスは、現行 ASCB ではありま
せん。

20 呼び出し側が、R オペランドを指定した
GETMAIN/FREEMAIN マクロ、またはそれと同等のブラン
チによる進入を使用して、割り込み禁止参照ストレージを解
放しようとしました。この進入は、16 MB 境界より下のス
トレージに対する要求の場合だけ可能です。割り込み禁止参
照サブプールが 16 MB 境界より下に常駐していません。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

コード 応答

04 サブプールが、誤って指定または変更されないようにしてく
ださい。

08 プログラムでシステム・サブプールを必要とする場合は、そ
のプログラムが許可プログラム・ライブラリーに常駐するよ
うにしてください。

1C FREEMAIN マクロに、正しい ASCB アドレスを指定してく
ださい。

20 プログラムを変更して、拡張ストレージを要求してくださ
い。

すべて パラメーター・リストを変更する可能性のあるプログラム・
エラーがないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

B13

説明: インパクト・プリンター上のデータ・セットに対して OPEN マ
クロ命令を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム
完了コードと一緒に、メッセージ IEC152I が出されます。終了したタス
クに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コ
ード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ
IEC152I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC152I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

B14

説明: メンバーへの出力のためにオープンされている区分データ・セッ
トに対して CLOSE マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生し
ました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC217I が出さ
れます。終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に
示されるリターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明につ
いては、メッセージ IEC217I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC217I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

B1A

説明: ユーザー・アドレス・スペース・カタログ ESTAE モジュール
IGG0CLHC が、カタログ・アドレス・スペース (CAS) サービス・タス
クの異常終了を要求しました。ユーザー・アドレス・スペースで、カタ
ログ再呼び出し処理中に異常終了が発生しました。

プログラマーの応答: 以下の情報を使用して、問題の原因を判別してく
ださい。

v この異常終了で作成された SYS1.DUMP。

v ユーザー・アドレス・スペースの異常終了で作成された SYS.DUMP。

発行元: DFSMSdfp

B23

説明: タスクが WTOR マクロを出しました。オペレーターが WTOR

メッセージ に応答する前に、システムの問題が発生したため、メッセー
ジが未応答のままになっています。

システムの処置: システムは、WTOR を出したタスクを異常終了させ
ます。システムはメッセージ IEE824A または IEE824E を出します。

オペレーターの応答: メッセージ IEE824A または IEE824E に対する
オペレーター応答を参照してください。異常終了コード X'B23' で終了
したタスクを再始動してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

B2D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。この要求に応えて、
オーバーレイ監視プログラムでは、プログラム取り出しを使用してライ
ブラリーからプログラム・セグメントをロードしていました。以前の異
常終了のため、取り出しリカバリー・ルーチンの処理を実行していると
きに、プログラム・チェックが発生しました。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
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は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: リンケージ・エディター入力を調べて、プログラ
ムが正しく設計されていることを確認してください。エラーを訂正して
から、再度、プログラムをアセンブル、リンク・エディット、および実
行してください。

発行元: オーバーレイ監視プログ ラム

B37

説明: ボリュームの終わりルーチンで、エラーが検出されました。この
システム完了コードと一緒に、メッセージ IEC030I が出されます。終了
したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリタ
ーン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッ
セージ IEC030I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC030I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

B78

説明: システムが以下のいずれかを実行しようとしたときに、エラーが
発生しました。
v RC、RU、VRC、または VRU 形式の GETMAIN マクロ
v RC または RU 形式の FREEMAIN マクロ
v STORAGE マクロ

システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説
明する理由コードが入っています。理由コードのフォーマットは
xxxxxxyy です。ここで、xxxxxx はエラーの内部理由であり、yy は以下
に説明されているとおりです

コード 説明

04 マクロが、未定義のサブプール内のストレージを取得または
解放しようとしました。

08 マクロを出したプログラムが、システム・サブプール内のス
トレージを取得または解放するための許可を得ていません。
GETMAIN または FREEMAIN のユーザーは、監視プログラ
ム状態、キー 0、または許可プログラム機能 (APF) 許可済
みでなければなりません。STORAGE のユーザーは、監視プ
ログラム状態、またはキー 0 になければなりません。

0C グローバルでのブランチによる進入の GETMAIN または
FREEMAIN マクロの呼び出し側が、グローバルでないサブ
プールを取得または解放しようとしました。

10 LOC パラメーターが無効です。仮想記憶マネージャー
(VSM) が、16 MB 境界より下に常駐する取り出し保護付き
ローカル・システム・キュー域 (LSQA) または割り込み禁止
参照サブプールのどちらかに対する要求を受け取りました。
取り出し保護付き LSQA および割り込み禁止参照サブプー
ルは、16 MB 境界より上でのみサポートされます。

14 ローカルでのブランチによる進入の GETMAIN または

FREEMAIN マクロの呼び出し側が、現在アドレス可能なア
ドレス・スペースに対するローカル・ロックを保持していま
せん。

18 ブランチによる進入の要求または STORAGE 要求で、誤っ
たタスク制御ブロック (TCB) アドレスが指定されました。

1C ブランチによる進入の要求で指定されたアドレス・スペース
制御ブロック (ASCB) アドレスは、現行 ASCB ではありま
せん。

24 STORAGE マクロのユーザーは使用不可です。

28 監視プログラム状態 (または、キー 0 ～ 7) にない呼び出し
側が、STORAGE マクロで ALET パラメーターまたは
TCBADDR パラメーターを指定しました。

2C 呼び出し側が、ターゲット・アドレス・スペースのローカ
ル・ロックではない延期ロックを保持しているため、
STORAGE サービスのロックの制約事項に違反しました。

30 指定された ALET が有効な STOKEN に変換されません。

34 STOKEN が有効な ASCB に変換されません。ストレージの
取得または解放が行われようとしているアドレス・スペース
が、クロス・メモリー・アクセスに無効です。

38 ターゲット・アドレス・スペースはマスター・スケジューラ
ーのアドレス・スペースであり、これはホーム・アドレス・
スペースではありません。

3C ターゲット・アドレス・スペースは、終了が進行中か、また
はすでに終了しています。

40 ユーザーが、使用可能状態のときにグローバルでのブランチ
による進入の GETMAIN または FREEMAIN を呼び出した
ことによって、逐次化の要件に違反しました。

44 プログラムが、VSMLIST または VSMLOC 要求を出す前
に、SETLOCK OBTAIN,TYPE=VSMFIX マクロを出しまし
た。プログラムまたは関連 FRR が、SETLOCK

RELEASE,TYPE=VSMFIX を出す前に、
GETMAIN、FREEMAIN、または STORAGE 要求を出しまし
た。

48 プログラムが、VSMLOC 要求を出す前に、SETLOCK

OBTAIN,TYPE=VSMPAG マクロを出しました。プログラム
または関連 FRR が、SETLOCK RELEASE,TYPE=VSMPAG

を出す前に、GETMAIN、FREEMAIN、または STORAGE 要
求を出しました。

4C LOC=EXPLICIT キーワードを指定した GETMAIN または
STORAGE OBTAIN 要求で、誤ったサブプールが指定されま
した。無許可プログラムの場合に有効なサブプールは、以下
のとおりです。
v 0 ～ 127

v 131 ～ 132

許可プログラムの場合に有効なサブプールは、以下のとおり
です。
v 0 ～ 127

v 129 ～ 132

v 240

v 250 ～ 252

50 GETMAIN または STORAGE OBTAIN 要求が失敗しまし
た。INADDR キーワードに指定されたアドレスが 16 MB

より大きく、LOC キーワードに指定された中央記憶装置の
二重書きが BELOW であったためです。INADDR に指定す
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る仮想記憶域アドレスと LOC=EXPLICIT に指定する中央記
憶装置の二重書きは、有効な組み合わせでなければなりませ
ん。たとえば、INADDR に指定したアドレスが 16 MB 境
界より上の仮想記憶域のアドレスである場合は、
LOC=EXPLICIT または LOC=(EXPLICIT,ANY) を指定して
ください。以下の組み合わせが有効です。
v 仮想記憶域が 16 MB 境界より上で、中央記憶装置の二重
書きが ANY

v 仮想記憶域が任意の位置で、中央記憶装置の二重書きが
ANY

v 仮想記憶域が 16 MB 境界より下で、中央記憶装置の二重
書きが BELOW

v 仮想記憶域が 16 MB 境界より下で、中央記憶装置の二重
書きが ANY

54 INADDR キーワードに指定されたアドレスがダブルワード境
界になかったため、GETMAIN または STORAGE OBTAIN

要求が失敗しました。

58 ローカル・ストレージ要求のブランチ・エントリー呼び出し
側は、AR モードで実行中です。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

コード 応答

04 サブプールが誤って指定または変更されないようにしてくだ
さい。

08 プログラムでシステム・サブプールを必要とする場合は、そ
のプログラムが許可プログラム・ライブラリーに常駐するよ
うにしてください。また、STORAGE マクロのユーザーは、
監視プログラム状態、またはキー 0 に切り替える必要があ
ります。

0C グローバルのブランチ・エントリー要求で要求できるのは、
グローバル・サブプール (すなわち、システム・キュー域
(SQA) サブプールまたは共通サービス域 (CSA) サブプール)

だけであることに注意してください。

10 LOC オペランドに関する誤ったビットの組み合わせが、入
力レジスターに入っています。

14 ローカルでのブランチによる進入の呼び出し側が、現在アド
レス可能なアドレス・スペースに対するローカル・ロックを
保持するようにしてください。

44 GETMAIN、FREEMAIN、または STORAGE マクロを出す前
に、SETLOCK RELEASE,TYPE=VSMFIX マクロを出してく
ださい。

48 GETMAIN、FREEMAIN、または STORAGE マクロを出す前
に、SETLOCK RELEASE,TYPE=VSMPAG マクロを出してく
ださい。

すべて パラメーター・リストを変更するようなプログラム・エラー
がないか調べてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

BC2

説明: FSI 呼び出しの処理中に、セルをセル・プールに戻す前に、セル
の妥当性検査が失敗しました。

コード 説明

04 IAZFSIT 作業域セル・プール。

08 FSI トレース作業域セル・プール。

0C FSI 機能呼び出し間保管域セル・プール。

システムの処置: システムは SVC ダンプを出します。

アプリケーション・プログラマー応答 : 問題報告データベースを検索し
て、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サ
ポート・センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプを提示
してください。

発行元: 機能サブシステム・インターフェース (FSI)

BC3

説明: JES3 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースでエラー
を検出しました。異常終了の理由コードによって、エラーが識別されま
す。

コード 説明

01 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースがアドレ
ス・スペース・パラメーターを抽出しようとしているとき
に、ASEXT マクロが非ゼロのリターン・コードを返しまし
た。BC3 異常終了が出されたときのレジスター 2 と 3 に、
ASEXT マクロ呼び出しからのリターン・コードと理由コー
ドが入っています。

02 ASEXT マクロから返された抽出されたパラメーター・スト
リングのアドレスがゼロです。

03 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースが JES3 の
ALET をアクセス・リストに追加しようとしているときに、
ALESERV マクロが非ゼロのリターン・コードを返しまし
た。BC3 異常終了が出されたときのレジスター 2 と 3 に、
ALESERV マクロ呼び出しからのリターン・コードと理由コ
ードが入っています。

04 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースが
STOKEN を抽出しようとしているときに、ALESERV マク
ロが非ゼロのリターン・コードを返しました。BC3 異常終了
が出されたときのレジスター 2 と 3 に、ALESERV マクロ
呼び出しからのリターン・コードと理由コードが入っていま
す。

05 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースが JES3 の
STOKEN を抽出しようとしているときに、ALESERV マク
ロが非ゼロのリターン・コードを返しました。BC3 異常終了
が出されたときのレジスター 2 と 3 に、ALESERV マクロ
呼び出しからのリターン・コードと理由コードが入っていま
す。

06 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースを開始した
JES3 アドレス・スペースに関連した STOKEN は、現行
JES3 アドレス・スペースと同じでありません。

07 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースが JES3 ア
ドレス・スペースのために状況モニターをセットアップしよ
うとしているときに、STIMERM マクロが非ゼロのリター
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ン・コードを返しました。BC3 異常終了が出されたときのレ
ジスター 2 に、STIMERM マクロ呼び出しからのリター
ン・コードが入っています。

08 ダンプ・ジョブ・サーバーの ECB に、誤った機能コードが
ポストされました。BC3 異常終了が出されたときのレジスタ
ー 2 に、その機能コードが入っています。

システムの処置: JES3 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペー
スおよび JES3 アドレス・スペースのダンプがとられます。ダンプ・ジ
ョブ・サーバー・アドレス・スペースは終了し、サーバー・アドレス・
スペースを制御する JES3 アドレス・スペース内の Dump Job DSP も
終了します。

プログラマーの応答: IBM サポート・センターに連絡し、以下の資料
を提示してください。

v BC3 異常終了の理由コード。

v エラー発生時のレジスター 2 と 3 に入っている情報 (適用される場
合)。

v JES3 サーバー・アドレス・スペースによってとられたダンプ。

v エラー発生時の SYSLOG。

v JES3 ダンプ・ジョブ・サーバー・アドレス・スペースを開始させた
*CALL DJ コマンド。

v ダンプ・ジョブ DSP ログ (入手可能な場合)。

発行元: JES3

BC5

説明: システムがアドレス・スペースを終了させました。

コード 説明

01 システムが、作業単位キューを再作成しようとしましたが、
再作成できないキューを持っているアドレス・スペースを検
出しました。

システムの処置: システムはアドレス・スペースを終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題の原因が判別できない場合は、問
題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正
が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 監視プログラム制御

BFB

説明: JES3 異常終了リカバリー処理中に、JES3 がスプール・スペース
割り振りチェックポイント・レコード (PTC) を無効にすることができま
せんでした。無効にすることができなかった原因は、チェックポイン
ト・アクセス方式でのエラー、またはチェックポイント・データ・セッ
トでの回復不能な入出力エラーです。

この完了コードと一緒に、メッセージ IAT6352 が出されます。JES3 異
常終了リカバリー処理中に、JES3 がスプール・スペース割り振りチェッ
クポイント・レコード (PTC) を無効にすることができませんでした。

この完了コードと一緒にメッセージ IAT1025 が出された場合は、JES3

初期設定中または JES3 フェールソフト処理後に、JES3 が区画トラッ
ク割り振りテーブル (PTAT) の唯一のコピーまたは両方のコピーを無効
にすることができませんでした。

システムの処置: JES3 は、メッセージを出した後で終了します。
IAT6352 に、エラーを識別するチェックポイント・アクセス方式リター
ン・コードが示されています。

メッセージ IAT1025 が出された場合は、システムは Logrec データ・セ

ットにエラー・レコードを書き込みます。

プログラマーの応答: メッセージ IAT6352 を使用して、リターン・コ
ードを分析し、エラーを訂正した上で、JES3 を再始動してください。

メッセージ IAT1025 が出された場合は、Logrec データ・セット内のエ
ラー・レコードおよび付随するメッセージを分析してください。不良ト
ラックが原因でエラーが発生した場合は、チェックポイント・データ・
セットに別のトラックを割り当ててから、ウォーム・スタートで JES3

を再始動してください。それ以外の場合は、チェックポイント・デー
タ・セットを再割り振りしてから、コールド・スタートを実行してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: JES3 で問題が発生した場合は、初期
設定デック内の OPTIONS カードで DUMP=MVS を指定して、システ
ム・ダンプをとってください。障害のあるジョブ・ステップに
SYSABEND ステートメントが組み込まれていることを確認してくださ
い。

発行元: JES3

C03

説明: タスクが、RETURN マクロを出すか、またはレジスター 14 の
戻りアドレスにブランチすることによって、正常終了しようとしまし
た。タスクがオープンした 1 つまたは複数のデータ・セットがまだクロ
ーズされていないため、終了処理の準備ができていません。

システムは、データ機能プロダクト (DFP) からゼロ以外のリターン・コ
ードを受け取りました。リターン・コードは以下のいずれかを示してい
ます。

v DFP がゼロ以外のリターン・コードを返しました。

v 以前のエラーがリカバリー・ルーチンまたはデータ制御ブロック
(DCB) 異常終了出口ルーチンで無視されたため、DFP は、まだオー
プンされている 1 つまたは複数のデータ・セットを正常にクローズ
することができませんでした。

v データ・セットの DCB が誤って変更されたため、DFP は、まだオー
プンされている 1 つまたは複数のデータ・セット (タスクの) を正常
にクローズすることができませんでした。

DCB が誤って変更される可能性があるのは、たとえば次のような場
合です。

– オープンされている DCB を含んでいるプログラムが XCTL(X) マ
クロを出した。

– プログラムが、オープンされている DCB を含んでいる仮想記憶域
を解放した。

– プログラムが DCB を誤って変更した。

システムの処置: システムはメッセージ IEC999I を出すことがありま
す。メッセージ IEC999I には、正しくクローズされていない DEB のア
ドレスが示されます。

オペレーターの応答: アプリケーション・プログラマーまたはシステ
ム・プログラマーから SVC ダンプを求められた場合は、以下の SLIP

トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=C03,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時にダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラップを設
定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。

2. ダンプで、メッセージ IEC999I に示されたデータ・エクステント・
ブロック (DEB) を見付けてください。DEB + X'18' が、関連した
DCB または ACB を指しています。
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3. DCB または ACB が解放されている場合は、これはユーザー・エラ
ーです。

これは、サブタスク処理時の一般的なユーザー・エラーです。ユーザー
は、DCB または ACB が置かれているストレージを解放する前に、
DCB または ACB をクローズしなければなりません。DCB または
ACB がオーバーレイされている場合は、オーバーレイの原因を調べる必
要があります。

システム・プログラマーの応答: モジュールが IBM プログラムである
場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくだ
さい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、ダンプを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

C0D

説明: 予期しないエラーが発生しました。たとえば、システムが無効な
リターン・コードを返しました。この異常終了は、再試行を試みるリカ
バリー・ルーチンに入るために使用される場合もあります。

ページング要求の場合は、エラーを説明する 16 進数の理由コードが出
されます。

コード 説明

2A00010x および 2A00020x タスク制御ブロック
(TCB) アドレスとしてゼ
ロを指定したページ固定要
求の後で、システムが対応
するページ解放要求を受け
取りましたが、特定の
TCB アドレスが指定され
ていました。システムは、
要求を処理するのに必要な
制御ブロックを見付けるこ
とができませんでした。

5E000101 ページ固定要求の処理中
に、システムが、優先スト
レージに二重書きされてい
ない固定ページを検出しま
した。要求に応じるために
は、このページが二重書き
されている必要がありま
す。

索引順次アクセス方式 (ISAM) 要求の場合は、システムが、多数のエラ
ー入出力ブロック (IOB) を検出しました。この問題の推定原因は、アプ
リケーションで READ マクロに関連した動的バッファーを解放してい
ないことです。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ド、ジョブの SYSOUT 出力、およびダンプを書き込みます。システム
は、問題に関するメッセージを出します。システムは現行タスクに対し
て異常終了を出します。

プログラマーの応答: ISAM 要求のエラーの場合は、プログラムを訂正
してから、ジョブを再実行してください。ストレージ取得の問題の場合
は、ストレージ要求を訂正してから、ジョブを再実行してください。

システム・プログラマーの応答: アプリケーション・プログラムまたは
インストール先で用意したプログラムがこの問題の原因でない場合は、
問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。
その際には、メッセージ、Logrec データ・セット・エラー・レコード、

ジョブの SYSOUT 出力、およびダンプを提示してください。

発行元: 次のいずれかです。
v 実記憶マネージャー (RSM)

v 補助記憶マネージャー (ASM)

v 内容監視 (CSV)

C13

説明: 連結された区分データ・セットまたはグラフィック・デバイスに
対する OPEN マクロ命令を処理しているときに、エラーが発生しまし
た。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ IEC153I (グラフィ
ック・デバイスの場合はメッセージ IEC157I) が出されます。終了した
タスクに関する詳しい説明、およびレジスター 15 のリターン・コード
(メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC153I

(またはメッセージ IEC157I) の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC153I (またはメッセージ IEC157I)

の指示に従って応答してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

C1A

説明: MODIFY CATALOG,ABEND コマンドによって、カタログ・ア
ドレス・スペース (CAS) の割り振り / 割り振り解除、分析、または変
更のタスクを異常終了させる要求が出されました。

システムの処置: システムは、新しいタスクを生成して、割り振り /

割り振り解除、分析、または変更の機能を復元します。

発行元: DFSMSdfp

C22

説明: 1 つのアドレス・スペースに許される EXCP/EXCPVR マクロ要
求の最大数を超えたので、チャネル実行プログラム (EXCP) プロセッサ
ーがジョブを異常終了させました。未処理の要求の最大数は、アドレ
ス・スペース制御ブロック (ASCB) 内の ASCBXCNT に定義されてい
ます。

システムの処置: EXCP プロセッサーがジョブを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブを調べて、WAIT マクロの介在なしに
EXCP/EXCPVR マクロを繰り返し出すことになるループがないか確認し
てください。エラーの理由を判別できない場合は、システム・プログラ
マーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: インストール先で用意したプログラム
には誤りがないのに、エラーが繰り返し発生する場合は、詳しい情報を
得るために、ジョブ・ログ内のメッセージを見てください。問題報告デ
ータベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在し
ない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際に
は、ジョブのソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)
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C2D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。この要求に応えて、
オーバーレイ監視プログラムでは、プログラム取り出しを使用してライ
ブラリーからプログラム・セグメントをロードしていました。取り出し
機能では、モジュールまたは制御ブロックのために十分なストレージを
取得できませんでした。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: 使用可能なストレージがない原因を判別してくだ
さい。エラーを訂正してから、再度、プログラムをアセンブル、リン
ク・エディット、および実行してください。

発行元: オーバーレイ監視プログ ラム

C37

説明: 入力操作が要求されたときに、エラーが発生しました。データ・
セットは直接アクセス装置上にあります。このシステム完了コードと一
緒に、メッセージ IEC033I が出されます。終了したタスクに関する詳し
い情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メッセー
ジ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC033I の説明を
参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC033I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、問題に関連するすべての印刷
出力および出力データ・セットを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

C78

説明: システムが仮想記憶管理 (VSM) サービスを処理しようとしたと
きに、エラーが発生しました。システム診断作業域 (SDWA) の
SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが入っていま
す。

コード 説明

04 CPOOL の BUILD または GET オプションで、セル・プー
ルの構築または拡張のために使用できる十分な仮想記憶域が
ありません。

08 CPOOL の BUILD または GET オプションで、セル・プー
ルの構築または拡張のために使用できる十分な中央記憶装置
がありません。

0C CPOOL の BUILD または GET オプションで、ページ・テ
ーブルが、プールまたはプール制御ブロック用に取得された
ストレージのためにページアウトされました。

10 CPOOL の BUILD、GET または DELETE オプションで、
無許可のユーザーが許可サブプールのストレージの構築、取
得、または削除を行おうとしました。

14 CPOOL の BUILD オプションで、無許可の呼び出し側がタ
スク制御ブロック (TCB) パラメーターを指定しています。

18 CPOOL の GET または DELETE オプションで、誤ったセ
ル・プール ID (CPID) を指定しています。

1C CPOOL の BUILD、DELETE、または GET オプションで、
モジュールの作業域のために使用できる十分なストレージが
ありません。

20 CPOOL の BUILD オプションで、誤ったセル・カウントを
指定しています。

24 CPOOL の BUILD オプションで、パラメーター・リスト内
の予約フィールドがゼロでありません。

28 CPOOL の BUILD、GET、または DELETE オプションで、
VSM サービスの呼び出し側がサービス要求ブロック (SRB)

モードおよび問題プログラム状態にありますが、これはシス
テムで許されません。

2C CPOOL の BUILD オプションで、VSM サービスの呼び出
し側が SRB モードにあり、ローカル域サブプールを要求し
ています。しかし、呼び出し側は TCB パラメーターを指定
していません。

30 タスク終了時に、FREEMAIN ルーチンがゼロ以外の予期し
ないリターン・コードを返しました。リカバリー・ルーチン
は再試行を試みます。

34 CPOOL の BUILD または DELETE オプションで、サブプ
ール ID が誤っています。

38 CPOOL の BUILD オプションで、LOC パラメーターが誤っ
ています。

3C CPOOL の BUILD オプションで、PSATOLD フィールドが
指している TCB は、現在アドレス可能なアドレス・スペー
スにありません。

40 CPOOL の BUILD オプションで、VSM サービスの呼び出
し側が VSMPAG ロックを保持しています。システムの
BUILD ルーチンが CMS ロック (階層において VSMPAG

ロックより下位にある) を取得する必要があるので、この
VSMPAG ロックの保持は無効です。

44 CPOOL BUILD オプションで、セルのサイズが 4 バイトよ
り小さくなっています。これは無効です。

48 中央または仮想領域を解放する要求で、サブプールの
FREEMAIN が失敗しました。

4C 仮想領域を解放する要求を出しているアドレス・スペースが
スワップ不能です。

50 実領域を取得する要求で、システムは、VSM が仮想記憶域
内に割り振った V=R ストレージを割り当てました。

54 実領域を取得する要求で、VSM セルに対する要求が失敗し
ました。

60 システムが以下のいずれかを検出しました。

v レジスター 15 の予約ビットが 0 でありません。

v VSMLOC に渡されたストレージ・タイプ標識が無効で
す。有効なストレージ・タイプは、システム・キュー域
(SQA)、ローカル・システム・キュー域 (LSQA)、共通サ
ービス域 (CSA) および専用領域です。

v VSMLOC に渡されたサイズがゼロまたは負の値です。
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v VSMLOC に渡されたアドレスとサイズを加算すると、そ
の合計が 2 ギガバイトを超えてしまいます。

74 VSMLIST パラメーター・リストの予約ビットがゼロではあ
りません。

78 VSMLIST ルーチンに渡された作業域内のリターン・コー
ド・フィールドが、0 (最初の呼び出し) または 4 (再始動)

ではありません。

7C VSMLIST の SP オペランドが無効です。

80 VSMLIST の SPACE オペランドが無効です。注:

SP=SQA、SP=LSQA、または SP=(サブプール・リスト) を指
定する場合は、SPACE=UNALLOC を指定できません。

84 VSMLIST が再び呼び出されました。作業域に保管されてい
る制御情報 (呼び出し側が提供したもの) が無効です。

88 TCB アドレスが無効か、または現在アドレス可能なアドレ
ス・スペースにありません。

8C VSMLIST で、サブプール・リストのアドレスがゼロです。

90 VSMLIST で、作業域のサイズが 4 キロバイトより小さくな
っています。

A0 CPOOL で、指定された 1 次セル・カウントまたはセル・サ
イズが大きすぎます。

A4 CPOOL で、指定された 2 次セル・カウントまたはセル・サ
イズが大きすぎます。

B0 アドレス・スペース作成操作中に、RSM がエラー理由コー
ドを返しました。異常終了に関連した Logrec レコードで
は、レジスター 0 に RSM 理由コードが入っています。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

コード 応答

04、08、0C、1C ジョブを再実行してくださ
い。エラーが繰り返し発生
する場合は、システム・プ
ログラマーに連絡してくだ
さい。

18、20、30、34、38、44 正しい値を指定したことを
確認してください。

10、14、28、2C 要求したアクションを実行
するための許可を呼び出し
側が得ていることを確認し
てください。

24、74、78、7C、80、8C パラメーター・リストが正
しく初期設定されているこ
とを確認してください。

40 プログラムを変更して、
VSMPAG ロックを解放し
てから、BUILD パラメー
ターを指定した CPOOL

マクロを出すようにしてく
ださい。

3C プログラムが正しい TCB

アドレスを渡すことを確認
してください。

48、4C、50、54 システム・プログラマーに
連絡してください。

60 入力レジスターが正しく初
期設定されていることを確
認してください。

84 作業域内の情報が、
VSMLIST マクロを再度呼
び出す前に変更されないこ
とを確認してください。

88 TCB を指定しているこ
と、TCB のすべてのサブ
タスクが正しいことを確認
してください。

90 作業域のサイズが少なくと
も 4 キロバイトであるこ
とを確認してください。

A0、A4 セル・カウントおよびセ
ル・サイズの値を正しく指
定したことを確認してくだ
さい。正しく指定している
場合は、どちらか一方また
は両方の値を小さくしてく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

CC2

説明: IXCMSGO マクロの処理中に、エラーが発生しました。レジスタ
ー 2 に、IXCMSGO からのリターン・コードが入っています。レジス
ター 3 に、IXCMSGO からの理由コードが入っています。

システムの処置: システムは処理を継続します。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その
際には、リターン・コードと理由コード、およびダンプを提示してくだ
さい。

発行元: トランザクション・トレース

CC4

説明: この異常終了コードは、タスク終了処理中に、内部ロックに関連
するデッドロック状態を解決しているときに、JES2 による通常処理の一
部として出されます。これは、エラーとは考えられません。

システムの処置: 通常のタスク終了処理が継続します。

システム・プログラマーの応答: なし。

発行元: JES2
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CC5

説明: CC5 は、SNA 上のソケット (sockets-over-SNA) から出された異
常終了を表す異常終了完了コードです。エラーの原因については、レジ
スター 15 を見てください。レジスター 15 の下位の 2 バイトに、エラ
ーの原因が 16 進数で示されています。

エラー 説明

0826 ターゲット・タスクの進行中更新 (updates-in-progress) カウ
ンターを増減するルーチンにエラーがあることを示していま
す。ゼロのカウンターを減らそうとすると、異常終了しま
す。

0827 接続が受け入れられなかったために異常終了しました。接続
制御ブロックが無効です。

0828 以前に SNA 上のソケット (sockets-over-SNA ) に障害があ
ったこと、および ALESERV ADD MVS マクロ命令の障害
を示しています。

0829 以前に SNA 上のソケット (sockets-over-SNA ) に障害があ
ったこと、および ETCON MVS マクロ命令の障害を示して
います。

0830 ALESERV ADD マクロ命令の障害を示しています。

0831 ISU1 サブシステムが見付からなかったことを示していま
す。

0832 ISU1 サブシステムが初期設定されなかったことを示してい
ます。

0833 ALESERV DELETE MVS マクロ命令の障害を示していま
す。

0834 通信グループをクローズする要求が、その通信グループが定
義されたアドレス・スペース以外のアドレス・スペースから
出されました。

0836 RESMGR ADD MVS マクロ命令の障害を示しています。

0837 RESMGR DELETE MVS マクロ命令の障害を示していま
す。

0838 ETCON MVS マクロ命令の障害を示しています。

0839 ALESERV ADD MVS マクロ命令の障害を示しています。

0840 ターゲット・タスクの進行中更新 (updates-in-progress) カウ
ンターがゼロを記録しているときに、SNA 上のソケット
(sockets-over-SNA ) がその値を減らそうと試みました。

0841 進行中更新 (updates-in-progress) カウンターがオーバーフロ
ーしました。

0842 カウンターがゼロを記録しているときにカウンターを減らそ
うと試みたことを示しています。

0843 すべてのエンド・ポイントがクローズされる前に通信グルー
プをクローズしようと試みたことを示しています。

0844 定義されていない通信グループをクローズしようと試みたこ
とを示しています。

0845 接続を解放する要求がなされました。その接続が見付かりま
せんでした。

0847 名前またはトークンが作成されました。

0850 ストレージを取得できませんでした。

0851 ESTAE を確立できませんでした。

0852 誤ったパラメーターが、異常終了中のモジュールに渡されま
した。

0853 OSI_SETUP が失敗しました。

0854 ラッチ作成が失敗しました。

0855 キュー・ポストが失敗しました。

0856 トレース障害です。

0857 ユーザー・スレッド SRB が取り消されました。

0893 特殊 IPC イベント用のカウンターがすでにゼロであるとき
に、そのカウンターを減らそうと試みました。

システムの処置: システムはダンプを出します。

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v 主コンソールからのコンソール・ログを保管してください。リモー
ト・コンソールがあるシステムの場合は、リモート・コンソール・ロ
グを保管してください。複数コンソール・サポート (MCS) 付きのシ
ステムでは、ハード・コピー・ログのコピーを保管してください。

v ジョブに関連したプログラム・リストを保管してください。詳細につ
いては、OS/390 IBM Communications Server: SNA Diagnosis V1

Techniques and Procedures を参照してください。

CC7

説明: 作業単位 (SRB のもとで実行中のタスクまたはシステム・サー
ビス) が、統合暗号化機能 (ICRF) のないプロセッサーに、統合暗号化
機能を必要とする命令を出しました。システムでは、この機能があるプ
ロセッサーに、この作業を転送することができませんでした。レジスタ
ー 15 に、エラー条件を詳しく説明する 16 進数の理由コードが入って
います。

コード 説明

00 作業単位が使用不可です。

04 プロセッサー複合体で ICRF が使用不可です。

08 作業単位の制限付きプロセッサー類似性の要件を満たす統合
暗号化機能付きプロセッサーがありません。

10 予期しないエラーが発生しました。

システムの処置: システムは作業単位を終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、応答してください。

00 プログラムを訂正して、使用可能で実行されているときに、
ICRF を必要とする命令を出すようにしてください。

04 ICRF がインストールされているプロセッサー複合体に対し
て、ジョブを再実行依頼してください。この条件が一時的な
ものであれば、リカバリー・ルーチンで以下の処理を実行す
ることができます。
v あとで命令を再試行する。
v あとで要求を再試行するよう、エンド・ユーザーにメッセ
ージを出す。

v プログラムの一部 (統合暗号化機能を必要とする部分) を
終了させる。

08 制限付きプロセッサー類似性を除去してください。制限付き
プロセッサー類似性は、以下のいずれかで作業単位に割り当
てられているはずです。
v プログラム特性テーブル (PPT) (SYS1.PARMLIB メンバー

SCHEDxx の AFF キーワードを使用して)

v SRB (SRBCPAFF フィールド)
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10 診断データを収集し、IBM 技術員に連絡してください。

発行元: 監視プログラム制御

CFB

説明: 以下のいずれかが発生しました。

v JES3 初期設定中に、JES3 が JES3 補助タスク (モジュール
IATAUX) を生成できませんでした。ATTACH 処理によって、メッセ
ージ IAT3005 がコンソールに書き込まれます。

v JES3 初期設定後に、JES3 補助タスク (モジュール IATAUX) がエラ
ーから回復できず、異常終了しました。モジュール IATABMN 内の
ESTAI ルーチンによって、モジュール IATAUX が SYSABEND また
は SYSUDUMP データ・セットにダンプされます。

システムの処置: JES3 は終了します。

プログラマーの応答: JES3 がメッセージ IAT3005 をコンソールに書
き込んだ場合は、モジュール IATAUX が以下のいずれかに入っている
ことを確認してください。

v JES3LIB 初期設定ステートメント (使用している場合) によって定義
されたライブラリー連結。

v JES3 プロシージャー内に定義されている STEPLIB 連結。

v メッセージ IEA101A への応答の中で指定したリンク・リスト。

JES3 がメッセージ IAT3005 を書き込まなかった場合は、モジュール
IATAUX のダンプを調べて、このモジュールの障害に関するシステム完
了コードを見付けてください。その完了コードに対して応答してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: モジュール IATAUX をタスク生成で
きなかった場合は、システムはジョブに関するメッセージを出します。
障害が起こったジョブ・ステップに SYSABEND ステートメントが組み
込まれていることを確認してください。

問題に関連した印刷出力および出力データ・セットをすべて収集してく
ださい。JES3 で問題が発生した場合は、次のようにしてください。

v 初期設定デックの OPTIONS カードに DUMP=JES を指定してシステ
ム・ダンプを入手し、その出力を保管する。

v 初期設定からのコンソール・ログを用意する。

v JES3 開始プロシージャーのリスト (サブシステムを開始するために使
用したすべての JCL を含んでいる) を用意する。

モジュール IATAUX が異常終了した場合は、システムは、ジョブに関
するメッセージを以下のいずれかに送信します。

v 主コンソール

v リモート・コンソール (リモート・コンソールがあるシステムの場合)

v ハード・コピー・ログ (複数コンソール・サポート (MCS) があるシ
ステムの場合)

障害が起こったジョブ・ステップに SYSABEND ステートメントが組み
込まれていることを確認してください。

問題に関連した印刷出力および出力データ・セットをすべて収集してく
ださい。

発行元: JES3

D04

説明: システムが EU、LU、または VU 形式の GETMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

コード 説明

08 ローカル・システム・キュー域 (LSQA) ストレージに関する
要求をサポートするために必要な制御ブロック用の中央記憶
装置が十分ないため、システムがこの要求に応じられません
でした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: ジョブを再実行依頼してください。システムがこ
の異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: インストール手順を調べて、システム
の中央記憶装置の固定所要量を減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

D05

説明: システムが EU、LU、または VU 形式の FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

コード 説明

04 タスクに関連付けられているローカル・システム・キュー域
(LSQA) 仮想記憶域に対して、FREEMAIN 要求が指定されま
した。しかし、指定された仮想記憶域は、タスクに関連付け
られていません。

08 LSQA ストレージに関する要求をサポートするために必要な
制御ブロック用の中央記憶装置が十分ないため、システムが
この要求に応じられませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードが X'04' の場合は、FREEMAIN 要求
を変更して、タスクで所有しているストレージを取得してください。ジ
ョブ・ステップを再実行してください。

理由コードが X'08' の場合は、ジョブを再実行依頼してください。シス
テムがこの異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマーに連
絡してください。

システム・プログラマーの応答: インストール手順を調べて、システム
の中央記憶装置の固定所要量を減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

D06

説明: プログラムが、モジュールに対する LOAD マクロを出しまし
た。このマクロには、何らかの GLOBAL パラメーターが入っていま
す。しかし、同じジョブ・ステップ・タスク構造の中で、タスク制御ブ
ロック (TCB) が、GLOBAL パラメーターに異なる変数を指定して、要
求されたモジュールをすでにロードしていました。たとえば、プログラ
ムで、パラメーター GLOBAL=(YES,P) を指定して、モジュール
MYPROG1 に対する LOAD マクロを出したとします。このとき、TCB

が、パラメーター GLOBAL=(YES,F) または GLOBAL=NO を指定して
モジュール MYPROG1 をすでにロードしていました。

ユーザーが同じモジュールを 2 回ロードしようとすると (すなわち、1

回は固定サブプールに、もう 1 回はページ可能サブプールにロードしよ
うとするか、あるいは 1 回はグローバル・ストレージに、もう 1 回は
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ローカル・ストレージにロードしようとすると)、この状態が発生しま
す。

システムの処置: LOAD マクロに ERRET パラメーターが指定されて
いない場合は、システムは、LOAD マクロを出したプログラムを異常終
了させます。システムはメッセージ CSV017I を出します。システムは
ABEND ダンプを出します。

プログラマーの応答: LOAD マクロの GLOBAL パラメーターを変更
してください。ジョブを再実行依頼してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのに、エラー
が繰り返し発生する場合は、ジョブ・ログ内のメッセージに対するシス
テム・プログラマー応答を参照してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ABEND ダンプおよび
ジョブのソース・プログラム・リストを提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

D0A

説明: システムが R 形式の GETMAIN または FREEMAIN マクロを
処理しようとしたときに、エラーが発生しました。システム診断作業域
(SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラーを説明する理由コードが
入っています。

コード 説明

04 タスクに関連付けられているローカル・システム・キュー域
(LSQA) 仮想記憶域に対して、FREEMAIN 要求が指定されま
した。しかし、指定された仮想記憶域は、タスクに関連付け
られていません。

08 LSQA ストレージに関する要求をサポートするために必要な
制御ブロック用の中央記憶装置が十分ないため、システムが
この要求に応じられませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。

プログラマーの応答: 理由コードが X'04' の場合は、FREEMAIN 要求
を変更して、タスクで所有しているストレージを取得してください。ジ
ョブ・ステップを再実行してください。

理由コードが X'08' の場合は、ジョブを再実行依頼してください。シス
テムがこの異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマーに連
絡してください。

システム・プログラマーの応答: インストール手順を調べて、システム
の中央記憶装置の固定所要量を減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

D0D

説明: システムがサブタスクを異常終了させました。サブタスクの終了
の処理中に、誤ってリカバリー終了マネージャー 2 (RTM2) に再入しま
した。このため、RTM はジョブ・ステップ内のすべてのタスクを異常
終了させました。

注: 元の異常終了コードは、元の SVC 13 (ABEND マクロ) に関するス
ーパーバイザー要求ブロック (SVRB) に入っています。この SVRB

は、元のエラーが発生したタスクからキューされています。

システムの処置: RTM2 はジョブ・ステップの終了を試行します。シス
テムが SVC ダンプを書き込む場合と、プログラムが ABEND ダンプを

書き込む場合があります。システムは、この問題に関するメッセージを
ジョブ・ログに送ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=D0D,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時にダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラップを設
定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。

2. 元のサブタスクに関する異常終了コードを検査してください。この異
常終了コードは、エラーが発生したタスクからキューされた元の
SVC 13 の SVRB に入っています。

この異常終了コードに関して診断を継続してください。問題を解決で
きない場合は、ステップ 3 に進んでください。

3. ジョブ・ログ内のメッセージを見てください。

4. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、以下のものを提示してください。
v ABEND ダンプまたは SVC ダンプ
v ジョブ・ログからのメッセージ
v ジョブに関連したアセンブリー・リスト

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

D13

説明: グラフィック・データ制御ブロックに対する OPEN マクロ命令
を処理しているときに、エラーが発生しました。通常は、このシステム
完了コードと一緒にメッセージ IEC158I が出されます。終了したタスク
に関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コー
ド (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ
IEC158I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC158I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リスト、および問題に関連するすべての印刷出力と出力データを提
示してください。

発行元: DFSMSdfp

D14

説明: グラフィック・データ制御ブロックに対する CLOSE マクロ命令
を処理しているときに、エラーが発生しました。

クローズされるグラフィック・デバイスが、クローズを実行するタスク
によってオープンされていませんでした。

プログラマーの応答: OPEN マクロ命令を出したタスクと同じタスクの
中で CLOSE マクロ命令を出すか、または誤った CLOSE マクロ命令を
除去してください。その後で、ジョブ・ステップを再実行してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
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修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

D1A

説明: カタログ・アドレス・スペース (CAS) 分析タスクが、処理のた
めに割り当てられた時間を超過したため、異常終了しました。このタス
クは、永続的に使用不可の何らかのシステム・リソースを待っていた可
能性があります。

システムの処置: システムは新しいタスクを生成して、分析機能を復元
します。

発行元: DFSMSdfp

D22

説明: プログラムが MGCR または MGCRE マクロ (SVC 34) を出し
たか、またはオペレーターがコマンドを出しました。要求の処理中に、
システムがエラーを検出しました。レジスター 15 に、エラーを説明す
る 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 要求で、CMDFLAG=SUBSYS と CMDFLAG=COMMTASK

の両方を指定しています。これらのパラメーター値は同時に
は使用できません。

08 要求の TEXT パラメーターで、長さフィールドに 126 文字
を超える値またはゼロを指定しています。

0C 要求パラメーター・リストに、制御ブロックの頭字語
MGCR または MGCRE が入っていません。

10 要求には、CONSID または CONSNAME パラメーターが必
要です。どちらのパラメーターも指定されていません。

14 要求で、CONSNAME と CONSID の両方のパラメーターを
指定しています。これらのパラメーターは同時には使用でき
ません。

18 要求で指定した CONSNAME パラメーター値が、有効なコ
ンソールを表していません。

1C 要求で指定した CONSID パラメーター値が、複数コンソー
ル・サポート (MCS) コンソールに関する定義範囲外にあり
ます。

20 プログラムは、MGCR または MGCRE マクロを出すことを
許可されていません。プログラムは、監視プログラム状態
で、PSW キー 0 ～ 7 になければなりません。

24 コマンド (オペレーターから出されたか、MGCR または
MGCRE マクロを使用して出された) の処理中に、リカバリ
ーを確立できませんでした。

28 MGCR または MGCRE で指定されたパラメーターは誤って
指定されているため、そのパラメーターにアクセスできませ
ん。

システムの処置: 理由コード X'24' が出された場合は、システムはコマ
ンドを処理しません。X'24' 以外のすべての理由コードの場合は、シス
テムは MGCR または MGCRE マクロを処理しません。

システム・プログラマーの応答: 理由コード X'24' が出された場合は、
再度コマンドを出すようオペレーターに依頼してください。問題が繰り
返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を

見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。

X'24' 以外のすべての理由コードの場合は、MGCR または MGCRE マ
クロを出したモジュールを判別してください。

v モジュールがインストール先で用意したコードである場合は、MGCR

または MGCRE マクロを訂正してください。ジョブ・ステップを再
コンパイルしてから、再実行してください。

v モジュールが IBM 提供のモジュールである場合は、問題報告データ
ベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターで該当するモジュールを担当して
いる構成グループに連絡してください。

発行元: マスター・スケジューラー

D23

説明: オペレーターへの書き込み (WTO) または要応答オペレーターへ
の書き込み (WTOR) に関する処理で、エラーが発生しました。

レジスター 15 に、xxyy00zz または xxyy0www のフォーマットの 16

進数のエラー・コードが入っています。このエラー・コードの各フィー
ルドは、次のとおりです。

xx エラー発生時に実行されていた処理を識別します。

yy 異常終了を要求したモジュールを識別します。

zz xx が 10 の場合は、パラメーター・リストの妥当性検査で
エラーが発生しました。この場合、zz フィールドはそのエラ
ーを識別します。

xx が 20 またはそれ以上の場合は、zz フィールドには、シ
ステム処理から出されたリターン・コードが入っています。

www xx が 99 の場合、www フィールドには、D23 異常終了の原
因となった障害の異常終了コードが入っています。

xx の値とそれに関連した zz の値を以下に示します。

xx 意味

10 パラメーター・リストの妥当性検査で、エラーが発生しまし
た。zz の値は、そのエラーを識別します。

zz 意味

01 WTOR マクロに提供されたパラメーター・リス
トが、フルワード境界で始まっていません。

02 呼び出し側が、複数行の WTOR を出しました。

03 呼び出し側が渡したパラメーター・リストは、呼
び出し側がアクセスできるストレージに置かれて
いません。

04 呼び出し側が、テキストの長さにゼロを指定して
WTOR を要求しました。

05 ユーザーが、WTO 処理中にパラメーター・リス
トを変更したか、または、複数行 WTO パラメー
ター・リストに、テキストの長さがゼロの行が入
っています。

06 キー 0 ～ 7 にない呼び出し側または APF 許可
のない呼び出し側が、1 つまたは複数の許可
WTO キーワードを要求しました。

07 呼び出し側が、同時には使用できない機能を要求
しました。
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08 呼び出し側が、誤ったパラメーター・リスト構造
を指定しました。

0A 呼び出し側が、14 行を超えるテキストを指定し
ました。

0B システム初期設定時に、呼び出し側が WTO を出
しました。

0C 呼び出し側が、分岐リンケージと同期的に処理さ
れるように WTOR を出しました。

0D 呼び出し側が、複数行の WTOR を出しました。

0E プロセッサーが再始動リソースを保持していませ
ん。

0F システムが、アクション・コード・ストレージに
アクセスできませんでした。

10 システムが、オペレーターへの書き込みキュー・
エレメント (WQE) 内に誤った値があることを検
出しました。

11 コンソール名が、予約されているか、または誤っ
ています。

20 オペレーター応答エレメント (ORE) のための GETCELL が
失敗しました。

21 システムが、オペレーター応答用のセル・プールを構築でき
ませんでした。

22 システムが、オペレーター応答用のストレージを取得できま
せんでした。

30 書き込みキュー・エレメント (WQE) のための GETCELL が
失敗しました。

31 システムが、WTO メッセージ用のサブプールを構築できま
せんでした。

32 システムが、WTO メッセージ用のストレージを取得できま
せんでした。

42 システムが、動的作業域用のストレージを取得できませんで
した。

50 LOADWAIT 要求が失敗しました。

51 システムが、必要なストレージを取得できませんでした。

52 データ・ブロック作成ルーチンで障害が発生しました。

53 ストレージ・ハンドラーで障害が発生しました。

99 yy で識別されるモジュールで、内部処理エラーが発生しま
した。www フィールドに、障害の異常終了コードが入って
います。

yy の値とその意味を以下に示します。

yy 意味

01、02 WTO および WTOR サービス・ルーチンが ABEND を要求
しました。

03 ～ 08 システム・モジュールが ABEND を要求しました。

プログラマーの応答: WTO または WTOR マクロを出しているプログ
ラムを訂正してください。プログラムを再コンパイルしてください。ジ
ョブ・ステップを再実行してください。問題が繰り返し発生する場合
は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問

題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

D2D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。この要求に応えて、
オーバーレイ監視プログラムでは、プログラム取り出しを使用してライ
ブラリーからプログラム・セグメントをロードしていました。取り出し
機能が、ロードされるセグメントに誤ったレコード・タイプがあること
を検出しました。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: 再度、プログラムをリンク・エディットし、実行
してください。

発行元: オーバーレイ監視プログ ラム

D37

説明: 直接アクセス装置に対する出力操作が要求されたときに、エラー
が発生しました。このシステム完了コードと一緒に、メッセージ
IEC031I が出されます。

終了したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示される
リターン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、
メッセージ IEC031I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC031I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

D78

説明: システムが RU または VRU 形式の GETMAIN、または RU 形
式の FREEMAIN マクロを処理しようとしたときに、エラーが発生しま
した。システム診断作業域 (SDWA) の SDWACRC フィールドに、エラ
ーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明

04 タスクに関連付けられているローカル・システム・キュー域
(LSQA) 仮想記憶域に対して、FREEMAIN 要求が指定されま
した。しかし、指定された仮想記憶域は、タスクに関連付け
られていません。

08 LSQA ストレージに関する要求をサポートするために必要な
制御ブロック用の中央記憶装置が十分ないため、システムが
この要求に応じられませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA705I を出します。システ
ムは現行タスクを異常終了させます。
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プログラマーの応答: 理由コードが X'04' の場合は、FREEMAIN 要求
を変更して、タスクで所有しているストレージを取得してください。ジ
ョブ・ステップを再実行してください。

理由コードが X'08' の場合は、ジョブを再実行依頼してください。シス
テムがこの異常終了を頻繁に出す場合は、システム・プログラマーに連
絡してください。

システム・プログラマーの応答: インストール手順を調べて、システム
の中央記憶装置の固定所要量を減らしてください。

発行元: 仮想記憶マネージャー (VSM)

D82

説明: RACF で RACROUTE REQUEST=AUTH を処理しているとき
に、RACF ストレージ・マネージャーでエラーが発生しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されます。

コード 説明

04 BAD LENGTH: 取得または解放する区域の長さがゼロ以下で
す。

08 BAD ALIGNMENT: 解放する区域を指すポインターがダブル
ワード境界上にありません。

0C DUPLICATE FREEMAIN: 解放する区域が、すでに解放され
ています。

10 INCORRECT SUBPOOL: 解放する区域のサブプールが、区
域が割り振られているサブプールではありません。

14 INVALID OVERLAP: 解放する区域の一部が、割り振られて
いる区域の一部と同一です。ただし、その一致が、全体また
は部分的な FREEMAIN のいずれでも正しくありません。

18 NOT FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を
持つ必要がないとは指定していないのに、解放する区域には
トレース・テーブル内に対応する GETMAIN 項目がありま
せん。

1C FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を持つ
必要がないと指定しているのに、解放する区域には、トレー
ス・テーブル内に対応する GETMAIN 項目があります。

20 NOT FREED: SVC 処理の終了時に、まだ割り振られている
一時域が存在します。

A0 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロでなく、プログラムによって以前
に作成されたバッファーを指していません。

A4 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 0 にあるサブプールが、以前に作成された
バッファーが割り振られているサブプールではありません。

A8 RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロです。

AC RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 は、プログラムによって以前に作成され
たバッファーを指していません。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: IPCS を使用して、この異常終了でと

られたダンプをフォーマット設定してください。ダンプ・タイトルの説
明については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

D83

説明: RACF で RACROUTE REQUEST=VERIFY を処理しているとき
に、RACF ストレージ・マネージャーでエラーが発生しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されます。

コード 説明

04 BAD LENGTH: 取得または解放する区域の長さがゼロ以下で
す。

08 BAD ALIGNMENT: 解放する区域を指すポインターがダブル
ワード境界上にありません。

0C DUPLICATE FREEMAIN: 解放する区域が、すでに解放され
ています。

10 INCORRECT SUBPOOL: 解放する区域のサブプールが、区
域が割り振られているサブプールではありません。

14 INVALID OVERLAP: 解放する区域の一部が、割り振られて
いる区域の一部と同一です。ただし、その一致が、全体また
は部分的な FREEMAIN のいずれでも正しくありません。

18 NOT FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を
持つ必要がないとは指定していないのに、解放する区域には
トレース・テーブル内に対応する GETMAIN 項目がありま
せん。

1C FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を持つ
必要がないと指定しているのに、解放する区域には、トレー
ス・テーブル内に対応する GETMAIN 項目があります。

20 NOT FREED: SVC 処理の終了時に、まだ割り振られている
一時域が存在します。

A0 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロでなく、プログラムによって以前
に作成されたバッファーを指していません。

A4 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 0 にあるサブプールが、以前に作成された
バッファーが割り振られているサブプールではありません。

A8 RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロです。

AC RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 は、プログラムによって以前に作成され
たバッファーを指していません。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: IPCS を使用して、この異常終了でと
られたダンプをフォーマット設定してください。ダンプ・タイトルの説
明については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。
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D84

説明: RACF で RACROUTE REQUEST=LIST を処理しているときに、
RACF ストレージ・マネージャーでエラーが発生しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されます。

コード 説明

04 BAD LENGTH: 取得または解放する区域の長さがゼロ以下で
す。

08 BAD ALIGNMENT: 解放する区域を指すポインターがダブル
ワード境界上にありません。

0C DUPLICATE FREEMAIN: 解放する区域が、すでに解放され
ています。

10 INCORRECT SUBPOOL: 解放する区域のサブプールが、区
域が割り振られているサブプールではありません。

14 INVALID OVERLAP: 解放する区域の一部が、割り振られて
いる区域の一部と同一です。ただし、その一致が、全体また
は部分的な FREEMAIN のいずれでも正しくありません。

18 NOT FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を
持つ必要がないとは指定していないのに、解放する区域には
トレース・テーブル内に対応する GETMAIN 項目がありま
せん。

1C FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を持つ
必要がないと指定しているのに、解放する区域には、トレー
ス・テーブル内に対応する GETMAIN 項目があります。

20 NOT FREED: SVC 処理の終了時に、まだ割り振られている
一時域が存在します。

44 ICHEINTY マクロに指定されているアクションが多すぎま
す。

A0 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロでなく、プログラムによって以前
に作成されたバッファーを指していません。

A4 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 0 にあるサブプールが、以前に作成された
バッファーが割り振られているサブプールではありません。

A8 RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロです。

AC RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 は、プログラムによって以前に作成され
たバッファーを指していません。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: IPCS を使用して、この異常終了でと
られたダンプをフォーマット設定してください。ダンプ・タイトルの説
明については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

D85

説明: RACF で RACROUTE REQUEST=DEFINE を処理しているとき
に、RACF ストレージ・マネージャーでエラーが発生しました。

システムの処置: システムはタスクを終了させます。

プログラマーの応答: レジスター 15 に、16 進数の理由コードが入っ
ています。メッセージ ICH409I (出された場合) にも、この理由コード
が示されます。

コード 説明

04 BAD LENGTH: 取得または解放する区域の長さがゼロ以下で
す。

08 BAD ALIGNMENT: 解放する区域を指すポインターがダブル
ワード境界上にありません。

0C DUPLICATE FREEMAIN: 解放する区域が、すでに解放され
ています。

10 INCORRECT SUBPOOL: 解放する区域のサブプールが、区
域が割り振られているサブプールではありません。

14 INVALID OVERLAP: 解放する区域の一部が、割り振られて
いる区域の一部と同一です。ただし、その一致が、全体また
は部分的な FREEMAIN のいずれでも正しくありません。

18 NOT FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を
持つ必要がないとは指定していないのに、解放する区域には
トレース・テーブル内に対応する GETMAIN 項目がありま
せん。

1C FOUND: 呼び出し側では、対応する GETMAIN 項目を持つ
必要がないと指定しているのに、解放する区域には、トレー
ス・テーブル内に対応する GETMAIN 項目があります。

20 NOT FREED: SVC 処理の終了時に、まだ割り振られている
一時域が存在します。

A0 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロでなく、プログラムによって以前
に作成されたバッファーを指していません。

A4 RACF モジュールがスペース取得要求を出しました。しか
し、レジスター 0 にあるサブプールが、以前に作成された
バッファーが割り振られているサブプールではありません。

A8 RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 がゼロです。

AC RACF モジュールがスペース解放要求を出しました。しか
し、レジスター 1 は、プログラムによって以前に作成され
たバッファーを指していません。

指摘されたエラーを識別して、訂正してください。

システム・プログラマーの応答: IPCS を使用して、この異常終了でと
られたダンプをフォーマット設定してください。ダンプ・タイトルの説
明については、OS/390 SecureWay Security Server RACF Diagnosis Guide

を参照してください。

DC5

説明: JES 共通結合サービス (JESXCF) が、処理中に回復不能エラー
を検出しました。レジスター 0 に、エラーを説明する 16 進数の理由コ
ードが返されています。

コード 説明

246 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



01 IXZXIXAT または IXZXIXDT マクロ・サービスに渡された
パラメーター・リストに、有効な目印がありません。

02 IXZXIXAT または IXZXIXDT マクロ・サービスに渡された
パラメーター・リストのレベルが誤りです。

03 IXZXIXAT マクロで渡された XCF メンバー名が、無効な文
字を含んでいるか、またはすべてブランクです。

04 IXZXIXAT マクロで渡された XCF メンバー名に、組み込み
ブランクが入っています。

05 IXZXIXAT マクロで指定されたメンバー名の JESXCF 妥当
性検査が失敗しました。

06 IXZXIXAT マクロで渡された XCF グループ名が、無効な文
字を含んでいるか、またはすべてブランクです。

07 IXZXIXAT マクロで渡された XCF グループ名に、組み込み
ブランクが入っています。

08 IXZXIXAT マクロで指定されたグループ名の妥当性検査が失
敗しました。

09 IXZXIXAT/IXZXIXDT パラメーター・リストの妥当性検査が
失敗しました。

0A 内部エラーが発生しました。

0B 内部エラーが発生しました。

0C 内部エラーが発生しました。

0D 内部エラーが発生しました。

0E 内部エラーが発生しました。

0F IXZXIXDT マクロで渡されたグループ・トークンに、無効な
目印が入っています。

10 IXZXIXDT マクロで渡されたグループ・トークンに、無効な
バージョン番号が入っています。

12 パラメーター・リストの JES 標識フラグ・ビット
(WHICHJES) に、JES フラグ・セットが両方ともあったか、
またはどちらもありませんでした。

13 IXZYIXAT マッピング・マクロ内のリリースがサポートされ
ていません。

14 IXZYIXAT マッピング・マクロのリリース妥当性検査が、不
明の理由コードを返しました。

15 IXZYIXAT マッピング・マクロ・パラメーター・リストの保
守レベルが、現行レベルではありません。

16 内部エラーが発生しました。

17 内部エラーが発生しました。

18 内部エラーが発生しました。

19 内部エラーが発生しました。

1A 内部エラーが発生しました。

1B 内部エラーが発生しました。

1C メンバーがグループ内ですでにアクティブであるため、
IXZXIXAT マクロが失敗しました。

1D IXZXIXDT マクロで指定されたメンバー名を見付けることが
できませんでした。

1E 内部エラーが発生しました。

1F IXZXIXAT マクロ要求のためにデータ・スペースを作成する
ことができませんでした。

20 JESXCF が、指定された XCF グループに JES メンバーを
追加できませんでした。

21 XCF グループ最大値に達しています。

22 XCF メンバー最大値に達しています。

23 JESXCF が、指定された XCF グループに JES メンバーを
追加できませんでした。

24 内部エラーが発生しました。

25 IXZXIXDT マクロが失敗しました。このマクロが、指定され
たメンバーを作成した IXZXIXAT マクロを出した側とは異
なる ASCB および TCB から出されたためです。

26 内部エラーが発生しました。

27 内部エラーが発生しました。

32 内部エラーが発生しました。JESXCF アドレス・スペースの
強制および再始動が行われたためと考えられます。

33 内部エラーが発生しました。

34 内部エラーが発生しました。

35 内部エラーが発生しました。

36 内部エラーが発生しました。

システムの処置: JESXCF は、エラーに関するダンプを作成します
(DAE によってダンプが抑制されていない場合)。リターン・コード X'C'

がサービスの呼び出し側に返されます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: この異常終了が出された原因が、イン
ストール先での IXZXIXAT または IXZXIXDT マクロの呼び出しのエラ
ーであった場合は、示された理由コードに基づいてエラーを訂正してく
ださい。IXZXIXAT および IXZXIXDT の使用およびコーディングに関
する説明については、OS/390 MVS プログラミング : JES 共通結合サー
ビス を参照してください。

示されたリターン・コードおよび理由コードを見て、問題の原因が構成
エラーにあるのか、コーディング・エラーにあるのかを判別してくださ
い。問題の原因が構成エラーにある場合は、問題を訂正し、JES を再始
動してください。問題の原因がコーディング・エラーにある場合は、問
題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正
が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し、リターン・コ
ードと理由コード、およびエラー発生時に作成されたダンプを提示して
ください。

JES アドレス・スペースと JESXCF アドレス・スペースをダンプする方
法、および JESXCF アドレス・スペースを再始動する方法についての追
加情報は、OS/390 MVS プログラミング : JES 共通結合サービス を参
照してください。

発行元: JES 共通結合サービス (JESXCF)

DC7

説明: APPC/MVS トランザクション・スケジューラーの実行中に、シ
ステムが回復不能エラーを検出しました。

エラーを説明する理由コードは、次のとおりです。

コード 説明
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01 parmlib 内の CLASSADD ステートメントで、すでに存在す
るクラスの特性を変更しようとしました。

03 システムが、トランザクション・プログラム (TP) にとって
正しくないトランザクション・スケジューリング・タイプを
検出しました。

04 システムが、資源アクセス管理機能 (RACF) を実行できませ
んでした。

05 システムが、セキュリティー環境を作成できませんでした。

07 システムが、セキュリティー環境を削除できませんでした。

08 システムが、RACF から SYSOUT および会計情報を取得で
きませんでした。

10 GETTRANS サービスが、システム管理に新規 TP を通知で
きませんでした。

11 ～ 20 内部エラーが発生しました。

21、22、23

システムが、APPC/MVS トランザクション・スケジューラ
ーを初期設定できませんでした。

24、25 システムが、新規 ASCH イニシエーターを作成できません
でした。

28 ～ 32 内部エラーが発生しました。

33 システムが、APPC からトランザクションを取得できません
でした。

34 システムが、APPC/MVS トランザクション・スケジューラ
ーを初期設定できませんでした。

35 START コマンド以外の何らかの方法によって、ASCH アド
レス・スペースを開始する試みが行われました。

36 システムが、ASCH を初期設定できませんでした。

37 内部エラーが発生しました。

38 ～ 41 システムが、新規 ASCH イニシエーターを作成できません
でした。

42、43 APPC がアクティブのときに、システムが ASCH を初期設
定できませんでした。

44 システムが、現行 parmlib 構成内の SUBSYS キーワードで
指定されているサブシステムを検査できませんでした。

45 システムが DISPLAY ASCH コマンドを処理しているとき
に、エラーが発生しました。

46 システムが APPC 関連サービスを呼び出そうとしたとき
に、エラーが発生しました。

47 システムが、現行 parmlib 構成内の SUBSYS キーワードで
指定されているサブシステムを検査できませんでした。

48、49、50

APPC がアクティブであることが通知されたあとで、システ
ムが APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを初期
設定できませんでした。

51 ASCH が終了しようとしているときに、ASCH が失敗しまし
た。

52、53、54

システムが、APPC/MVS トランザクション・スケジューラ
ーを初期設定できませんでした。

56 APPC がアクティブであることが通知されたあとで、システ
ムが APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを初期
設定できませんでした。

57 システムが、APPC/MVS トランザクション・スケジューラ
ーを初期設定できませんでした。

59 ～ 65 内部エラーが発生しました。

システムの処置: 理由コードに応じて、以下の処置のいずれかをとりま
す。

コード システム処置

01 システムは、誤った CLASSADD ステートメントを処理しま
せん。それ以外の処理は継続します。

03 APPC スケジューラーは、TP をスケジュールしません。TP

が実行されるはずだったイニシエーター・アドレス・スペー
スは、終了します。TP の要求側には、会話が割り振り解除
されたことを示すリターン・コードが返されます。

04 ～ 07 予測不能です。

08 TP の実行がスケジュールされていたイニシエーター・アド
レス・スペースは、終了します。TP の要求側には、会話が
割り振り解除されたことを示すリターン・コードが返されま
す。

10 TP にリカバリー・ルーチンが用意されている場合は、その
リカバリー・ルーチンに制御が渡されます。それ以外の場合
は、TP が終了します。

11 ～ 20 予測不能です。

21 ～ 23 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了しま
す。再始動は不可能です。

24 ～ 25 システムは、既存のイニシエーターを使って処理を継続しま
す。

26 ～ 27 システムは処理を継続します。一定の時間が経過した後、こ
のエラーが再び発生した場合は、システムは自動再始動を試
みます。再始動が正常に完了しなかった場合は、APPC/MVS

トランザクション・スケジューラーが終了します。

28 ～ 32 予測不能です。

33 システムは処理を継続します。一定の時間が経過した後、こ
のエラーが再び発生した場合は、システムは自動再始動を試
みます。再始動が正常に完了しなかった場合は、APPC/MVS

トランザクション・スケジューラーが終了します。

34 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了しま
す。再始動は不可能です。

35 システムは、ASCH アドレス・スペースを初期設定しませ
ん。

36 ～ 37 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了しま
す。再始動は不可能です。

38 ～ 41 システムは、既存のイニシエーターを使って処理を継続しま
す。

42 ～ 43 システムは自動的に再始動を試行します。このエラーが繰り
返し発生した場合は、APPC/MVS トランザクション・スケ
ジューラーが終了します。

44 システムは、既存のイニシエーターを使って処理を継続しま
す。

45 システムは、DISPLAY ASCH コマンドを拒否します。
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46 システムは処理を継続します。トランザクションの要求側に
は、会話が割り振り解除されたことを示すリターン・コード
が返されます。

47 システムは、既存のイニシエーターを使って処理を継続しま
す。

48 ～ 50 システムは自動的に再始動を試行します。このエラーが繰り
返し発生した場合は、APPC/MVS トランザクション・スケ
ジューラーが終了します。

51 ～ 55 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了しま
す。再始動は不可能です。

56 システムは自動的に再始動を試行します。このエラーが繰り
返し発生した場合は、APPC/MVS トランザクション・スケ
ジューラーが終了します。

57 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了しま
す。再始動は不可能です。

58 ～ 60 予測不能です。

61、62 システムは処理を継続します。

63、64 システムは自動的に再始動を試行します。このエラーが繰り
返し発生した場合は、APPC/MVS トランザクション・スケ
ジューラーが終了します。

オペレーターの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

コード 説明

01、03、04

DISPLAY ASCH コマンドを入力して、誤った CLASSADD

ステートメントを見付けてください。システム・プログラマ
ーに連絡してください。

08 RACF 管理者に連絡して、エラーを識別している情報に関し
てインストール先のセキュリティー・パッケージを検査して
ください。

10 ～ 22 システム・プログラマーに連絡してください。

23 START ASCH コマンドを入力してください。エラーが繰り
返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

24 システム・プログラマーに連絡してください。

25 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが重要な作
業を処理していない場合は、CANCEL ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
終了させてください。その後、START ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
再始動してください。それ以外の場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。

26 システム・プログラマーに連絡してください。

27 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了した
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。
START ASCH コマンドを入力してください。

28 ～ 32 システム・プログラマーに連絡してください。

33 システムは処理を継続します。トランザクションの要求側に
は、会話が割り振り解除されたことを示すリターン・コード
が返されます。

34 START ASCH コマンドを入力してください。エラーが繰り
返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

35 システム・プログラマーに連絡してください。

36 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了した
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。
START ASCH コマンドを入力してください。

37 START ASCH コマンドを入力してください。エラーが繰り
返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

38、39、40

システム・プログラマーに連絡してください。

41 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが重要な作
業を処理していない場合は、CANCEL ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
終了させてください。その後、START ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
再始動してください。それ以外の場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。

42 システム・プログラマーに連絡してください。

43 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了した
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。
START ASCH コマンドを入力してください。

44 エラーが繰り返し発生する場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。

45 DISPLAY ASCH コマンドをもう一度入力してください。エ
ラーが繰り返し発生する場合は、システム・プログラマーに
連絡してください。

46 システム・プログラマーに連絡してください。

47 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが重要な作
業を処理していない場合は、CANCEL ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
終了させてください。その後、START ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
再始動してください。それ以外の場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。

48、49 システム・プログラマーに連絡してください。

50 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了した
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。
START ASCH コマンドを入力してください。

51 ～ 54 システム・プログラマーに連絡してください。

55 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了した
場合は、システム・プログラマーに連絡してください。
START ASCH コマンドを入力してください。

56 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが終了した
場合は、START ASCH コマンドを入力してください。エラ
ーが繰り返し発生する場合は、システム・プログラマーに連
絡してください。

57 ～ 61 システム・プログラマーに連絡してください。

62 APPC/MVS トランザクション・スケジューラーが重要な作
業を処理していない場合は、CANCEL ASCH コマンドを入
力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
終了させてください。その後、START ASCH コマンドを入
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力して、APPC/MVS トランザクション・スケジューラーを
再始動してください。それ以外の場合は、システム・プログ
ラマーに連絡してください。

63、64 エラーが繰り返し発生する場合は、システム・プログラマー
に連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれか
の処置をとります。

コード 説明

01 CLASSDEL ステートメントを使用して、現行 parmlib 構成
内の誤ったクラスを削除してください。その後、CLASSADD

ステートメントを使用してクラスの追加を再試行してくださ
い。エラーが繰り返し発生する場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

03、04 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。

05 プログラムが UNIX システム・サービス作成 (spawn) 呼び
出し可能サービスを出したときに、無効なユーザー ID を渡
したかどうか調べてください。ユーザー ID が有効な場合
は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付け
てください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

07 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。

08 RACF 管理者に連絡してください。エラーを識別している情
報に関してインストール先のセキュリティー・パッケージを
検査してください。

10 ～ 34 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。

35 APPC/MVS トランザクション・スケジューラー初期設定が
どのように呼び出されたかを調べて、エラーの再発を防止す
るために適切な処置をとってください。スケジューラーを初
期設定する唯一の正しい方法は、START コマンドを使用す
ることです。

36 ～ 43 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。

44 現行 parmlib 構成内の SUBSYS キーワードに有効な JES

サブシステムを入力してください。

45 ～ 65 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてく
ださい。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センター
に連絡してください。

発行元: APPC/MVS トランザクション・スケジューラー

DFB

説明: 機能サブシステム (FSS) アドレス・スペースでの処理中に、
JES3 モジュールがエラーを検出しました。レジスター 15 または
SDWA (あるいはその両方) に、エラーを説明する 16 進数の理由コー
ドが入っています。(注: 理由コードが X'26' の場合は、理由コードは
SDWA にのみ示され、レジスター 15 には入っていません。)

コード 説明

01 モジュール IATSICD 内の接続サブシステム・インターフェ
ース (SSI) ルーチンで、FSS アドレス・スペースに対する
START コマンドにトークンが入っていないことが判明しま
した。

02 モジュール IATSICD 内の接続サブシステム・インターフェ
ース (SSI) ルーチンで、FSS アドレス・スペースに関する
MEMDATA ヘッダーを見付けることができませんでした。

03 モジュール IATSICD 内の接続サブシステム・インターフェ
ース (SSI) ルーチンで、FSS または FSA のための listen タ
スク (IATFCLT) を確立できませんでした。

05 モジュール IATSICD が、JESXCF 接続処理 (IXZXIXAT サ
ービス) 中に、エラーを検出しました。

06 モジュール IATSICD が、デフォルト・メールボックスの
JESXCF メールボックス構築処理 (IXZXIXMB サービス) 中
に、エラーを検出しました。

07 モジュール IATSICD が、デフォルト・メールボックスの
JESXCF メールボックス削除処理 (IXZXIXMD サービス) 中
に、エラーを検出しました。

08 モジュール IATSICD が、JESXCF 切り離し処理
(IXZXIXDT サービス) 中に、エラーを検出しました。

0B モジュール IATSICD 内の共通タスク終了出口ルーチンで、
FSS アドレス・スペース内のタスクが予期に反して終了した
ことを検出しました。

0C モジュール IATSICD 内の共通タスク終了出口ルーチンで、
終了したタスクを識別できませんでした。

15 FSA 特定接続書き込みルーチン (IATFPCC) で、ブロック・
スプーラーを使用する GETDS スプール・アクセスのための
初期設定を実行できませんでした。

16 FSA 特定接続書き込みルーチン (IATFPCC) で、FSA のた
めの先読みタスクを確立できませんでした。

17 FSA 特定接続書き込みルーチン (IATFPCC) で、FSA のた
めのチェックポイント書き込みタスクを確立できませんでし
た。

1F FSI 命令インターフェース・ルーチン (IATFCOR) が、FSS

または FSA 命令ルーチンからゼロ以外のリターン・コード
を受け取りました。

20 FSI ポスト・インターフェース・ルーチン (IATFCPT) が、
FSA ポスト・ルーチンからゼロ以外のリターン・コードを受
け取りました。

21 モジュール IATFCLT が、FSS/FSA メールボックスの
JESXCF メールボックス構築処理 (IXZXIXMB サービス) 中
に、エラーを検出しました。

22 モジュール IATFCLT が、FSS/FSA メールボックスの
JESXCF メールボックス消去処理 (IXZXIXMC サービス) 中
に、エラーを検出しました。

23 モジュール IATFCLT が、FSS/FSA メールボックスの
JESXCF メッセージ受信処理 (IXZXIXRM サービス) 中に、
エラーを検出しました。

24 モジュール IATFCLT が、FSS/FSA メールボックスの
JESXCF メッセージ確認処理 (IXZXIXAC サービス) 中に、
エラーを検出しました。
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25 モジュール IATFCLT が、FSS/FSA メールボックスの
JESXCF メールボックス削除処理 (IXZXIXMD) 中に、エラ
ーを検出しました。

26 FSA 異常停止命令を JES3 から受け取りました。ダンプが要
求されていた場合は、FSA タスクの異常終了処理の一部とし
てダンプがとられます。

29 C/I FSS 命令処理ルーチン (IATIIFO) で、FSI パラメータ
ー・リストに命令が入っていないことが検出されました。

2A C/I FSS 命令処理ルーチン (IATIIFO) が、誤った命令タイプ
を受け取りました。

2B C/I FSS 命令処理ルーチン (IATIIFO) が、誤った FSS 停止
命令を受け取りました。

2C C/I FSS 命令処理ルーチン (IATIIFO) が、C/I 連絡ブロック
(CCB) を見付けることができませんでした。

33 最初のフリー索引が誤っていたため、FSA 即時セル書き込み
サービス・ルーチン (IATFPQC) が索引の取得に失敗しまし
た。

34 最初のフリー・バッファーが誤っていたため、FSA 即時セル
書き込みサービス・ルーチン (IATFPQC) がバッファーの取
得に失敗しました。

35 要求で渡された索引が誤っていたため、FSA 即時セル書き込
みサービス・ルーチン (IATFPQC) が索引の解放に失敗しま
した。

36 要求で渡されたバッファーが誤っていたため、FSA 即時セル
書き込みサービス・ルーチン (IATFPQC) がバッファーの解
放に失敗しました。

3D データ・セット・チェックポイント・レコードを読み取って
いるときに、FSA GETDS 書き込みルーチン (IATFPGD)

が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエラー・リター
ン・コードを受け取りました。このエラー・リターン・コー
ドは、パラメーター・リストが誤っていることを示していま
す。

3E データ・セット・チェックポイント・レコードを読み取って
いるときに、FSA GETDS 書き込みルーチン (IATFPGD)

が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエラー・リター
ン・コードを受け取りました。このエラー・リターン・コー
ドは、スプール・アドレスが誤っていることを示していま
す。

3F データ・セット・チェックポイント・レコードを読み取って
いるときに、FSA GETDS 書き込みルーチン (IATFPGD)

が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエラー・リター
ン・コードを受け取りました。このエラー・リターン・コー
ドは、アドレス・スペース相互間の転送でエラーが発生した
ことを示しています。

47 スケジューラー作業ブロック (SWB) を読み取っているとき
に、FSA SWB 書き込み処理サービス・ルーチン (IATFPSB)

が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエラー・リター
ン・コードを受け取りました。このエラー・リターン・コー
ドは、パラメーター・リストが誤っていることを示していま
す。

48 スケジューラー作業ブロック (SWB) を読み取っているとき
に、FSA SWB 書き込み処理サービス・ルーチン (IATFPSB)

が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエラー・リター

ン・コードを受け取りました。このエラー・リターン・コー
ドは、スプール・アドレスが誤っていることを示していま
す。

49 スケジューラー作業ブロック (SWB) を読み取っているとき
に、FSA SWB 書き込み処理サービス・ルーチン (IATFPSB)

が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエラー・リター
ン・コードを受け取りました。このエラー・リターン・コー
ドは、アドレス・スペース相互間の転送でエラーが発生した
ことを示しています。

4A スケジューラー JCL 機能 (SJF) の PUTSWB 機能が、FSA

スケジューラー作業ブロック (SWB) 書き込み処理サービ
ス・ルーチン (IATFPSB) にエラー・コードを返しました。

4B スケジューラー JCL 機能 (SJF) の UPDATE 機能が、FSA

スケジューラー作業ブロック (SWB) 書き込み処理サービ
ス・ルーチン (IATFPSB) にエラー・コードを返しました。

4C スケジューラー JCL 機能 (SJF) の DELETESWB 機能が、
FSA スケジューラー作業ブロック (SWB) 書き込み処理サー
ビス・ルーチン (IATFPSB) にエラー・コードを返しまし
た。

51 FSA 先読み書き込みタスク (IATFPRA) が、ブロック・スプ
ーラーを使用するスプール・アクセスのための初期設定を実
行できませんでした。

52 スプールからデータを読み取っているときに、FSA 先読み書
き込みタスク (IATFPRA) が、ブロック・スプーラー・ルー
チンからエラー・リターン・コードを受け取りました。この
エラー・リターン・コードは、パラメーター・リストが誤っ
ていることを示しています。

53 スプールからデータを読み取っているときに、FSA 先読み書
き込みタスク (IATFPRA) が、ブロック・スプーラー・ルー
チンからエラー・リターン・コードを受け取りました。この
エラー・リターン・コードは、スプール・アドレスが誤って
いることを示しています。

54 スプールからデータを読み取っているときに、FSA 先読み書
き込みタスク (IATFPRA) が、ブロック・スプーラー・ルー
チンからエラー・リターン・コードを受け取りました。この
エラー・リターン・コードは、アドレス・スペース相互間の
転送でエラーが発生したことを示しています。

55 FSA 先読み書き込みタスク (IATFPRA) が、スプール・デー
タ・バッファーのフォーマットの誤りを検出しました。

56 FSA 先読み書き込みタスク (IATFPRA) が、JESNEWS デー
タ・バッファーのフォーマットの誤りを検出しました。

5B FSA チェックポイント書き込みタスク (IATFPCW) が、ブロ
ック・スプーラーを使用するスプール・アクセスのための初
期設定を実行できませんでした。

5C データ・セット・チェックポイント・レコードを書き込んで
いるときに、FSA チェックポイント・レコード書き込みタス
ク (IATFPCW) が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエ
ラー・リターン・コードを受け取りました。このエラー・リ
ターン・コードは、パラメーター・リストが誤っていること
を示しています。

5D データ・セット・チェックポイント・レコードを書き込んで
いるときに、FSA チェックポイント・レコード書き込みタス
ク (IATFPCW) が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエ
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ラー・リターン・コードを受け取りました。このエラー・リ
ターン・コードは、スプール・アドレスが誤っていることを
示しています。

5E データ・セット・チェックポイント・レコードを書き込んで
いるときに、FSA チェックポイント・レコード書き込みタス
ク (IATFPCW) が、ブロック・スプーラー・ルーチンからエ
ラー・リターン・コードを受け取りました。このエラー・リ
ターン・コードは、アドレス・スペース相互間の転送でエラ
ーが発生したことを示しています。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

先読みタスク (IATFPRA) およびチェックポイント書き込みタスク
(IATFPCW) で障害が起こると、ほとんどの場合、現行データ・セットの
処理が終了します。このタスクは復元され、次のデータ・セットの処理
を再開します。

その他のすべての障害では、FSA が終了するか、または FSS アドレ
ス・スペース全体が終了します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。
FSS アドレス・スペースが終了した場合、これが再発エラーでなけれ
ば、適切なコマンドを出して FSS を再始動してください。

システム・プログラマーの応答: 対話式問題制御システム (IPCS) を使
用して、SVC ダンプをフォーマット設定してください。

JES3 で問題が発生した場合は、ハードコピー・ログを保管してくださ
い。

発行元: JES3

E00

説明: 入出力要求の処理中に、チャネル実行プログラム (EXCP) 処理
で、以下のエラーのいずれかを検出しました。

v 入出力監視プログラム (IOS) の割り込み応答ブロック (IRB) 分析モ
ジュールの処理中に、または IOS POST の処理中に、プログラム・
チェックまたはマシン・チェックが発生しました。

v 入出力要求が処理されているときに、オペレーターが RESTART キー
を押しました。

v 非常駐のエラー・リカバリー・プログラム (ERP) の処理中に、また
は ERP ローダー・モジュールの処理中に、プログラム・チェックま
たはマシン・チェックが発生しました。

システムの処置: システムは現行タスクを異常終了させます。システム
は Logrec データ・セット・エラー・レコードを書き込みます。Logrec

データ内の直前のエラー・レコードに、異常終了の原因が示されている
はずです。システムは EXCP デバッグ域 (XDBA) を提供しません。

システム・プログラマーの応答: Logrec データ・セット・エラー・レ
コード内のメッセージを見て、エラーの推定原因を見付けてください。
エラーの原因を判別できない場合、または IBM 提供のプログラムがエ
ラーの原因である場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを見てください。問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコード、ジョブの JCL、プログラム・リスト、およびアセンブリ
ー・リストを提示してください。

発行元: チャネル実行プログラム (EXCP)

E03

説明: タスクが、RETURN マクロを出すか、またはレジスター 14 の
戻りアドレスにブランチすることによって、正常終了しようとしまし
た。このタスクでは、SET,MC (必須完了) パラメーターを指定して、以
下に示すマクロのどれかを出しているため、処理を終了する準備ができ
ていません。
v STATUS

v RESERVE

v ENQ

このタスクでは、上記のマクロを出したあと、終了しようとする前に、
ステップ必須完了状況をリセットするための STATUS RESET,MC また
は DEQ RESET,MC マクロを出していません。

システムの処置: システムはタスクを異常終了させます。

オペレーターの応答: アプリケーション・プログラマーまたはシステ
ム・プログラマーから SVC ダンプを求められた場合は、以下の SLIP

トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=E03,ACTION=SVCD,END

プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 異常終了時にダンプが作成されなかった場合は、SLIP トラップを設
定して SVC ダンプを入手するようにオペレーターに依頼してくださ
い。

2. ダンプを見て、異常終了したモジュールを識別してください。

3. モジュールが、インストール先で用意したプログラムである場合は、
SET,MC パラメーターを指定した ENQ、RESERVE、または
STATUS マクロが、RESET,MC パラメーターを指定した DEQ また
は STATUS マクロと対になるようにしてください。

システム・プログラマーの応答: モジュールが IBM 提供のモジュール
である場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付け
てください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターで該当
するモジュールを担当している構成グループに連絡してください。その
際には、収集した問題データを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

E06

説明: 内容監視プログラムが OS/390 UNIX システム・サービス
(OS/390 UNIX) の exec、fork、loadhfs、または deletehfs 機能を処
理しているときに、エラーが発生しました。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。理由コードは、xx yy のフォーマットになっています。xx は、エ
ラーの原因である機能の機能 ID (1 バイト) を表し、yy は、エラーの
理由コードを表しています。機能コード xx の値は、以下のとおりで
す。

コード 説明

00 exec 機能または fork 機能が失敗しました。

01 loadhfs 機能が失敗しました。

02 deletehfs 機能が失敗しました。

理由コード yy の値は、以下のとおりです。

コード 説明

00 無許可プログラムが、内容監視プログラムによる OS/390

UNIX の exec、loadhfs、または deletehfs 機能の処理を
要求しました。
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04 ～ 1C OS/390 UNIX 呼び出し可能サービス exec、loadhfs、また
は deletehfs の処理中に、内部エラーが発生しました。

20 PGMF FIND が正常に実行されませんでした。メッセージ
CSV034I がこの異常終了と一緒に出されます。

24 要求されたモジュール・プログラムに関する PGMF FIND

が異常終了しました。メッセージ CSV036I がこの異常終了
と一緒に出されます。

2C 内容監視プログラムによる OS/390 UNIX 呼び出し可能サー
ビスの処理中に、予期しないエラーが発生しました。

30 要求されたパス名を使用すると、結果的に、ロード可能専用
ファイルを FETCH することになります。メッセージ
CSV039I がこの異常終了と一緒に出されます。要求されたパ
ス名はロード可能専用ファイルを参照していますが、このフ
ァイルは exec 呼び出し可能サービスのターゲットとしては
無効です。

34 要求されたパス名を使用すると、結果的に、実行不能ファイ
ルを FETCH することになります。メッセージ CSV038I が
この異常終了と一緒に出されます。

38 要求されたパス名を使用すると、結果的に、実行不能ファイ
ルを FETCH することになります。モジュールに、オーバー
レイ・モジュールであるというマークが付けられていまし
た。exec 実行可能ファイルの場合、このようなことが生じて
はなりません。メッセージ CSV038I がこの異常終了と一緒
に出されます。

3C 要求されたパス名を使用すると、結果的に、実行不能ファイ
ルを FETCH することになります。メッセージ CSV038I が
この異常終了と一緒に出されます。

40 実行可能ファイルを FETCH しようとしたときに、内部エラ
ーが発生しました。

44 要求されたモジュール・プログラムに関する PGMF FIND

が異常終了しました。メッセージ CSV036I がこの異常終了
と一緒に出されます。

48 呼び出し可能サービスが、ESTAE リカバリーを確立できま
せんでした。

4C 呼び出し側は、TCB チェーン上に複数の RB を持っていま
した。

50 ～ 54 これらの理由コードは、fork 呼び出し可能サービスの処理中
に内部エラーが発生したことを示しています。

58 ストレージからプログラムを除去しようとしたときに、内部
エラーが発生しました。

システムの処置: システムは、呼び出し可能サービスを出しているプロ
グラムを異常終了させます。

プログラマーの応答:

コード 応答

00 システム・ダンプは取られず、Logrec レコードは書き込まれ
ません。

04 ～ 1C システム・プログラマーに連絡してください。

20 一緒に出されたメッセージ CSV034I を参照してください。

24 システム・プログラマーに連絡してください。

30 プログラムを訂正してください。

34 実行可能ファイルを参照するように、パス名を訂正してくだ
さい。

38 実行可能ファイルを参照するように、パス名を訂正してくだ
さい。

3C 実行可能ファイルを参照するように、パス名を訂正してくだ
さい。

40 一緒に出されたメッセージ CSV034I を参照してください。

44 システム・プログラマーに連絡してください。

50 ～ 54 システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 一部の理由コードは、ファイル・シス
テムまたは基礎になっている PGMF メカニズムに問題があることを示
しています。理由コードが 00 以外の場合は、通常はシステム・ダンプ
が取られます。そのダンプを IBM サポート・センターに提示してくだ
さい。

理由コードが 04 ～ 18 および 50 ～ 54 の場合は、内部エラーが発生
しました。そのエラーを IBM サポート・センターに報告してくださ
い。

発行元: 内容監視

E13

説明: グラフィック・データ制御ブロックに対する OPEN マクロ命令
を処理しているときに、エラーが発生しました。このシステム完了コー
ドと一緒に、メッセージ IEC159I が出されます。終了したタスクに関す
る詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリターン・コード (メ
ッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッセージ IEC159I の
説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC159I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブのソース・プログラ
ム・リスト、および問題に関連するすべての印刷出力と出力データを提
示してください。

発行元: DFSMSdfp

E1A

説明: カタログ・アドレス・スペース (CAS) 割り振りタスクが、処理
に割り当てられている時間を超過したため、異常終了しました。このタ
スクは、永続的に使用不可の何らかのシステム・リソースを待っていた
可能性があります。

システムの処置: システムは、新しいタスクを生成して割り振り機能を
復元します。

発行元: DFSMSdfp

E23

説明: 要応答オペレーターへの書き込み (WTOR) マクロの処理中に、
エラーが発生しました。このマクロでは、以下のいずれかを誤って指定
しています。
v イベント制御ブロック (ECB) のアドレス
v ECB 内の要求ブロック (RB) のアドレス

第2章 システム完了コード 253



v 仮想記憶域のアドレス

プログラマーの応答: マクロを訂正するか、またはマクロ展開を誤って
変更するようなプログラム・エラーを訂正してください。ECB アドレス
がフルワード境界上のフルワードであることを確認してください。プロ
グラムを再コンパイルしてから、ジョブ・ステップを再実行してくださ
い。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

E2D

説明: プログラムがオーバーレイを要求しました。この要求に応えて、
オーバーレイ監視プログラムでは、プログラム取り出しを使用してライ
ブラリーからプログラム・セグメントをロードしていました。取り出し
機能が、誤ったアドレスを検出しました。

注: オーバーレイ・プログラムは 24 ビットのアドレッシング・モード
でのみ実行され、31 ビットのアドレッシング・モードでは実行され
ません。

システムの処置: システムは、オーバーレイを要求したプログラムを異
常終了させます。ダンプの DD ステートメントが指定されている場合
は、システムは ABEND ダンプを書き込みます。

プログラマーの応答: 再度、プログラムをリンク・エディットし、実行
してください。

発行元: オーバーレイ監視プログ ラム

E37

説明: 出力操作が要求されたときに、エラーが発生しました。データ・
セットは、直接アクセス装置または磁気テープ装置上にあります。この
システム完了コードと一緒に、メッセージ IEC032I が出されます。終了
したタスクに関する詳しい情報、およびレジスター 15 に示されるリタ
ーン・コード (メッセージ・テキスト中の rc) の説明については、メッ
セージ IEC032I の説明を参照してください。

プログラマーの応答: メッセージ IEC032I の指示に従って応答してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ
ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

E82

説明: SVC 130 (RACROUTE REQUEST=AUTH マクロ) が呼び出され
ました。しかし、システムに RACF が正しくインストールされていな
いため、SVC 130 は非アクティブです。

システムの処置: タスクは終了します。

システム・プログラマーの応答: システムに RACF がインストールさ
れている場合は、RACF が正しく使用可能になっていることを確認して
ください。システムの初期設定時に使用された parmlib メンバー
IEASYSxx 内の PROD= ステートメントが指しているメンバー
IFAPRDxx を検査してください。詳細については、OS/390 Security

Server (RACF) システム・プログラマーのガイド を参照してください。

システムに RACF をインストールしていない場合に、データ・セット

の RACF 標識ビットがオンにセットされていると、この異常終了が出
されることがあります。これが起こる可能性があるのは、RACF がイン
ストールされているシステムからのデータ・セットを使用している場合
です。

E83

説明: SVC 131 (RACROUTE REQUEST=VERIFY マクロ) が呼び出さ
れました。しかし、システムに RACF が正しくインストールされてい
ないため、SVC 131 は非アクティブです。

システムの処置: タスクは終了します。

システム・プログラマーの応答: システムに RACF がインストールさ
れている場合は、RACF が正しく使用可能になっていることを確認して
ください。システムの初期設定時に使用された parmlib メンバー
IEASYSxx 内の PROD= ステートメントが指しているメンバー
IFAPRDxx を検査してください。詳細については、OS/390 Security

Server (RACF) システム・プログラマーのガイド を参照してください。

E84

説明: SVC 132 (RACROUTE REQUEST=LIST マクロ) が呼び出されま
した。しかし、システムに RACF が正しくインストールされていない
ため、SVC 132 は非アクティブです。

システムの処置: タスクは終了します。

システム・プログラマーの応答: システムに RACF がインストールさ
れている場合は、RACF が正しく使用可能になっていることを確認して
ください。システムの初期設定時に使用された parmlib メンバー
IEASYSxx 内の PROD= ステートメントが指しているメンバー
IFAPRDxx を検査してください。詳細については、OS/390 Security

Server (RACF) システム・プログラマーのガイド を参照してください。

E85

説明: SVC 133 (RACROUTE REQUEST=DEFINE マクロ) が呼び出さ
れました。しかし、システムに RACF が正しくインストールされてい
ないため、SVC 133 は非アクティブです。

システムの処置: タスクは終了します。

システム・プログラマーの応答: システムに RACF がインストールさ
れている場合は、RACF が正しく使用可能になっていることを確認して
ください。システムの初期設定時に使用された parmlib メンバー
IEASYSxx 内の PROD= ステートメントが指しているメンバー
IFAPRDxx を検査してください。詳細については、OS/390 Security

Server (RACF) システム・プログラマーのガイド を参照してください。

EC4

説明: NetView は、エラー状態にある NetView タスクを終了させるた
めに、CALLRTM を使用して異常終了 EC4 を出します。NetView は、
以下の NetView コマンドの実行中に、異常終了 EC4 を使用します。

STOP FORCE

他のシグナルに応答しない NetView タスクを異常終了さ
せ、回復または終了させる。

CLOSE IMMED
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CLOSE IMMED が処理されたあともまだ NetView タスクが
アクティブの場合に、約 1 分後、NetView タスクを遮断す
る。

システムの処置: 異常終了 EC4 は、NetView が、タスクを停止させる
唯一の方法として、システム異常終了を使用して介入することを決定し
たことを意味します。

システム・プログラマーの応答: エラーから回復するために STOP

FORCE コマンドまたは CLOSE IMMED コマンドを使用している場合
は、ユーザー・プログラムと IBM プログラムのどちらに障害があるの
かを判別するために、システム・プログラマーに連絡してください。
NetView 製品は、原因が除かれるまでの間、ユーザー・エラーまたは
IBM 製品エラーから回復する手段として、STOP FORCE コマンドおよ
び CLOSE IMMED コマンドを用意しています。STOP FORCE または
CLOSE IMMED を通常の操作手順として上記以外の目的で使用するの
は、製品の誤用になります。

異常終了 EC4 レポートが出される回数が多い場合は、次のようにして
ください。

v エラー・リカバリー・コマンドを使いすぎるとストレージの損失の原
因となり、システム・パフォーマンスに影響する可能性があること
を、オペレーターに連絡する。STOP FORCE または CLOSE IMMED

に頼る前に、非異常終了の STOP TASK および CLOSE STOP を使
用するよう、オペレーターに指示する。

v STOP TASK を使用してもタスクが停止しない場合、または CLOSE

STOP を使用しても NetView がクローズしない場合は、NetView サ
ービスに連絡して、ユーザー・プログラムまたは IBM プログラムの
不良を検出して修正するために必要なダンプまたはその他の問題判別
に関して助言を求める。

EC5

説明: JES 共通結合サービス (JESXCF) が、JES メンバーの異常終了
の原因となる回復不能エラーを検出しました。レジスター 0 に、エラー
を説明する 16 進数の理由コードが返されています。

コード 説明

00 JESXCF リカバリー環境でエラーが検出されました。

システムの処置: システムは JES メンバーを異常終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 関連した JESXCF 異常終了および関
連した JESXCF ダンプを見付けてください。それらを使用して、エラー
を診断してください。問題がコーディング・エラーに起因している場合
は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。問題を修正し、JES を再始動してください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡し、リターン・コードと理由コー
ド、およびエラーによって作成されたダンプを提示してください。

JES アドレス・スペースと JESXCF アドレス・スペースをダンプする方
法、および JESXCF アドレス・スペースを再始動する方法についての追
加情報は、OS/390 MVS プログラミング : JES 共通結合サービス を参
照してください。

発行元: JES 共通結合サービス (JESXCF)

EC6

説明: OS/390 UNIX システム・サービス (OS/390 UNIX) の呼び出し
可能サービスの処理中に、エラーが発生しました。呼び出し可能サービ
スが、もともと、プログラム内の機能として、またはシェル・コマンド
として出された可能性があります。

レジスター 15 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが入ってい
ます。理由コードは、xxxx yyyy のフォーマットになっています。xxxx

は、内部情報 (ここでは説明しません) を表し、yyyy は、以下に示す外
部情報を表しています。

外部理由コードだけが文書化されています。内部エラーについては、そ
の他にも多くの理由コードが示される可能性があります。内部エラーに
ついては、IBM に報告してください。

コード 説明

000D 障害のある物理ファイル・システムが、OS/390 UNIX カー
ネルの終了を要求しました。

0016 ESTAE マクロがエラーリターン・コードを返しました。

0025 サポートされないエントリー・コードが、ファイル・システ
ム・サービスに対して指定されました。

0026 osi_thread サポートの構築中に、set_dub_default サービスに
よって障害が報告されました。

0027 アドレス・スペースを作成するための Dspserv が失敗しまし
た。

0029 OMVS 結合データ・セットがアクセス可能ではありません。

002A OMVS 結合データ・セットのデータが、予期したとおりでは
ありません。

002B OMVS アドレス・スペースを作成できませんでした。

002C OMVS アドレス・スペースを初期設定できませんでした。

002E 要求が、適切なダビングが行われていないプロセスによって
出されました。

0030 SRB から Syscall を出すことは許されません。

0031 要求された syscall は、SRB モードではサポートされませ
ん。

0037 指定されたポートが使用中です。

0401 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0402 予期しないエラーです。

0403 Ktimer 設定 (BPXXKTIM) が失敗しました。

0405 入力パラメーターが誤っています。

0421 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0441 syscall 層への無効なエントリーです。

0442 環境エラーです。

0444 PC 番号の呼び出しは認識されません。

0445 PC に対する無効なエントリーです。

0446 このスレッドは定義されていません。

0447 機能要求コードが誤っています。

0481 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0482 OS/390 UNIX スレッドではありません。

0483 要求されたイベントの数が多すぎます。

0484 マスクに未定義のイベントが入っています。

0485 リストにイベントがありません。

0486 KSER アドレスが無効です。

0488 リスト内のイベントの組み合わせが無効です。

第2章 システム完了コード 255

||



0489 タスクが、待機するよう適切にセットアップされていませ
ん。

048A ESTAE マクロからのリターン・コードに問題があります。

048B 入力 ECB リストが 1013 項目より長くなっています。

048C カーネル待機とユーザー・カーネル待機は交換可能ではあり
ません。

048D KSER ストレージ・プールのラッチを取得できません。

048E KSER ストレージ・プールのラッチを解放できません。

048F Ktimer 設定が失敗しました。

0490 ハッシュ・テーブル・カウントが無効です。

04C1 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

04C2 DSPSERV 作成からのリターン・コードに問題があります。

04C3 ALESERV 追加からのリターン・コードに問題があります。

04C4 ALESERV 抽出からのリターン・コードに問題があります。

04C5 ALESERV 削除からのリターン・コードに問題があります。

04C6 DSPSERV 削除からのリターン・コードに問題があります。

04C7 TCBTOKEN マクロからのリターン・コードに問題がありま
す。

04C8 LXRES マクロからのリターン・コードに問題があります。

04C9 AXSET マクロからのリターン・コードに問題があります。

04CA ETCRE マクロからのリターン・コードに問題があります。

04CB ETCON マクロからのリターン・コードに問題があります。

04CC ESTAE マクロからのリターン・コードに問題があります。

04CD VSM Locate マクロからのリターン・コードに問題がありま
す。

04CE LOAD または NUCLKUP マクロからのリターン・コードに
問題があります。

04CF ETDES マクロからのリターン・コードに問題があります。

04D0 ParmLib 内のパラメーターに問題があります。

04D1 CSVQUERY マクロからのリターン・コードに問題がありま
す。

04D2 Pgser マクロからのリターン・コードに問題があります。

04D3 Axres マクロからのリターン・コードに問題があります。

04D4 Asext マクロからのリターン・コードに問題があります。

04D5 シスプレックス初期設定中の BPXFSIT マクロからのリター
ン・コードに問題があります。

04D6 Lxfre マクロからのリターン・コードに問題があります。

04D7 マザー・スレッドが終了したため、コロニー AS が終了しま
した。

04D8 シスプレックスの IXCJOIN が失敗しました。

04D9 XCF IXCQUERY 操作が失敗しました。

04DA BPXXQHIT キュー・マネージャー処理が失敗しました。

04DB シスプレックスの初期設定が失敗しました。

04DC XCF IXCMSGI Message-In マクロ処理が失敗しました。

04DD BPXOPIT が、コマンド・プロセッサー BPXOTASK を
ATTACH するのに失敗しました。

0501 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0503 OSAB は、新規タスク用にすでに存在しています。

0506 _Exit 異常終了理由コード。

0507 StorMan 作成からのリターン・コードに問題があります。

0508 Edsa が、呼び出しプロセスに存在しません。

0509 プログラムのロードが失敗しました。プログラムが見付かり
ません。

050A Load マクロが、予期しない異常終了コードで失敗しまし
た。

050D 無効な機能 # が BPXPKEXC に渡されました。

050E Attach マクロからのリターン・コードに問題があります。

050F BPXPTCAC 呼び出しからのリターン・コードに問題があり
ます。

0510 割り振られたリソースを解放するための BPXXNXMS(FREE)

が出されていません。

0511 BPXXNXMS(SYNC) 要求に対して必要な応答が出されていま
せん。

0512 BPXXNXMS(ASYNC) 要求には応答は許されません。

0515 BPXJCPRC 内の L16J が予期に反して失敗しました。

0516 BPXMRCSI で ACEE 作成 / 削除処理中に、SAF が失敗し
ました。

0517 DEFERRESP または DEFERFREE の前に、必要な
BPXXNXMS(DEFER) が出されていません。

0518 現行バッファーがフリー・チェーン上にもあります。

0519 リソースはすでに解放されています。

054F 現行バッファーがフリー・チェーン上にもあります。

0550 PPRT、KSER または PPRP ID がオーバーレイされていま
す。

0551 PPRA が破壊されています。内容が整合していません。

0553 vdac タスクの初期設定中に障害が発生しました。

0554 IVTCSM 呼び出しの予期しない失敗。

0555 PpraActiveCount 存続時間が MaxProcSys であるときに、フ
リー Ppra スロットがありません。

0556 プロセスの初期設定中にラッチ作成が失敗しました。

0557 PID が PPRA で見付かりません。

0558 プロセスの初期設定中にラッチの取得が失敗しました。

0559 PprtPprp のみの PprtLatchedToken (R4)。

055C 呼び出しプログラム BPXXJPID 区域の日付が一致しませ
ん。

055D 呼び出しプログラム BPXXJPID NEXT が他のラッチを保持
しています (R4)。

055E 親元によって保持されているラッチの要求 (R4、R5)。

055F BPXXJPID の呼び出しプログラムが多すぎるラッチを保持し
ています (R4)。
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0560 無効な機能 # が内部 MvsIptAffinity に渡されました。

0561 SLTB が破壊されています。内容が整合していません。

0581 RESMGR マクロからのリターン・コードに問題がありま
す。

0582 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0583 重要な制御ブロックが損傷を受けました。

0584 Estae マクロからのリターン・コードに問題があります。

0585 EOM リカバリーのタイムアウト。

0586 Tcb/Ecb テーブルがいっぱいです。

0587 ATTACH からのリターン・コードに問題があります。

05C0 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

05C1 ストレージ・マネージャーのラッチ・セットは、この AS に
すでに存在しています。

05C2 ストレージ・マネージャーのラッチ作成がストレージ不足で
す。

05C3 Isglcrt サービスからのリターン・コードに問題があります。

05C4 セル・ストレージ・アドレスが必要です。

05C5 Aleserv マクロからのリターン・コードに問題があります。

05C6 このセル・プールに対して DSPSERV RELEASE を行えませ
ん。

05C7 Csrpbld サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05C8 Csrpexp サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05C9 セル・プール・トークンが無効です。

05CA セル・アドレスが無効です。

05CB Csrpget サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05CC Csrpfre サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05CD Csrpqpl サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05CE Csrpcon サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05CF Csrpact サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05D0 ストレージ・マネージャーの制御ブロック・スタックが無効
です。

05D1 ストレージ・マネージャーの制御ブロック・スタックがオー
バーフローしました。

05D2 マスター・セル・プールがエクステント記憶セル不足です。

05D3 マスター・セル・プールが制御ブロック・セル不足です。

05D4 スタック・ストレージ用のセル・プールがセル不足です。

05D5 拡張スタックが、無効なセル・プール ID で呼び出されまし
た。

05D6 IUTL 呼び出しが予期に反して失敗しました。

05D7 Estae マクロからのリターン・コードに問題があります。

05D8 Csrpqex サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05D9 Csrpdac サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05DA Csrpdis サービスからのリターン・コードに問題がありま
す。

05DB 要求されたストレージの長さが最大長を超えています。

05DC 無効なデータ・スペース・グループ ID が渡されました。

05DD 無効なデータ・スペース ALET が渡されました。

05DE 無効なデータ・スペース Stoken が渡されました。

05DF BPXSMDSP データ・スペース・マネージャーからの予期し
ないエラーです。

0601 スリープまたはアラームでシステム障害が発生しました。

0603 ファイルのクローズ時にエラーが発生しました。

0605 プロセスが状況変更を親に通知できませんでした。

0606 シグナル・コードがローカル・ロックの取得に失敗しまし
た。

0607 シグナル生成が失敗しました。

060A シグナル環境保管サービスからのリターン・コードに問題が
あります。

060B プロセスを停止できませんでした。

060C OESIR からの Load 16 および Jump で予期しないエラーが
起きました。

060D OESIR に無効な PPSD が渡されました。

060E Ppsqs が InitPpsqChunck で使用可能なスペースを超えていま
す。

0641 PTY ラッチ・セットを作成するためのストレージがありませ
ん。

0642 ラッチ・セット名の重複が検出されました。

0643 ラッチ・マネージャーからの予期しないリターン・コードで
す。

0644 入力キューのためのストレージを取得できません。

0645 出力キューのためのストレージを取得できません。

0646 PTY 装置状態が無効であるか、または予期しない状態です。

0647 PTY デバイス・ドライバーの入力イベントが無効です。

0648 監査証跡イベントが無効です。

0649 PTY バッファーでカウント矛盾が検出されました。

064A PTY バッファーでカウント矛盾が検出されました。

064B PTY バッファーでカウント矛盾が検出されました。

064C ESTAE マクロからのリターン・コードに問題があります。

064D Pty サポートの内部論理エラーです。

064E EOT/EOM 処理時のリカバリー・コードが無効です。

0650 select()criteria が無効です。

0651 select()function が無効です。

0652 SBCS スキャン TRT テーブルの値が無効です。
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0653 DBCS スキャン TRT テーブルの値が無効です。

065B BPXXKTIM セットからの予期しないリターン・コード。

065C BPXXKTIM 取り消しからの予期しないリターン・コード。

0680 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0685 Load 16 および Jump で予期しないエラーが発生しました。

0686 Ptrb の Ptrace 要求コードが無効です。

0688 ptrace SVC 144 の SVCUPDATE が失敗しました。

0689 モジュールに対する呼び出し側 ID が誤っています。

0700 モジュールに対するエントリー・コードが誤っています。

0703 Attach マクロからのリターン・コードに問題があります。

0704 ルートを所有しているファイル・システムが開始されていま
せん。

0705 初期設定時のストレージ・マネージャーからの戻りに問題が
あります。

0706 ルート・ファイル・システムを所有している PFS からの戻
りに問題があります。

0707 SYS1.PARMLIB に ROOT ステートメントが指定されていま
せん。

0708 PFS による vn_create で返された vnode アドレスが無効で
す。

0709 キュー・マネージャーが初期設定に失敗しました。

070A キュー・マネージャーが接続に失敗しました。

070B 無効な Pnode が渡されました。

070C ディスパッチ可能単位を待機するための KSER がありませ
ん。

070D Pnwt が見付かりません。

070E Pipe GFS が見付かりません。

070F GRS ラッチ・マネージャー要求が失敗しました。

0710 Umask 要求時のファイル・システム・ラッチ・サービス・エ
ラー。

0711 Umask 入力エラー。Mode に無効ビットが設定されていま
す。

0714 パラメーターとして無効な ALET を受け取りました。

0715 誤ったコマンド・コードがモジュールに渡されました。

0716 ファイル / ディレクトリー・クローズ・サービスからのリタ
ーン・コードに問題があります。

0717 Read/Write が無効な syscall 要求によって呼び出されまし
た。

0718 受け取った Vnode が無効です。

0719 次の filedes テーブル・ページへのポインターが 0 です。

071A 要求された機能には、親ディレクトリー vnode が必要で
す。

071B 渡された長さが負数です。これは無効です。

071C 開始されていないコロニー PFS を停止しようとしました。

071D ファイル・システム・モジュールがラッチ・ハンドルをオー
バーレイします。

071E 無効な Vnode アドレスが参照されました。

071F BPXFRLOC 呼び出し側がその BPXXFENT に FRLOC をも
っていません。

0720 BPXFTCLN が誤った vnode キャッシュ・キューを検出しま
した。

0721 Vnode ラッチを保持しているときにモジュールが終了しまし
た。

0722 保留ラッチがロックされた SHR であるときに BPXXCALL

EXCL が出されました。

0723 PFS リカバリー・トークン・スタック・オーバーフロー。
BPXZFSRB を参照してください。

0724 無効な Snode またはソケットが検出されました。

0725 ソケット読み取り / 書き込みキューのエラー。

0726 TCP/IP へのインターフェースのセットアップ・エラー。

0727 無効な制御ブロック・アドレスが検出されました。

0729 PGSER 固定または解放からのリターン・コードに問題があ
ります。

072A 現行システムはすでに所有者です。

072B vget または mount のあとで、異なる vnod が返されまし
た。

0730 OMVS AS が取り消されたときに、コロニー AS が取り消
されました。

0731 dd_configure からの retval が無効です。

0732 CSFS DDWT が無効な DDWE を検出しました。

0733 PFS 再始動時に、Cabc の終わりを超えた再始動バイトを割
り振る要求が出されました。

0734 コロニー・スレッド・サポートのための msgq を作成できま
せんでした。

0735 トークンを必要とする要求に、保管されている CDSI トーク
ンがありません。

0736 前の要求から有効な CDSI トークンを保管しました。

0737 IXCXCDSI リターン・コードと理由コードがコード・エラー
を示しています。

0738 CDS 内部構造が矛盾しています。

0739 ソケットが有効な状態ではありません。

073A CDS の読み取りまたは書き込みでエラーが発生しました。

0781 バイト範囲ロック・マネージャーを初期設定できません。

0782 バイト範囲ロック・マネージャーを終了できません。

0783 バイト範囲のロック解除時に予期しないエラーが発生しまし
た。

0784 プロセスの登録時に予期しないエラーが発生しました。

0785 オブジェクトの登録時に予期しないエラーが発生しました。

0786 バイト範囲ロック・マネージャーが内部エラーを検出しまし
た。

0787 ロック情報の取得時にエラーが発生しました。

0788 プロセスの登録解除時に予期しないエラーが発生しました。
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0789 オブジェクトの登録解除時に予期しないエラーが発生しまし
た。

078A ロックのセット時に予期しないエラーが発生しました。

078B MarkBroken の呼び出し時に予期しないエラーが発生しまし
た。

078C PprtFd フィールドは、Vde ポインターを保持するためにすで
に使用されています。

078D Vnode Vde カウントが負数になりそうです。

078E Oapb チェーンの終結処理が適切に行われていません。

078F IEAVLSUP 照会サービスが失敗しました。

0790 IEAVLSUP 更新サービスが失敗しました。

0791 UNIX システム・サービスが予期に反して終了しました。

07E0 カーネルと TFS のレベルがミスマッチです。

07E1 ファイル・システム・トークンのための TFS 取り付けテー
ブルに問題があります。

07E2 ファイルを非ディレクトリーに追加しようとしました。

07E3 チェーン・ポインターの誤り。データ・ブロックがファイル
にありません。

07E4 チェーン・ポインターの誤り。ファイルにないブロックを解
放しようとしています。

07E5 すでに割り振られているブロックを割り振ろうとしていま
す。

07E6 すでに解放されているブロックを解放しようとしています。

07E7 スーパーブロックを解放しようとしています。

07E8 非ディレクトリーでルックアップしようとしています。

07E9 WTO の長さの誤り。

0800 レジスター 2 が、BPXXQHIT 内の問題のあるパラメーター
を指しています (QhitT を参照)。

0801 BPXXQHIT マクロから予期しないリターン・コードが返さ
れました。

0802 UDP-plus フラグの組み合わせが誤りです。

0803 QHIT キューの構造が損傷しています。

0804 チャネル・プログラム・チェックが発生しました。

0805 カウンターが負になります。

0806 渡されたバッファー長がゼロか、または誤りです。

0807 予期しないバッファー・シーケンス番号が検出されました。

0808 BPXUIIOC 処理が失敗しました。

0809 BPXXKSOC 処理が失敗しました。

080A マスター・ソケットが作成されていません。

080B 内部カウンターへの値が無効です。

080C BPXUTBIN からの予期しない ERRNO。

080D 受け入れ時に QnodSeqNum ミスマッチが検出されました。

080E 予期しない TCP 状態が検出されました。

080F 空のバックログ・キューに DEQ UTBQE を実行しようとし
ました。

0810 要求された待ち時間は長すぎるが、短すぎます。

0811 タイマー処理がそのテールを環状配列の中で把握しました。

0812 TCP Readable BFQE チェーンが破壊されています。

0813 TCP Send BFQE チェーンが破壊されています。

0814 トランスポート・プロバイダーで TCP ソケット用のラッ
チ・リソースが予期に反して不足しました。

0815 バッファー・チェーンが破壊されています。

0816 BPXXFAST NEWODB からのリターン・コードに問題があ
ります。

0817 Waitlist ポストが予期に反して失敗しました。

0818 tcp_drop() の呼び出しが誤っています。

0819 UTTC2 が 0 Bfqe で呼び出され、FIN が受信されません。

081A ?IWMELEAV マクロからの予期しないリターン・コード。

081B Osenv セルが使用に有効でなくなっています。

081C 既存の ACEE の使用回数更新のみが予期されたときに、新
しい ACEE が作成されました。

081D VFS が予期されたときに、無効な VFS が検出されたか、ま
たは VFS が検出されませんでした。

081E サーバーからクライアントに無効な Xnod が返されました。

8002 OS/390 UNIX が実行されていません。

8004 カーネルが終了したあと、再始動されました。古いカーネル
との接続が有効でなくなっています。

8006 現行プロセスが終了処理中です。

800C ファイル・システム名が重複しているため、エラーが発生し
ました。

8010 呼び出し側の PSW キーが誤っています。

8011 呼び出し側は AR モードで実行中です。

8012 呼び出し側のシグナル・データ域 (PPSD) が誤っています。

8013 ptrace ルーターが呼び出されたとき、ptrace を使用して呼び
出しプログラムをトレース中ではありませんでした。

8014 ptrace ルーターが誤ったスレッドで呼び出されました。

8015 ptrace ルーターが許可プロセスで呼び出されました。

8017 sleep 呼び出し可能サービスが呼び出されたとき、OS/390

UNIX が実行されていませんでした。

8018 呼び出し可能サービスの呼び出し側の PSW キーが誤ってい
ました。

8022 ptrace ルーターが終了スレッドで呼び出されました。

8024 ptrace ルーターが、制御環境の処理中に呼び出されました。

8028 ローカル INET が初期設定に失敗しました。

8033 DOMAINNAME(AF_INET) および TYPE(OESTACK) を指定
した parmlib ステートメント NETWORK の重複はサポート
されません。

8034 指定された Network タイプは、DOMAINNAME(AF_INET)

のもとではサポートされません。

8035 TCP/IP BASE 機能が必要ですが、使用可能になっていませ
ん。
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8487 タスクは疑似ダビングがすでに行われています。

8502 必要な VSMLIST がありません。

8504 Exec Kernel syscall からのリターン・コードに問題がありま
す。

8514 BPXJCSE でソケットのアドレス・スペース / プロセス識別
を変更しているときに、予期しないエラーが発生しました。

8604 シグナル処理がカーネル・シャットダウンを検出しました。

864F デバイス・ドライバーの Pty ラッチを取得できません。

865A デバイス・ドライバーの Rty ラッチを取得できません。

8681 Ptrace からの Sigaction 呼び出し可能サービスが失敗しまし
た。

8682 Ptrace からの Kill 呼び出し可能サービスが失敗しました。

8683 Ptrace からの Sigprocmask 呼び出し可能サービスが失敗しま
した。

8684 fork 子の Ptrace 初期設定が失敗しました。

8687 Ptrace カーネル機能が失敗しました。

868A Ptrace からの Quiesce 呼び出し可能サービスが失敗しまし
た。

8701 LFS マザー・タスクが初期設定しませんでした。

8702 Estae マクロからのリターン・コードに問題があります。

8712 マスクは変更されません。セキュリティー・サポートがイン
ストールされていません。

8713 Umask 要求時のセキュリティー・サービス・エラー。

8728 期間中にファイル・システム・ラッチを取得できませんでし
た。

C001 呼び出し可能サービスが誤りであるか、サポートされていま
せん。

C003 呼び出し可能サービスは、タスク制御ブロック (TCB) のも
とで実行中のプログラムによって出されたものではありませ
んでした。

C005 呼び出し可能サービスはネストできません。

C007 呼び出し可能サービスがクロス・メモリー・モードで出され
ました。

C008 呼び出し側のプロセスはダビングできません。

C009 パラメーター・リストに入っているパラメーターの数が誤っ
ています。

C00A パラメーター長が負の値です。

C00E ユーザー・パラメーター・データを移動しようとしたとき
に、誤ったアドレスが検出されました。

C00F ストレージが不十分で、ユーザー・パラメーターをコピーす
ることができません。

C019 呼び出し側のプログラムが、誤った要求ブロック (RB) 状態
で実行されていました。

C01A セキュリティー製品がインストールされていません。

C01B ユーザー ID がセキュリティー製品に対して定義されていま
せん。

C01C ユーザー ID が、OS/390 UNIX にアクセスできないグルー
プに入っています。

C01D ユーザー ID は OS/390 UNIX にアクセスできません

C01E ユーザー ID に UID がありません。

C01F ユーザー ID が、GID のないグループに入っています。

C020 セキュリティー製品によって内部エラーが報告されました。

C021 _exit 呼び出し可能サービスで指定された状況が無効です。

C023 要求スレッドが終了状態にあるため、呼び出し可能サービス
が拒否されました。

C02F 呼び出し側には、この呼び出し可能サービスに対する許可が
ありません。

C032 スティッキー・プログラムが MVS ライブラリー検索順序の
中で見付からないため、Exec フェーズ 2 が失敗しました。

C036 HFS 実行可能ファイルの実行が制御環境から試行されたた
め、Exec フェーズ 2 が失敗しました。

C443 呼び出し可能サービスのパラメーター規則がありません。

C448 Load 16 および Jump で予期しないエラーが発生しました。

C552 Proc init の呼び出し側がキー 0 になく、監視プログラム状
態でもありません。

C55A BPXPRTRM 内部呼び出し可能サービスの呼び出し側は許可
をもっていません。

FDxx ダンプを伴う終了シグナル。

FDF1 Exec2 内部呼び出し可能サービスの呼び出し側は許可をもっ
ていません。

FDF2 Osab が呼び出しプロセスに入っていません。

FDF3 RACF Exec Set Uid/Gid サービスからのリターン・コードに
問題があります。

FDF4 BPXMRKIN の呼び出し側は許可 (キー 0 | 監視プログラム
状態) をもっていません。

FFxx ダンプを伴わない終了シグナル。

FFF7 OS/390 UNIX が実行中でなく、呼び出し側はリターン・コ
ードを予期していません。

FFF8 OS/390 UNIX が実行中でなく、パラメーター・リストが長
すぎます。

FFFA ユーザーが待ち状態のときにカーネルが終了したか、カーネ
ルのエラーです。

FFFE Exec フェーズ 1 が複数の TCB/RB とともに正常に終了し
ました。

システムの処置: システムは、呼び出し可能サービスを出しているプロ
グラムを異常終了させます。

プログラマーの応答:

コード 応答

000D ファイル・システムに障害があると、OS/390 UNIX もすべ
て終了することが、障害のあるファイル・システムによって
示されました。

0016 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れましたが、リカバリー環境を確立することができませんで
した。原因はシステム・リソースの不足にあると考えられま
す。より多くのシステム・リソースを取得するか、またはシ
ステム・リソースの使用を減らしてください。
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0025 ファイル・システム・サービスへのインターフェースに指定
されているエントリー・コードが、そのインターフェースに
よってサポートされるコードの範囲内にありません。要求は
処理されません。

0026 セキュリティー製品の開始プロシージャー・テーブルに、こ
のコロニーのためのプロシージャー用の項目があること、そ
の項目で有効なユーザー ID を指定していることを確認して
ください。

0027 この障害の理由としては、データ・スペースがすでに存在す
ることが考えられます。parmlib メンバーに、重複したエン
トリー・ポイント名を指定していないことを確認してくださ
い。

0029 TYPE BPXMCDS に対して XCF 結合データ・セット・ユー
ティリティーを実行して、OMVS 結合データ・セットを作成
してください。SETXCF COUPLE オペレーター・コマンド
を出して、新規の TYPE=BPXMCDS 結合データ・セットを
追加してください。

002A TYPE BPXMCDS に対して XCF 結合データ・セット・ユー
ティリティーを実行して、OMVS 結合データ・セットを作成
してください。SETXCF COUPLE オペレーター・コマンド
を出して、新規の TYPE=BPXMCDS 結合データ・セットを
追加してください。

002B 作成されたダンプでエラー発生時のレジスター 2 と 3 を調
べて、エラーの特性を示している ASCRE リターン・コード
と理由コードを入手し、IBM 技術支援担当者に連絡してくだ
さい。

002C OMVS アドレス・スペースの初期設定時に、クロス・メモリ
ー・ポスト障害が発生しました。IBM 技術支援担当者に連絡
してください。

002E IBM 技術支援担当者に連絡してください。

0030 呼び出しプロセスが、終了したか、または OS/390 UNIX 呼
び出し可能サービスを出している並行 SRB の数の限界に達
しました。呼び出しプロセスがまだ終了していない場合は、
呼び出し可能サービスを再度出してください。

0031 タスク・モードから呼び出し可能サービスを出すか、別の呼
び出し可能サービスを使用して必要な機能を実行してくださ
い。

0037 パラメーター指定エラーの可能性があります。この異常終了
と一緒に出されたメッセージ BPXF219I を参照して、そこに
リストされている指示に従ってください。問題を訂正できな
い場合は、このダンプを IBM 技術支援担当者に転送してく
ださい。

0401 ～ 081C

IBM 技術員に連絡してください。

8002 OS/390 UNIX が開始されていない場合は、OS/390 UNIX を
開始するためのコマンドを出すように、オペレーターに依頼
してください。ジョブを再実行する前に、OS/390 UNIX が
その初期設定を完了していることを確認してください。

8004 OS/390 UNIX が停止してから、再始動されました。別の呼
び出し可能サービスを出す前に、プロセスを終結処理するた
めに BPX1MPC (MVS プロセスの終結処理) の呼び出しを出
してください。またはジョブを終了させてください。

8006 この終了が完了するまでは、新しい呼び出し可能サービスを
出すことはできません。

800C ファイル・システムの初期設定で、重複したファイル・シス
テム名を処理しているときに、エラーが発生しました。使用
した parmlib メンバーの中で、ROOT にも parmlib メンバ
ー BPXPRMxx の MOUNT ステートメントにも重複するフ
ァイル・システム名がないかどうか調べてください。
DSNAME が指定されたときに名前が原因で生じる可能性の
ある重複も調べてください。

8010 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、PSW キーが無効でした。ユーザーが
ptrace を使用してデバッグできるプログラムは、PSW キー
8 で実行されるプログラムだけです。

8011 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、ASC モードが無効でした。ptrace は、非
AR モードのプログラムだけをサポートします。非 AR モー
ドのプログラムだけを、ptrace を使用してデバッグしてくだ
さい。

8012 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、PPSD が無効でした。有効な PPSD を指
定して ptrace を呼び出してください。PPSD は、マクロ
BPXYPPSD でマップされます。

8013 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、この ptrace 呼び出しは、現在 ptrace に
よってデバッグされていないプロセスで行われました。
ptrace 可能なイベントを処理するために ptrace を呼び出す場
合、ptrace によってデバッグされているプロセスでのみ呼び
出してください。

8014 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、この ptrace 呼び出しは、ダビングされ
ていないスレッドのもとで行われました。ptrace 可能なイベ
ントを処理するために ptrace を呼び出す場合、ダビングさ
れたスレッドのもとでのみ呼び出してください。

8015 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、プロセスが許可プロセスでした。許可プ
ロセスでは、ptrace を使用してプログラムをデバッグしよう
としないでください。

8017 呼び出し可能サービス sleep (BPX1SLP) が呼び出されたと
き、OS/390 UNIX が非アクティブになっていました。シス
テム・オペレーターに、DISPLAY OMVS オペレーター・コ
ンソール・コマンドを使用して OS/390 UNIX の状況を調べ
るよう依頼してください。おそらく、オペレーターは
OS/390 UNIX を再始動する必要があります。

8018 OS/390 UNIX 呼び出し可能サービスを呼び出すには、呼び
出し側は、シグナルの送達を可能にする PSW キーを持つ必
要があります。シグナルの送達を可能にする PSW キーで
OS/390 UNIX 呼び出し可能サービスを呼び出すように、ア
プリケーションを変更してください。

8022 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、この ptrace 呼び出しは、すでに終了し
ているスレッドのもとで行われました。ptrace 可能なイベン
トを処理するために ptrace を呼び出す場合、終了している
スレッドのもとで呼び出すことのないようにしてください。

8024 ptrace が、ptrace 可能なイベントを処理するために呼び出さ
れました。しかし、プロセスには、オープンされたセキュリ
ティー製品制御データ・セットがありました。この制御環境
では、ptrace を使用してプログラムをデバッグしようとしな
いでください。
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8028 集中ソケット・ファイル・システムを立ち上げずにローカル
INET を開始したか、またはローカル INET だけを指定して
集中ソケット・ファイル・システムを開始したかのいずれか
です。ローカル INET を開始するためには、他のファイル・
システムを少なくとも 1 つ指定して、集中ソケット・ファ
イル・システムを立ち上げなければなりません。

8033 ファイル・システムの初期設定で、
DOMAINNAME(AF_INET) および TYPE(OESTACK) を指定
した parmlib ステートメント NETWORK の重複を処理して
いるときに、エラーが発生しました。parmlib メンバー
BPXPRMxx に、このようなステートメントは 1 つだけ指定
されていることを確認してください。

8034 ファイル・システムの初期設定で、
DOMAINNAME(AF_INET) を指定した parmlib ステートメン
ト SUBFILESYSTYPE を処理しているときに、エラーが発生
しました。指定された NAME は受け入れられません。
NAME(OESTACK) のみを指定することができます。

8035 TCP/IP BASE 機能が FILESYSTYPE OESTACK に必要で
す。IFAPRDxx メンバーでこの機能を使用可能にしてくださ
い。

8487 ～ 8728

IBM 技術員に連絡してください。

C001 正しい呼び出し可能サービス番号を指定し、ジョブを再実行
依頼してください。

C003 TCB モードでのみ、呼び出し可能サービスを出すことがで
きます。SRB モードはサポートされません。

C005 システムが、ネストされた呼び出し可能サービスを検出しま
した。たとえば、次のような場合です。

要求ブロック (RB) が呼び出し可能サービスを出します。割
り込み要求ブロック (IRB) (たとえば、STIMER 出口の) が
RB に割り込んで、別の呼び出し可能サービスを出そうと試
みます。2 番目の呼び出し可能サービス要求が検出され、エ
ラーとしてフラグを立てられます。

問題を訂正して、ジョブを再実行依頼してください。

C007 クロス・メモリー・モードで呼び出し可能サービスを出すこ
とはできません。

問題を訂正して、ジョブを再実行依頼してください。

C008 呼び出しプロセスを OS/390 UNIX プロセスにしようと試み
ているときに、エラーが発生しました。呼び出し側ではリタ
ーン・コードを予期していないため、システムは呼び出し側
のためにリターン・コードを設定することができません。ユ
ーザー ABDUMP が要求されました。ABDUMP または症状
ダンプのどちらかで、エラーの原因を調べることができま
す。ダンプでは、レジスター 2 にリターン・コード値が入
っており、レジスター 3 に障害の理由コード値が入ってい
ます。リターン・コードと理由コードを分析して、問題の原
因を見付けてください。

C009 呼び出し可能サービスの実行を妨げるエラーが検出されまし
た。ただし、入力パラメーター・リストの指定が誤っていた
ため、システムは呼び出し側のためにエラー・リターン・コ
ードを設定することができません。

呼び出し側のために ABDUMP または症状ダンプが要求され
ました。ダンプでは、レジスター 2 にリターン・コード値
が入っており、レジスター 3 に元の障害の理由コード値が
入っています。

次の両方を行ってください。

v リターン・コードと理由コードを分析して、元の問題の原
因を見付けてください。

v 最後のパラメーター・リスト項目の高位ビットがオンにセ
ットされていることを確認してください。現在、呼び出し
可能サービスでは、最大 25 のパラメーター・リスト項目
がサポートされています。

C00A 誤った入力パラメーターが呼び出し可能サービスに渡された
かどうか調べてください。次のいずれかの状態が生じた可能
性があります。

v 可変長パラメーターの指定された長さが負の値です。(この
エラーは、アセンブラー呼び出し可能サービスを出してい
るプログラムでのみ発生する可能性があります。)

可変長パラメーターの長さが負の値であってはなりませ
ん。可変長パラメーターを指定した呼び出し可能サービス
では、通常、可変長パラメーターをペアで指定します。ペ
アのうちの最初のパラメーターで、次に来る可変長パラメ
ーターの長さを指定します。

v 固定長パラメーターの長さが、許容値を超えています。固
定長パラメーターの最大長が 5000 バイトを超えてはなり
ません。

v 出力可変長パラメーターを収容するために使用される入力
バッファーのサイズは、5000 バイトを超える長さとして
指定されています。パラメーターの実際の最大サイズは、
それをはるかに下回ります。このエラーが報告されるの
は、パフォーマンス上の理由からであり、システム・リソ
ース (ストレージおよび処理時間も含めて) の非効率的な
使用を避けるためです。入力バッファーとして指定するサ
イズを小さくしてください。

C00E ユーザー・パラメーター・データにアクセスしているとき
に、エラーが発生しました。原因は次のいずれかである可能
性があります。

v 出されている呼び出し可能サービスに対して、パラメータ
ーの合計数が誤っています。

v 渡されたユーザー・パラメーターの 1 つにエラーがあ
り、それが原因で、パラメーターへのアクセス時に
OS/390 UNIX がプログラム・チェックを起こしていま
す。下記の条件があるかどうか検査してください。

– 存在しないストレージを指しているパラメーター

– 現行のユーザー PSW キーではアクセスできないパラメ
ーター

誤った入力パラメーターが呼び出し可能サービスに渡された
かどうか調べてください。

C00F OS/390 UNIX が、渡されたユーザー・パラメーターのコピ
ーを作成するためのストレージを取得できません。原因は次
のいずれかである可能性があります。

v ユーザー領域がいっぱいになっていて、STORAGE 要求を
満足させることができません。

v 渡されたユーザー・パラメーターの 1 つにエラーがあ
り、それが原因で、満足させることのできないほど大量の
ストレージを要求する STORAGE 要求を OS/390 UNIX

が出しています。

誤った入力パラメーターが呼び出し可能サービスに渡された
かどうか調べてください。パラメーターが正しい場合は、ユ
ーザー REGION サイズを大きくすることを考慮してくださ
い。
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C019 アプリケーション・プログラムを修正してください。OS/390

UNIX 呼び出し可能サービスが、特定の要求ブロックから呼
び出される必要があるのに、誤った要求ブロックから呼び出
されました。直前に呼び出し可能サービス mvssigsetup を
異なる要求ブロックから呼び出したために、問題が生じた可
能性があります。シグナルは、mvssigsetup を出した要求
ブロックにしか送達できないため、OS/390 UNIX はこの呼
び出し可能サービスを実行できません。

C01A セキュリティー・アクセス機能 (たとえば、RACF) が必要で
すが、システムにインストールされていません。

C01B ユーザーをセキュリティー製品に対して定義してください。

C01C 現行グループを OS/390 UNIX グループとして定義してくだ
さい。

C01D ユーザーを OS/390 UNIX ユーザーとして定義してくださ
い。

C01E ユーザーを OS/390 UNIX ユーザーとして定義してくださ
い。

C01F 現行グループを OS/390 UNIX グループとして定義してくだ
さい。

C020 セキュリティー・アクセス機能 (たとえば、RACF) によっ
て、エラー条件が報告されました。セキュリティー製品によ
って、ダンプがすでに取られているはずです。エラーの原因
は、ダンプで調べることができます。

ユーザー ABDUMP も OS/390 UNIX カーネルによって要求
されました。ABDUMP または症状ダンプのどちらかで、セ
キュリティー製品からのエラー・リターン・コードを調べる
ことができます。ダンプでは、レジスター 4 にエラー・リ
ターン・コード値が入っており、レジスター 5 にセキュリ
ティー製品から報告されたエラー理由コード値が入っていま
す。リターン・コードと理由コードを分析して、問題の原因
を見付けてください。

C021 _exit 呼び出しで有効な出口状況を指定してください。受け
入れられる出口状況の値の定義については、BPXYWAST マ
クロを参照してください。

C023 スレッドの終了を完了するために、および処理の対象となる
新しいスレッドを取得するために、BPX1PTX 呼び出し可能
サービスを出してください。スレッドがこの状態にある間
は、他の OS/390 UNIX 呼び出し可能サービスはサポートさ
れません。

C02F 呼び出し可能サービスを出すためには、呼び出し側は APF

許可されている必要があります。

C032 呼び出し側は、プログラムが、プログラムと一緒に実行され
る LPA、LINKLIST または STEPLIB に入っていることを確
認する必要があります。

C036 呼び出し側は、プログラムが、HFS で制御されているプログ
ラムとしてマークされていることを確認するか、あるいはプ
ログラムを MVS ライブラリー検索順序に入れて、それを
SAF プログラム制御に対して定義する必要があります。

C443 ～ C55A

IBM 技術員に連絡してください。

FDxx xx が X'01' ～ X'7F' の範囲内にある場合は、シグナルが受
信され、それが原因で終了して、ダンプが取られました。こ
の条件は、通常、アプリケーション・プログラミング例外の
結果として生じます。値 xx で表されるシグナルの説明につ

いては、OS/390 UNIX システム・サービス プログラミング
: 呼出し可能サービス 解説書 の付録 “BPXYSIGH - Signal

Constants” または “Signal Defaults” を調べてください。

FDF1 ～ FDF4

IBM 技術員に連絡してください。

FFxx xx が X'01' ～ X'7F' の範囲内にある場合は、シグナルが受
信され、それが原因で終了しました。この条件は、通常、あ
るプロセスが終了シグナルをそのプロセス自体またはプロセ
ス・グループ内の別のプロセスに明示的に送信した結果とし
て生じます。値 xx で表されるシグナルの説明については、
OS/390 UNIX システム・サービス プログラミング : 呼出し
可能サービス 解説書 の付録 “BPXYSIGH - Signal

Constants” または “Signal Defaults” を調べてください。

FFF7 OS/390 UNIX が開始されていない場合は、START OMVS

コマンドを出すように、オペレーターに依頼してください。
ジョブを再実行する前に、OS/390 UNIX が初期設定を完了
していることを確認してください。

FFF8 呼び出し可能サービスの実行を妨げるエラーが検出されまし
た。ただし、入力パラメーター・リストの指定が誤っていた
ため、システムは呼び出し側のためにエラー・リターン・コ
ードを設定することができません。最後のパラメーター・リ
スト項目の高位ビットがオンにセットされていることを確認
してください。現在、呼び出し可能サービスでは、最大 25

のパラメーター・リスト項目がサポートされています。

FFFA ～ FFFE

IBM 技術員に連絡してください。

発行元: OS/390 UNIX システム・サービス (BPX)

EC7

説明: 拡張プログラム間通信機能 (APPC) が、回復不能エラーを検出
し、異常終了 X'EC7' を出しました。

エラーを説明する理由コードは、以下のとおりです。

コード 説明

000A1000 論理装置用の VTAM アプリケーションが APPC

可能でないため、論理装置のアクティブ化が失敗
しました。論理装置用の VTAM APPL ステート
メントに APPC=YES を指定したか調べてくださ
い。

システム処置 : システムは、理由コード
X'000A0037' を伴う異常終了 X'EC7' も出します
が、これは無視してもかまいません。

000100xx 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。システムは SVC ダンプを書き込みま
す。

00020001 プログラムが Cleanup_AS サービスを呼び出しま
したが、正しい数のパラメーターを指定しなかっ
たか、VLIST の規則に従わなかったかのどちら
かです。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。
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00020002 プログラムが Cleanup_TP サービスを呼び出しま
したが、正しい数のパラメーターを指定しなかっ
たか、VLIST の規則に従わなかったかのどちら
かです。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00020003 ～ 00020006

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
APPC/MVS 初期設定は正常に行われません。

00020007 プログラムが Cleanup_TP サービスを呼び出しま
したが、正しい数のパラメーターを指定しなかっ
たか、VLIST の規則に従わなかったかのどちら
かです。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00020008 あるバージョンの Cleanup_Address_Space サービ
スをプログラムが出しましたが、そのバージョン
は、システムにインストールされている MVS の
リリースでは無効です。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00020009 あるバージョンの無許可の Cleanup_TP サービス
をプログラムが呼び出しましたが、そのバージョ
ンは、システムにインストールされている MVS

のリリースでは無効です。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

0002000A プログラムが呼び出した ATBCUC1 サービス
は、システムにインストールされている MVS の
リリースでは無効です。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

0002000B システムが、呼び出し可能サービスに対する入力
パラメーターにアクセスしようとしたときに、エ
ラーが発生しました。プログラムの呼び出し側
が、パラメーターに対する読み取りまたは書き込
みのアクセス権を持っていません。

00030001 DISPLAY APPC コマンド・プロセッサーが表示
のためにデータを抽出しようとしたときに、内部
エラーが発生しました。

システム処置: システムは DISPLAY コマンドを
終了しますが、APPC は処理を継続します。

00050001 トランザクション・プログラム (TP) プロファイ
ルの変換処理中に、システム・エラーが発生しま
した。

システム処置: システムはその TP プロファイル
を使用しません。

00050002 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムはその TP プロファイル
を使用しません。

00050300 ～ 000503E0

VSAM の処理中に、内部エラーが発生しまし
た。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00050420 ～ 00050424

トランザクション・プログラム (TP) プロファイ
ルの処理中に、システム・エラーが発生しまし
た。

システム処置: システムはその TP プロファイル
を使用しません。

00050800 ～ 00050822

TP プロファイルまたサイド情報の処理中に、内
部エラーが発生しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00050200 APPC 初期設定処理中に、内部エラーが発生しま
した。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
APPC/MVS 初期設定は正常に行われません。

00050602 ～ 00050657

TP プロファイルまたサイド情報の処理中に、内
部エラーが発生しました。

00060001 ～ 00060004

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは APPC を異常終了さ
せます。再始動の基準が満たされている場合は、
新しいアドレス・スペースで APPC が再始動し
ます。

00060005 ～ 00060009

内部エラーが発生しました。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、イ
ンバウンド処理に影響を与える可能性がありま
す。

0006000A 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは APPC を異常終了さ
せます。再始動の基準が満たされている場合は、
新しいアドレス・スペースで APPC が再始動し
ます。

0006000B 内部エラーが発生しました。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、イ
ンバウンド処理に影響を与える可能性がありま
す。

0006000C ～ 0006000E

内部エラーが発生しました。
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システム処置: システムは APPC を異常終了さ
せます。再始動の基準が満たされている場合は、
新しいアドレス・スペースで APPC が再始動し
ます。

0006000F ～ 00060014

内部エラーが発生しました。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、イ
ンバウンド処理に影響を与える可能性がありま
す。

00070001 ～ 00070002

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070003 APPC/ システム間カップリング・ファシリティー
(XCF) グループ名の初期設定が失敗しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
APPC リソースは使用不可です。この問題への応
答として、オペレーターが START APPC コマン
ドを入力しても、APPC の初期設定は失敗しま
す。

00070004 システムが、APPC/XCF グループ名を初期設定で
きませんでした。システムは、IXCQUERY マク
ロから返されたシステム情報内で、CVTSNAME

に合致するものを見付けることができませんでし
た。システムは、APPC/XCF グループ名を初期設
定しませんでした。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
APPC リソースは使用不可です。この問題への応
答として、オペレーターが START APPC コマン
ドを入力しても、APPC の初期設定は失敗しま
す。

00070005 APPC を開始するための無許可の試行が出されま
した。APPC を呼び出せるのは、START APPC

コマンドを使用する開始タスクに限られます。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070006 APPC が、必要な共通ストレージを取得できませ
んでした。レジスター 2 に、システムの
STORAGE マクロからのリターン・コードが入っ
ています。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070008 APPC に対して、無許可の状態変換が要求されま
した。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ

ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070009 APPC が、必要な専用ストレージを取得できませ
んでした。レジスター 2 に、システムの
STORAGE マクロからのリターン・コードが入っ
ています。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

0007000A 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

0007000B APPC の部のいずれかに対して、無許可の状態変
換が要求されました。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

0007000C システムが、ATBINPVT ロード・モジュールを
ロードできません。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

0007000D ～ 0007000E

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

0007000F 初期設定エラーが発生しました。システムは、
APPC リソースを取得できませんでした。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
オペレーターが START APPC コマンドを入力し
ても、エラーが原因で APPC の初期設定処理が
失敗します。

00070010 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070011 システムが、ATBINPVT ロード・モジュールを
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ロードできませんでした。レジスター 2 に、シ
ステムの LOAD マクロからのリターン・コード
が入っています。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070012 システムが、ATBINLPA ロード・モジュールを
ロードできませんでした。レジスター 2 に、シ
ステムの LOAD マクロからのリターン・コード
が入っています。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070013 システムが、ATBINMIG ロード・モジュールを
ロードできませんでした。レジスター 2 に、シ
ステムの LOAD マクロからのリターン・コード
が入っています。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070015 部の状態を更新する試行が出されましたが、部
ID が定義されていません。

システム処置: システムは、異常終了後の APPC

の状況を示すメッセージをオペレーター・コンソ
ールに送ります。再始動条件が満たされている場
合は、APPC が APPC 自身を別のアドレス・ス
ペースで再始動させます。

00070019 ～ 0007001D

内部エラーが発生しました。

システム処置: APPC は、APPC 自身を別のアド
レス・スペースで再始動させることができませ
ん。APPC サービスは使用不可のままです。

00090001 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が、呼び出されるサー
ビスに対して多すぎるか、または少なすぎます。

システム処置: システムは要求を拒否します。こ
のエラーの結果としてアドレス・スペースが異常
終了するのでない限り、このエラーの結果として
会話が終了することはありません。アドレス・ス
ペースが異常終了する場合は、そのアドレス・ス
ペースが所有していたすべての会話は、通常の
APPC 処理の一部として終結処理されます。

00090002 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たときに、異常終了が発生しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00090003 ～ 00090051

内部エラーが発生しました。

00090052 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。システムは SVC ダンプを書き込みま
す。

00090054 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
conversation_ID パラメーターにアクセスすること
ができません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090055 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
service_name パラメーターにアクセスすることが
できません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090056 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
service_reason_code パラメーターにアクセスする
ことができません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090057 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
message_text_length パラメーターにアクセスする
ことができません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090058 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
message_text パラメーターにアクセスすることが
できません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090059 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
error_log_product_set_ID_length パラメーターにア
クセスすることができません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090060 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
error_log_product_set_ID パラメーターにアクセス
することができません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090061 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
error_log_data_length パラメーターにアクセスす
ることができません。
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システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090062 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
error_log_data パラメーターにアクセスすること
ができません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090063 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
return_code パラメーターにアクセスすることがで
きません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090064 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
reason_code パラメーターにアクセスすることが
できません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090065 プログラムが Error_Extract の呼び出しで指定し
たパラメーターの数が誤っています。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090066 ～ 00090068

APPC/MVS で内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090069 APPC/MVS は、Error_Extract サービスに関する
パラメーター・リストにアクセスできません。

システム処置: システムは、Error_Extract の呼び
出しを処理しません。システムは他の処理を継続
します。

00090070 ～ 00090072

APPC/MVS で内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。システムは SVC ダンプをとります。

000A00xx 内部エラーが発生しました。

システム処置: APPC は処理を継続します。

000A1000 論理装置用の VTAM アプリケーションが APPC

可能でないため、論理装置のアクティブ化が失敗
しました。論理装置用の VTAM APPL ステート
メントに APPC=YES を指定したか調べてくださ
い。

00100003 グループ結合サービスが、
XCFMSGIN_EXIT_ADDRESS 入力パラメーター
にアクセスしようとしたときに、異常終了しまし
た。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100004 グループ結合サービスが、
XCFMSGIN_MEMDATA 入力パラメーターにア
クセスしようとしたときに、異常終了しました。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100005 グループ結合サービスが、XCF_RETURN_CODE

入力パラメーターにアクセスしようとしたとき
に、異常終了しました。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100006 グループ結合サービスが、XCF_REASON_CODE

入力パラメーターにアクセスしようとしたとき
に、異常終了しました。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100007 グループ結合サービスが、RETURN_CODE 入力
パラメーターにアクセスしようとしたときに、異
常終了しました。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100008 グループ結合サービスが、MEMBER_TOKEN 入
力パラメーターにアクセスしようとしたときに、
異常終了しました。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100009 グループ結合サービスに渡されたパラメーターの
数が誤っています。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

0010000A ～ 0010000B

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは APPC を自動的に再
始動します。2 度目の障害が発生すると、APPC

は異常終了します。

0010000C Associate サービスに渡されたパラメーター・リ
ストで、パラメーターの数が誤っています。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

0010000D Connect サービスに渡されたパラメーター・リス
トで、パラメーターの数が誤っています。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

0010000E Control サービスに渡されたパラメーター・リス
トで、パラメーターの数が誤っています。
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システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

0010000F Disconnect サービスに渡されたパラメーター・リ
ストで、パラメーターの数が誤っています。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

00100010 Identify サービスに渡されたパラメーター・リス
トで、パラメーターの数が誤っています。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

00100011 Unidentify サービスに渡されたパラメーター・リ
ストで、パラメーターの数が誤っています。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

00100012 Define Local TP サービスに渡されたパラメータ
ー・リストで、パラメーターの数が誤っていま
す。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

00100013 トランザクション・スケジューラー・インターフ
ェース・サービスに渡されたパラメーター・リス
トに、アクセス不能なパラメーターが入っていま
す。

システム処置: APPC は処理を継続しますが、シ
ステムは要求されたサービスを実行しません。

00100014 結合サービスが、パラメーター・ポインターにア
クセスしようとしたときに、失敗しました。パラ
メーター・リストがアクセス不能です。

システム処置: システムは要求を拒否します。シ
ステムは、呼び出し側を APPC グループに結合
しません。

00100015 Set_AS_Attributes サービスに渡されたパラメータ
ー・リストで、パラメーターの数が誤っていま
す。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00100016 Set_AS_Attributes サービスに渡されたパラメータ
ー・リストに、アクセス不能なパラメーターが入
っています。

00100017 ～ 00100018

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは APPC を自動的に再
始動します。2 度目の障害が発生すると、APPC

は異常終了します。

00100019 内部エラーが発生しました。

システム処置: 呼び出し側のタスクが終了しま
す。

0010001F あるバージョンの Identify サービスをプログラム
が出しましたが、そのバージョンは、システムに
インストールされている MVS のリリースでは無
効です。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00100020 あるバージョンの Unidentify サービスをプログ
ラムが出しましたが、そのバージョンは、システ
ムにインストールされている MVS のリリースで
は無効です。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00100023 あるバージョンの Join_Sysappc_Group サービス
をプログラムが出しましたが、そのバージョン
は、システムにインストールされている MVS の
リリースでは無効です。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00100025 プログラムが、誤った数のパラメーターが入って
いるパラメーター・リストを Version_Service に
渡しました。

00100026 プログラムが、アクセス不能のパラメーター・リ
ストを Version_Service に渡しました。

00100027 プログラムが、アクセス不能のパラメーターが入
っているパラメーター・リストを Version_Service

に渡しました。

システム処置: システムは処理を継続しますが、
要求された APPC/MVS サービスは正常に行われ
ません。

00100028 Identify サービスの処理中に、内部エラーが発生
しました。

システム処置: システムは呼び出し側のタスクを
終了させます。

00100029 Unidentify サービスの処理中に、内部エラーが発
生しました。

システム処置: システムは呼び出し側のタスクを
終了させます。

00120001 呼び出し側のパラメーター・リストが誤っていた
ため、Accept_Test サービスが異常終了しまし
た。

00120002 Accept_Test サービスが、呼び出し側のパラメー
ター・リストへ書き込もうとしていたときに、異
常終了しました。

00120003 呼び出し側のパラメーター・リストが誤っていた
ため、Register_Test サービスが異常終了しまし
た。

00120004 Register_Test サービスが、呼び出し側のパラメー
ター・リストへ書き込もうとしていたときに、異
常終了しました。

00120005 呼び出し側のパラメーター・リストが誤っていた
ため、Unregister_Test サービスが異常終了しまし
た。
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00120006 Unregister_Test サービスが、呼び出し側のパラメ
ーター・リストへ書き込もうとしていたときに、
異常終了しました。

001300xx 内部エラーが発生しました。

システム処置: システム処置は予測できませ
ん。-->

00140001 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Register_For_Allocates サービス
が異常終了しました。

00140002 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Register_For_Allocates サービスが異常終
了しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00140003 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Receive_Allocates サービスが異
常終了しました。

00140004 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Receive_Allocates サービスが異常終了し
ました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00140005 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Reject_Conversation サービスが
異常終了しました。

00140006 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Reject_Conversation サービスが異常終了
しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00140007 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Set_Allocate_Queue_Notification

サービスが異常終了しました。

00140008 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Set_Allocate_Queue_Notification サービス
が異常終了しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00140009 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Get_Event サービスが異常終了
しました。

0014000A システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Get_Event サービスが異常終了しまし
た。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

0014000B 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Query_Allocate_Queue サービス
が異常終了しました。

0014000C システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Query_Allocate_Queue サービスが異常終
了しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

0014000D 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Set_Allocate_Queue_Attributes サ
ービスが異常終了しました。

0014000E システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Set_Allocate_Queue_Attributes サービスが
異常終了しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

0014000F 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、
Set_Conversation_Accounting_Information サービス
が異常終了しました。

00140010 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Set_Conversation_Accounting_Information

サービスが異常終了しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00140011 呼び出し側が指定したパラメーター・リストに入
っているパラメーターの数が多すぎるか、または
少なすぎるため、Unregister_For_Allocates サービ
スが異常終了しました。

00140012 システムが以下のいずれかにアクセスしようとし
たため、Unregister_For_Allocates サービスが異常
終了しました。
v 呼び出し側が読み取りアクセス権を持っていな
い入力パラメーター。

v 呼び出し側が書き込みアクセス権を持っていな
い出力パラメーター。

00140013 ～ 00140020

内部エラーが発生しました。

00150001 ～ 00150004

論理装置 (LU) のアクティブ化で、APPC/MVS
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がリソース・マネージャー再始動処理を実行しよ
うとしたときに、エラーを検出しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS はこの LU

を構成に追加しますが、この LU は、同期レベ
ルが「なし」または「確認」の会話しか処理でき
ません。

00150005 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS は、同期レ
ベルが「なし」または「確認」の会話に対する割
り振り要求だけを受け入れます。

00150006 論理装置 (LU) のアクティブ化で、APPC/MVS

がリソース・マネージャー再始動処理を実行しよ
うとしたときに、エラーを検出しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS はこの LU

を構成に追加しますが、この LU は、同期レベ
ルが「なし」または「確認」の会話しか処理でき
ません。

00150008 同期要求の処理中に、パートナー LU が、同期
点アーキテクチャーのプロトコル違反を検出しま
した。この違反は、APPC/MVS が同期点トラン
ザクションの交換時に犯したものです。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。同期点要求は完了します
が、分散リソースの状態は不明です。ヒューリス
ティック状態になる可能性があります。同期点会
話はパートナーによって割り振り解除されます。

00150009 ～ 0015000B

DISPLAY APPC コマンド・プロセッサーが表示
のためにデータを抽出しようとしたときに、内部
エラーが発生しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。システムは DISPLAY コ
マンドの処理を終了します。APPC/MVS の別の
作業の処理が継続されます。

0015000C ～ 00150011

論理装置 (LU) のアクティブ化で、APPC/MVS

がリソース・マネージャー再始動処理を実行しよ
うとしたときに、エラーを検出しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS はこの LU

を構成に追加しますが、この LU は、同期レベ
ルが「なし」または「確認」の会話しか処理でき
ません。

00150012 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS は、同期レ
ベルが「なし」または「確認」の会話に対する割
り振り要求だけを受け入れます。

00150013 ～ 00150017

APPC/MVS は、保護会話に関連したリカバリー
単位の再同期処理を実行しているときに、RRS

呼び出し可能サービスから予期しないリターン・
コードを受け取りました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。再同期トランザクション
処理は終了します。リカバリー単位は不完全なま
まです。

00150018 内部エラーが発生し、それが原因で、LU の
APPC/MVS リソース・マネージャー出口が未設
定状態になっています。メッセージ ATB208I

に、どの LU のリソース・マネージャー出口が
未設定状態にされたかが示されています。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。この LU に関連したす
べてのアクティブの保護会話が異常終了しまし
た。APPC/MVS はこの LU の出口を自動的に再
登録します。

0015001A ～ 0015001B

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。システムは、APPC/MVS

LU との保護会話を確立したパートナー LU の長
名の類似性を除去しません。

0015001C 論理装置 (LU) のアクティブ化で、APPC/MVS

がリソース・マネージャー再始動処理を実行しよ
うとしたときに、エラーを検出しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS はこの LU

を構成に追加しますが、この LU は、同期レベ
ルが「なし」または「確認」の会話しか処理でき
ません。

0015001D ～ 00150028

内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。システムは、APPC/MVS

LU との保護会話を確立したパートナー LU の長
名の類似性を除去しません。

00150029 ～ 0015002A

論理装置 (LU) のアクティブ化で、APPC/MVS

がリソース・マネージャー再始動処理を実行しよ
うとしたときに、エラーを検出しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS はこの LU

を構成に追加しますが、この LU は、同期レベ
ルが「なし」または「確認」の会話しか処理でき
ません。

0015002B APPC/MVS が、同期点処理中に非同期異常終了
を報告しました。

システム処置 : APPC/MVS は、同期点の処理を
継続します。非同期異常終了の場合、APPC/MVS

は、リカバリー単位を解決するために再同期を実
行しなければならないことがあります。

0015002C 同期点処理中に、APPC/MVS で内部エラーが発
生しました。
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システム処置 : システムは処理を継続します。
システムは SVC ダンプを書き込みます。

0015002D 同期点処理中に、APPC/MVS で内部エラーが発
生しました。

システム処置 : システムは処理を継続します。
APPC/MVS は、リカバリー単位を解決するため
に再同期を実行しなければならないことがありま
す。

0016xxxx 内部エラーが発生しました。

システム処置: システムは、SVC ダンプを書き込
み、処理を継続します。APPC/MVS は処理を継
続しますが、下記の同期点処理の結果は予測不能
となる可能性があります。

v 同期レベルが syncpt の会話に対する割り振り
要求

v 不完全なリカバリー単位を解決し、分散リソー
スを一貫性のある状態にするための再同期処理

オペレーターの応答: APPC が異常終了して、APPC 自身を自動的に再
始動しなかった場合は、START コマンドを入力して APPC を再始動し
てください。

FMH-5 マネージャーのインバウンド処理中にエラー (理由コード
0006xxxx) が発生した場合は、すべてのアクティブの論理装置 (LU) を
削除して APPC を静止させることによって、新規のインバウンド TP

を拒否してください。処理中の TP は、正常に終了するようにしてくだ
さい。APPC が静止した後、START コマンドを入力して APPC を再始
動してください。

システムが APPC の初期設定に失敗した場合に、APPC がインストー
ル・システムの必要不可欠な部分であれば、システムを再 IPL してくだ
さい。

コンソールに書き込まれたシステム・メッセージを見て、APPC の終了
/ 再始動処理の状況をトレースしてください。

複数のシステム異常終了が発生した場合、または再 IPL で問題が訂正さ
れなかった場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれかの処置をと
ります。

00020001 ～ 00020002

プログラムで、要求した APPC/MVS サービスに対するすべ
てのパラメーターを指定しているか確認してください。高位
ビットを除くすべてのビットがオフになっていることを確認
してください。高位ビットはオンでなければなりません。要
求したサービスに対するパラメーター・リストを訂正してか
ら、プログラムを再び実行依頼してください。

00020008 ～ 0002000A

以下のいずれかの処置をとります。

v 対応するバージョンの MVS がインストールされているシ
ステムで、指摘された呼び出しを出す。

v システムにインストールされている MVS のリリースに適
切なバージョンのサービスを呼び出す。

00010000C ～ 000100016

プログラムで、要求した APPC/MVS サービスに対するすべ
てのパラメーターを指定しているか確認してください。高位
ビットを除くすべてのビットがオフになっていることを確認
してください。高位ビットはオンでなければなりません。要

求したサービスに対するパラメーター・リストを訂正してか
ら、プログラムを再び実行依頼してください。

0010001F ～ 00100023

以下のいずれかの処置をとります。

v サービスをサポートするバージョンの MVS がインストー
ルされているシステムで、そのサービスを呼び出す。

v 現在インストールされている MVS のリリースでサポート
されているバージョンのサービスを呼び出す。

00100025 ～ 00100027

Version_Service の呼び出しが正しくコーディングされている
ことを確認してください。

その他のパラメーターの誤りについては、プログラムを調べて、すべて
のサービスが正しくコーディングされていること、すべてのパラメータ
ーが正しく指定されていることを確認してください。

問題が繰り返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: SVC ダンプおよび APPC トレース・
レコード (使用可能な場合) を調べて、問題の原因を見付けてくださ
い。下記のリターン・コードの場合は、LU を再度アクティブにするた
めに、LUDEL と LUADD をこの順序で使用するか、または VTAM の
VARY INACT と VARY ACT をこの順序で使用してみてください。
v 00150001 - 00150004

v 00150006

v 0015000C - 00150011

v 0015001C

v 00150029 - 0015002A

問題が解決できない場合、または理由コードによって内部エラーが示さ
れている場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付
けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。その際には、SVC ダンプを提示してください。

発行元: APPC/MVS

EFB

説明: JES3 DLOG 処理で、エラーを検出しました。異常終了の理由コ
ードによって、エラーが識別されます。

コード 説明

01 JES3DLOG アドレス・スペースがアドレス・スペース・パラ
メーターを抽出しようとしていたときに、ASEXT マクロが
非ゼロのリターン・コードを返しました。EFB 異常終了が出
されたときのレジスター 2 と 3 に、ASEXT マクロ呼び出
しからのリターン・コードと理由コードが入っています。

02 JES3DLOG アドレス・スペースが拡張 MCS コンソールを
アクティブにしようとしていたときに、MCSOPER マクロが
非ゼロのリターン・コードを返しました。EFB 異常終了が出
されたときのレジスター 2 と 3 に、MCSOPER マクロ呼び
出しからのリターン・コードと理由コードが入っています。

03 予約済み - 使用されません。

04 JES3DLOG アドレス・スペースが JESXCF グループに接続
しようとしていたときに、IXZXIXAT マクロが非ゼロのリタ
ーン・コードを返しました。EFB 異常終了が出されたときの
レジスター 2 と 3 に、IXZXIXAT マクロ呼び出しからのリ
ターン・コードと理由コードが入っています。

05 JES3DLOG アドレス・スペースがデフォルト・メールボック
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スに接続しようとしていたときに、IXZXIXMB マクロが非
ゼロのリターン・コードを返しました。EFB 異常終了が出さ
れたときのレジスター 2 と 3 に、IXZXIXMB マクロ呼び
出しからのリターン・コードと理由コードが入っています。

06 JES3DLOG アドレス・スペースがデフォルト・メールボック
スを削除しようとしていたときに、IXZXIXMD マクロが非
ゼロのリターン・コードを返しました。EFB 異常終了が出さ
れたときのレジスター 2 と 3 に、IXZXIXMD マクロ呼び
出しからのリターン・コードと理由コードが入っています。

07 JES3DLOG アドレス・スペースがメッセージ・データ・スペ
ース内の次のメッセージにアクセスしようとしていたとき
に、MCSOPMSG マクロが 13 以上のリターン・コードを返
しました。EFB 異常終了が出されたときのレジスター 2 と
3 に、MCSOPMSG マクロ呼び出しからのリターン・コード
と理由コードが入っています。

08 IATCNDFM が、MDB を JES3 DLOG フォーマットでフォ
ーマット設定するために IATCNDMS によって呼び出された
ときに、非ゼロのリターン・コードを返しました。EFB 異常
終了が出されたときのレジスター 2 と 3 に、IATCNDFM

からのリターン・コードと理由コードが入っています。

09 無効な機能コードが IATCNDAL に渡されました。EFB 異
常終了が出されたときのレジスター 2 に、その機能コード
が入っています。

0A 無効な機能コードが IATCNDIT に渡されました。EFB 異常
終了が出されたときのレジスター 2 に、その機能コードが
入っています。

0B 無効な機能コードが IATCNDTR に渡されました。EFB 異常
終了が出されたときのレジスター 2 に、その機能コードが
入っています。

0C IATCNDFM が、MDB を JES3 DLOG フォーマットでフォ
ーマット設定するために IATCNDIT によって呼び出された
ときに、無効なメッセージ・ポインター・セルを返しまし
た。

0D JES3DLOG アドレス・スペースがタスク・レベルのリソー
ス・マネージャーをセットアップしようとしていたときに、
RESMGR マクロが非ゼロのリターン・コードを返しまし
た。EFB 異常終了が出されたときのレジスター 2 と 3 に、
RESMGR マクロ呼び出しからのリターン・コードと理由コ
ードが入っています。

システムの処置: JES3DLOG アドレス・スペースとそのメッセージ・
データ・スペースのダンプがとられ、JES3DLOG アドレス・スペースは
終了し、DLOG 機能は使用不可になります。

注: 理由コードが 2 の場合に、MCSOPER マクロからリターン・コード
4 (拡張 MCS コンソールがすでにアクティブである) が返された場
合は、ダンプはとられません。

システム・プログラマーの応答: IBM サポート・センターに連絡し、
以下の資料を提示してください。

v EFB 異常終了の理由コード

v 呼び出されたサービスから返されたリターン・コードと理由コード
(適用可能な場合)

v JES3DLOG アドレス・スペースによってとられたダンプ (ある場合)

v エラー発生時の SYSLOG

01 ASEXT からのリターン・コードと理由コードの説明につい

ては、OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler

Services Reference ALE-DYN を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDS および IATCNDIT のコンパイラ
ー・リスト

02 MCSOPER からのリターン・コードと理由コードの説明につ
いては、OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler

Services Reference LLA-SDU を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT のコンパイラー・リスト

04 IXZXIXAT からのリターン・コードと理由コードの説明につ
いては、OS/390 MVS プログラミング : JES 共通結合サービ
ス を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT のコンパイラー・リスト

v IXZXIXAT マクロから非ゼロのリターン・コードが返され
た場合は、通常、その前に IXZXIXAT サービス・ルーチ
ンから ABEND が出されています (たとえば、DC5 異常
終了)。その異常終了の結果として JESXCF アドレス・ス
ペースのダンプがとられた場合は、そのダンプも資料の一
部として提示してください。

05 IXZXIXMB からのリターン・コードと理由コードの説明に
ついては、OS/390 MVS プログラミング : JES 共通結合サー
ビス を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT のコンパイラー・リスト

v IXZXIXMB マクロから非ゼロのリターン・コードが返さ
れた場合は、通常、その前に IXZXIXMB サービス・ルー
チンから ABEND が出されています (たとえば、DC5 異
常終了)。その異常終了の結果として JESXCF アドレス・
スペースのダンプがとられた場合は、そのダンプも資料の
一部として提示してください。

06 IXZXIXMD からのリターン・コードと理由コードの説明に
ついては、OS/390 MVS プログラミング : JES 共通結合サー
ビス を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT のコンパイラー・リスト

v IXZXIXMD マクロから非ゼロのリターン・コードが返さ
れた場合は、通常、その前に IXZXIXMD サービス・ルー
チンから ABEND が出されています (たとえば、DC5 異
常終了)。その異常終了の結果として JESXCF アドレス・
スペースのダンプがとられた場合は、そのダンプも資料の
一部として提示してください。

07 MCSOPMSG からのリターン・コードと理由コードの説明に
ついては、OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler

Services Reference ENF-IXG を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT および IATCNDMS のコンパイラ
ー・リスト

08 IATCNDFM からのリターン・コードの説明については、
IATYCNDF マクロを参照してください。

以下の補足資料も提示してください。
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v モジュール IATCNDMS および IATCNDFM のコンパイ
ラー・リスト

09 以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDTK および IATCNDAL のコンパイラ
ー・リスト

0A 以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT のコンパイラー・リスト、および
IATCNDIT を呼び出したモジュール (通常は、IATCNDTK

または IATCNDRR) のコンパイラー・リスト

0B 以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDTR のコンパイラー・リスト、および
IATXDLTR マクロを使用して IATCNDTR を呼び出した
モジュールのコンパイラー・リスト。エラー発生時のダン
プでリンケージ・スタックを調べると、IATCNDTR の呼
び出し側が判明します。呼び出し側のレジスターと戻りア
ドレスは、″BAKR R14,0″ 命令によってリンケージ・スタ
ックに保管されています。

0C 以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDFM および IATCNDMS のコンパイ
ラー・リスト

0D RESMGR からのリターン・コードと理由コードの説明につ
いては、OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler

Services Reference LLA-SDU を参照してください。

以下の補足資料も提示してください。

v モジュール IATCNDIT のコンパイラー・リスト

発行元: JES3

Fnn

説明: システムが、Supervisor Call (SVC) 命令の処理中に、エラーを検
出しました。この完了コードの最後の 2 桁 (nn) は、SVC 命令のオペ
ランド (16 進数) です。たとえば、完了コード X'F0D' は、システムが
SVC X'0D' (すなわち、SVC 13) を処理しているときにエラーが発生し
たことを意味しています。

以下のいずれかが発生しました。

v nn が 13、14、17、または 37 の場合は、OPEN/CLOSE/EOV のリカ
バリーが、渡された内部異常終了コードを認識できませんでした。レ
ジスター 12 に、渡された内部異常終了コードが入っています。これ
は、システム・エラーと考えられます。 ABEND 発生時にメッセージ
IEC900I が出された場合は、このコードは DFSMSdfp によって出さ
れたものであり、コードの説明はこのセクションに記載されていま
す。 ABEND 発生時に、メッセージ接頭語 EDG で始まるエラー・
メッセージが出された場合は、このコードは DFSMSrmm によって出
されたものです。DFSMSrmm によって出されたコードの説明につい
ては、OS/390 DFSMSrmm 導入およびカストマイズ・ガイド を参照
してください。

v nn が 13、14、17、または 37 以外の場合は、システムが誤った SVC

命令を検出しました。

システムの処置: nn の値に応じて、システムは以下の処置をとりま
す。

v nn が 13、14、17、または 37 の場合は、システムは、認識できなか
った内部異常終了コードをレジスター 12 に記録します。システムは
メッセージ IEC900I を出します。

v nn が 13、14、17、または 37 以外の場合は、システムは、誤った
SVC を出したプログラムの要求ブロック (RB) のアドレスをレジスタ
ー 2 に記録します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから SVC ダンプを求め
られた場合は、以下の SLIP トラップを設定してください。

SLIP SET,COMP=Fnn,ACTION=SVCD,END

システム・プログラマーの応答: nn の値に応じて、以下の処置をとっ
てください。

v nn が 13、14、17、または 37 の場合は、メッセージ IEC900I を見て
ください。問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けて
ください。修正が存在しない場合は、SLIP トラップを設定して SVC

ダンプを入手するように、オペレーターに依頼してください。 IBM

サポート・センターに連絡してください。その際には、SVC ダンプを
提示するとともに、入手可能であれば、Logrec データ・セット・エラ
ー・レコードも提示してください。

v nn が 13、14、17、または 37 以外の場合は、以下の処置をとってく
ださい。

最近インストールした SVC について、番号 (nn) が X'C8' ～ X'FF'

の場合は、その SVC はインストール先定義 SVC です。 SVC 番号
が X'00' ～ X'C7' で、下記のステップに従っても問題が持続する場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。

1. 次のようにして、エラーを訂正してください。

– SVC 命令が誤って変更されていないか確認する。

– オペランドを、システムで使用する有効なコードと照合する。

– 出された SVC がシステムに正しくインストールされているか
確認する。インストール先定義 SVC の作成の詳細について
は、OS/390 MVS Programming: Authorized Assembler Services

Guide または OS/390 MVS 初期設定およびチューニングの解説
書 を参照してください。

a. parmlib メンバー IEASVCxx または SVCUPDTE マクロに
指定した EPNAME が、SVC ルーチンを SYS1.NUCLEUS

または LPA にリンクするために使用される LINKEDIT JCL

に指定した名前と一致しているか確認する。

b. SVC ルーチンを変更 LPA にリンク・エディットしたあと
でシステムが再 IPL されたか確認する。 CLPA および
MLPA システム・パラメーターについては、OS/390 MVS 初
期設定およびチューニングの解説書 を参照してください。

2. ジョブ・ステップを再実行してください。

発行元: 監視プログラム制御
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第3章 待ち状態コード

002

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時に、入出力操作が開始されませ
んでした。サブチャネル状況ワード (SCSW) が保管され、チャネルは使
用中状態ではありませんでした。

オペレーターの応答: ハードウェア・エラーと考えられます。システム
を再 IPL してください。問題が繰り返し発生する場合は、ハードウェ
ア・サポートに連絡してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

003

説明: 以下のいずれかの装置のサブチャネルが操作可能でないため、初
期プログラム・ロード (IPL) の処理を継続できません。

v IPL 装置

v LOAD パラメーターの最初の 4 文字で指定した IODF ボリューム

注: LOAD パラメーターで IODF ボリュームを指定していない場合、こ
の待ち状態は、IPL 装置のサブチャネルに問題があるために生じま
す。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v IPL 装置および IODF ボリュームが使用可能であることを確認してか
ら、システムを再 IPL する。

v 別の装置から IPL するか、別の IODF ボリュームを使用して IPL す
る。

v ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

004

説明: システム初期設定中に、システムが入出力操作を開始できません
でした。システムが、サブチャネルの制御情報と状況情報を保管しよう
としたあと、チャネルが使用中状態ではありませんでした。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'004' に入ります。システム
は、サブチャネル状況ワード (SCSW) を保管しません。

オペレーターの応答: この問題をシステム・プログラマーに報告してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. システム・コンソールで F ALTCP コマンドを入力して、
ALTER/DISPLAY フレームを呼び出してください。

2. システムが ALTCP フレームを表示した後、割り込み禁止待ち状態
にないプロセッサーの番号を入力してください。

3. A2 B2 と入力して、中央記憶装置を表示してください。

4. 以下のプロンプトに、B8 を入力してください。

Address(hex) = >

5. 保管場所 X'B8' にあるデータの最初の 4 バイトを書き留めてくだ
さい。その 4 バイトの最後の 2 バイトには、サブチャネル番号が
入っています。

6. F IOPD と入力して、入出力問題判別 (IOPD) フレームを呼び出し
てください。

7. IOPD フレーム上で入出力装置構成 (A5) を選択し、装置番号を判
別してください。

8. 保管場所 X'B8' の最後の 2 バイトにあったサブチャネル番号を入
力してください。

システムは、入出力装置構成を表示します。このフレームには、装
置番号、装置アドレス、およびインストール済みのすべてのチャネ
ル・パスが表示されます。

9. 障害のあるパスは、最後に使用されたパスであると考えられます。
サブチャネル状況情報を表示してください。CMOS ベース・プロセ
ッサーでは、これは Analyze Subchannel Data (サブチャネル・デー
タの分析) 表示です。最終パス使用マスク (LPUM) フィールドを見
て、最後に使用されたパスを判別してください。LPUM フィールド
は 8 ビットで構成されています。ビット n がオンの場合は、
CHPIDn が、最後に使用されたパスです。たとえば、LPUM フィー
ルドが B'01000000' の場合は、ビット 1 がオンであり、CHPID1 フ
ィールドが、最後に使用されたパスを識別しています。

10. サービス言語コマンドを使用して、IPL ボリュームへの 1 つのパス
を除くすべてのパスをオフラインに変更してください。

11. システムを再 IPL してください。

12. 問題が繰り返し発生する場合は、ハードウェア・サポートに連絡し
てください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

005

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時の入出力割り込みが、装置チェ
ックを示しました。

センス操作では装置チェックの原因を判別できませんでしたが、装置チ
ェックの原因は下記以外にあります。
v レコードが見付からない
v ファイル・マスク違反
v シリンダー終わり
v トラック状態チェック

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: この問題の原因として、以下のいずれかが考えら
れます。
v システム・プログラマーが、IPL テキストまたは IODF データ・セッ
ト (定義されている場合) のどちらかを変更した。

v システムが、IODF ボリュームまたは SYSRES ボリュームでハード
ウェア・エラーを検出した。

システム・プログラマーが IPL テキストまたは IODF データ・セット
を変更した場合は、システム・プログラマーに連絡してください。それ
以外の場合は、IPL パックが作動可能であることを確認した上で、シス
テムを再 IPL してください。

問題が発生した場合は、以下の処置をとって、装置チェックを受け取っ
た装置の装置アドレスを見付けてください。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'B8' にある 4 バイトのアドレスを入手してください。その 4 バイ
トの最後の 2 バイト (X'BA' および X'BB') には、サブチャネル番号
が入っています。

2. 以下のいずれかの方法で、入出力問題判別 (IOPD) フレームを呼び出
してください。
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v 次のように入力する。

F IOPD

v INDEX0 フレームで 08 を選択する。

フレーム IOPD-00 が表示されたら、入出力装置構成 (A5) を選択
してください。

3. ステップ 275ページの1 で見付かった 2 バイトのサブチャネル番号
を入力すると、フレーム IOPD-50 (入出力装置構成表示) が表示され
ます。このフレームには、選択したサブチャネル番号について、装置
番号、装置アドレス、およびインストール済みのチャネル・パスが表
示されます。

4. 障害のあるパスは、最後に使用されたパスであると考えられます。サ
ブチャネル状況情報を表示してください。CMOS ベース・プロセッ
サーでは、これは Analyze Subchannel Data (サブチャネル・データ
の分析) 表示です。最終パス使用マスク (LPUM) フィールドを見
て、最後に使用されたパスを判別してください。LPUM フィールド
は 8 ビットで構成されています。ビット n がオンの場合は、
CHPIDn が、最後に使用されたパスです。たとえば、LPUM フィー
ルドが B'01000000' の場合は、ビット 1 がオンであり、CHPID1 フ
ィールドが、最後に使用されたパスを識別しています。

5. サービス言語コマンドを使用して、IPL ボリュームへの 1 つのパス
を除くすべてのパスをオフラインに変更してください。障害があると
思われるパスをそれに含めてください。

6. システムを再 IPL してください。

7. 問題が繰り返し発生する場合は、この装置を構成から除去してくださ
い。その後、システムを再 IPL してください。

問題が解決されない場合は、ハードウェア・サポートに連絡してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: IPL テキストまたは IODF データ・
セットを変更した場合は、変更後のテキストまたはデータ・セットに問
題がないか調べて、それを訂正してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)/ 中核初期設定プログラム
(NIP)

006

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時に、IPL が SYSRES または
IODF ボリュームから読み取っているときに、入出力エラーが発生しま
した。このエラーは、以下の 1 つまたは複数であると考えられます。
v インターフェース制御チェック
v チャネル制御チェック
v チャネル・データ・チェック
v プログラム・チェック
v チャネル・チェーニング・チェック
v システム共用時に出された SETCACHE SUBSYS OFF が原因で検出
された STATE CHANGE INTERRUPT

注: この問題に関して通常考えられる原因の 1 つは、2 次エクステント
に中核が含まれていることです。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. システム・コンソールで次のように入力して、入出力問題判別
(IOPD) フレームを呼び出してください。

F IOPD

2. フレーム IOPD-00 が表示されたら、入出力装置構成 (A5) を選択し
てください。

3. 装置番号を入力してください。この障害は、システム常駐装置または
IODF ボリュームと関連があります。この両方とも有効なオプション
です。

装置へのインストール済みチャネル・パスを書き留めてください。

4. サービス・コンソールで次のように入力して、チャネル・エラー・ロ
グ索引フレームを表示してください。

F CHERLG

5. このフレームには、チャネル・エラー・ログのログが表示されます。
このパネルに、この待ち状態が発生したときのシステム常駐装置また
は IODF ボリュームへのチャネル・パス ID (CHPID) の 1 つのため
の項目が表示されているかどうか調べてください。項目が表示されて
いる場合は、システム・コンソールで以下のコマンドを入力して、障
害のあるチャネル・パスを除去してください。

CHPID cc OFF

障害のある CHPID なしで、再 IPL を試行してください。

問題が繰り返し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダン
プを入手してください。

9221 の場合は、次のようにしてください。

1. Monitor the System パネルで、アクション・バーから Analyze を選
択します。

2. プルダウン・メニューから、Use Problem Analysis を選択します。

3. IFCC が発生したチャネルを示す PA パネルが表示されます。
Channel (CHPID) を選択してから、Next を選択します。

4. IFCC が発生した日付と時刻を示す別の PA パネルが表示されます。
error を選択してから、Next を選択します。

5. エラーの要約が表示されます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

007

説明: システム初期設定中に、コンソールがシステムで使用できません
でした。

オペレーターの応答: コンソールが使用可能かどうか調べてください。
使用可能ならば、再 IPL してください。使用不能の場合は、システム・
プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: HCD オペレーティング・システム報
告書 (OS) に入っているコンソール報告書を調べて、少なくとも 1 つの
中核初期設定プログラム (NIP) コンソールが構成されていることを確認
してください。HCD では、IODF 構成データに基づいて OS 報告書を
作成します。以下の処置をとります。

v IODF については、OS/390 ハードウェア構成定義 使用者の手引き を
参照してください。

v スタンドアロン・ダンプを入手してください。

v 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)
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009

説明: システム構築エラーがあります。必要なリリースがインストール
されていません。エラーを識別する理由コードは、次のとおりです。

コード 説明

0 必要なリリースの DFSMS がインストールされていません。

システムの処置: システムは待ち状態コード X'009'、理由コード 0、
およびメッセージ IEA016W を出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: DFSMS の正しいリリースをインスト
ールした上で、再 IPL してください。

発行元: システム初期設定 (IPL/NIP)

00A

説明: SYS1.LINKLIB または SYS1.CSSLIB データ・セット用のカタロ
グ項目を、システム・カタログで検出できなかったか、またはシステ
ム・カタログから検索できませんでした。この待ち状態に入る前に、メ
ッセージ IEA326I が出されます。

システムの処置: システムはメッセージ IEA326I を出してから、再始
動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.LINKLIB または SYS1.CSSLIB

がカタログ内にあることを確認した上で、システムを再始動してくださ
い。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

00B

説明: システム初期設定中に、マスター・スケジューラーが異常終了し
ました。

システムの処置: システムは、システム初期設定を終了させます。シス
テムはダンプを書き込みます。システムは、待ち状態 X'00B' に入りま
す。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

v システムの再 IPL を試行してください。この試行が失敗した場合
は、システム・プログラマーに連絡してください。

v システムによって書き込まれたダンプを入手してください。

v システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダ
ンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、ダンプを入手
してください。ダンプが作成されていない場合は、スタンドアロン・ダ
ンプを入手するようにオペレーターに指示してください。IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプを提示してくだ
さい。

発行元: マスター・スケジューラー

00D

説明: システム初期設定中に、マスター・スケジューラーが異常終了し
ました。

システムの処置: システムは、システム初期設定を終了させます。シス
テムは、待ち状態 X'00D' に入ります。

オペレーターの応答: システムの再 IPL を試行してください。この試
行が失敗した場合は、システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダンプ
を入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、スタンドアロ
ン・ダンプを入手するようにオペレーターに指示してください。IBM サ
ポート・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・
ダンプを提示してください。

発行元: マスター・スケジューラー

00E

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) で、SYS1.NUCLEUS データ・セ
ットまたは SYS1.NUCLEUS データ・セットのシステム中核メンバーを
システム常駐ボリュームで見付けることができませんでした。中核メン
バーは、以下のいずれかです。

v IEANUC01 (DAT オン中核 IEANUC01)

v IEANUC0x (代替 DAT オン中核、ただし x は 1 以外)

v IEAVEDAT (DAT オフ中核)

DAT は、動的アドレス変換 (Dynamic Address Translation) の頭字語で
す。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 代替 DAT オン中核メンバーを選択した場合は、
代替中核 ID (IEANUC0x の x) がコンソール・フレームを通じて正しく
入力されていること、または絶対保管場所 X'F' に正しく入っているこ
とを確認してください。その後、システムを再 IPL してください。

問題が解決されない場合は、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。システム・プログラマーから求められた場合は、システム・プログ
ラマーを入手してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.NUCLEUS データ・セットがシ
ステム常駐ボリュームに常駐していること、およびロードしたいメンバ
ーが SYS1.NUCLEUS データ・セットに入っていることを確認してくだ
さい。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プと、IPL プログラムが検出できなかった SYS1.NUCLEUS のメンバー
の名前を提示してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

00F

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) で、IPL テキストが入っていない
ボリュームがすでにロードされていました。

オペレーターの応答: ロードしたいボリュームを正しく識別してくださ
い。正しいボリュームが取り付けられていることを確認してください。
システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダン
プを入手してください。システムを再 IPL してください。
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システム・プログラマーの応答: 問題が解決されない場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオペレーター
に指示してください。IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、スタンドアロン・ダンプを提示してください。

013

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、リカバリー不能エ
ラーが発生しました。システム完了コードを調べて、問題を判別してく
ださい。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題が解決されない場合は、問題報告
データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在
しない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオペレーター
に指示してください。IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、スタンドアロン・ダンプを提示してください。

014

説明: システムが、再帰的なプログラム・チェックを検出しました。通
常、これは、重要なシステム制御ブロック (PSA、ASCB、SGTE、また
は PGTE など) がオーバーレイされた結果です。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. スタンドアロン・ダンプを入手するようにオペレーターに指示してく
ださい。

2. オーバーレイされた制御ブロック、およびオーバーレイを引き起こし
たモジュールを判別してください。多くの場合、そのプロセッサーで
最後にディスパッチされたプログラムが、オーバーレイを引き起こし
ました。システム・トレース・テーブルを見れば、最後にディスパッ
チされたプログラムを判別することができます。

3. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。ハードウェアの誤動作がこの問題の原因であることも考えられ
るので、ハードウェア・サポートにも連絡してください。IBM サポ
ート・センターとハードウェア・サポートに、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

017

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時に、入出力操作が正常に開始さ
れた後で、装置チェックが発生しました。開始された入出力操作は以下
のものです。

v センス入出力

v 以前にトラック状態チェックの原因となったトラックのホーム・アド
レスとレコード 0 を読み取るための試行

中央記憶装置の 10 進アドレス 186 (X'BA') に、サブチャネル ID のア
ドレス (4 バイト) が示されています。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: この問題をシステム・プログラマーに報告してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 装置またはその装置へのパスが問題の
原因であるかどうかを調べる必要があります。 問題の原因であると考え
られるパスは、装置にアクセスするために最後に使用されたパスです。
次のようにしてください。

1. ハードウェア Alter / Display CP 機能を使用して、中央記憶装置の
X'BA' にある 4 バイトのサブチャネル・アドレスを入手してくださ
い。保管場所 X'B8' にある 4 バイトのサブチャネル識別ワードの最
後の 2 バイト (保管場所 X'BA') が、サブチャネル番号です。

2. 入出力装置構成表示 (Device Configuration Display) を表示します。
ステップ 1 で見付かった 2 バイトのサブチャネル番号を入力してく
ださい。選択したサブチャネル番号について、装置番号、装置アドレ
ス、およびインストール済みのチャネル・パスが表示されます。

装置へのチャネル・パスが 1 つしかない場合は、システム・オペレ
ーターが問題判別を続ける必要はありません。ハードウェア・サポー
トに連絡してください。

3. 障害のあるパスは、最後に使用されたパスであると考えられます。サ
ブチャネル状況情報を表示してください。CMOS ベース・プロセッ
サーでは、これは Analyze Subchannel Data (サブチャネル・データ
の分析) 表示です。最終パス使用マスク (LPUM) フィールドを見
て、最後に使用されたパスを判別してください。LPUM フィールド
は 8 ビットで構成されています。ビット n がオンの場合は、
CHPIDn が、最後に使用されたパスです。たとえば、LPUM フィー
ルドが B'01000000' の場合は、ビット 1 がオンであり、CHPID1 フ
ィールドが、最後に使用されたパスを識別しています。

4. サービス言語コマンドを使用して、最後に使用されたパスをオフライ
ンに構成してください。たとえば、次のように入力します。

chpid address off

5. システムを再 IPL してください。

6. 問題が再発しなければ、障害のあるパスを識別したことになります。

問題が再発し、装置への別のパスがある場合は、別のパスを 1 つず
つ順にオフラインに構成して、障害のあるパスを識別してください。
このようにしても、障害のあるパスが見付からない場合は、問題の原
因は、残りのオンライン・パスまたは装置にあります。ハードウェ
ア・サポートに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

019

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時に、予期しないプログラム割り
込みが発生しました。IPL では、常駐の中核のロードを完了しませんで
した。IPL プログラムに誤りがあるためにこの待ち状態が発生した場合
は、プログラム・エラーの原因を診断できるようにスタンドアロン・ダ
ンプをとる必要があります。

この問題は、以下のいずれかです。
v システム初期設定時に、オペレーターが START を押した。
v IPL プログラムに誤りがある。
v IPL が常駐するストレージに障害がある。
v IPL のために使用中の IODF が空である可能性がある。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v システム初期設定時にオペレーターが START キーを押したためにこ
の待ち状態が発生した場合は、IPL を継続させてください。再 IPL

を行う必要はありません。システムが、待ち状態のプロセッサーを自
動的に開始します。
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v SYS1.NUCLEUS データ・セットに 2 次エクステントがないことを確
認してください。2 次エクステントがない場合、このエラーはハード
ウェア障害の結果であると考えられます。ハードウェア・サポートに
連絡してください。問題を訂正した後、システムを再 IPL してくだ
さい。

v インストールされている IPL テキスト・プログラムが、オペレーテ
ィング・システムに対して正しいレベルであることを確認してくださ
い。そうでない場合は、MVS プログラム・ディレクトリーの記載に
従って IPLTEXT を再インストールしてください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

01B

説明: アクティブ SLIP トラップが、WAIT のアクションを要求しまし
た。SLIP コマンドに指定された条件が満たされませんでした。要求に従
って、システムは待ち状態に入ります。

接頭部ストレージ域 (PSA) 内の PSAWTCOD は、16 バイトのフィール
ドを指しています。このフィールドが以下のように始まっている場合、
それぞれ以下のことを意味しています。

項目 説明

01ccccxxrrrrrrrrppppppppssssssssllllllllzzzzzzzz

リカバリー終了マネージャー 1 (RTM1) 機能リカバリー・ル
ーチン (FRR) タイプの項目。

02ccccxxrrrrrrrrppppppppwwwwwwwwllllllllzzzzzzzz

RTM2 ESTAE タイプの項目 (RTM2WA)。

03ccccxxrrrrrrrrppppppppaaaaaaaallllllllzzzzzzzz

アドレス・スペース終了タイプの項目。

04ccccxxrrrrrrrrppppppppiiiiiiiillllllllzzzzzzzz

プログラム・イベント記録 (PER) 割り込みタイプの項目。

フィールド内の可変情報は次のとおりです。

cccc イベントが検出されたプロセッサーの論理 CPU

ID へのポインター。

xx 無関係な情報。

rrrrrrrr 汎用レジスターへのポインター。

pppppppp プログラム状況ワード (PSW) へのポインター。

ssssssss システム診断作業域 (SDWA) へのポインター。

llllllll 制御レジスター 3 および 4 へのポインター。

zzzzzzzz アクセス・レジスターへのポインター。

wwwwwwww RTM2 作業項目へのポインター。

aaaaaaaa アドレス・スペース制御ブロック (ASCB) へのポ
インター。

iiiiiiii PER 割り込みコードへのポインター。

フィールド内の可変情報は次のとおりです。

cccc イベントが検出されたプロセッサーの論理 CPU

ID へのポインター。

xx 無関係な情報。

rrrrrrrr 汎用レジスターへのポインター。

pppppppp プログラム状況ワード (PSW) へのポインター。

ssssssss システム診断作業域 (SDWA) へのポインター。

llllllll 制御レジスター 3 および 4 へのポインター。

zzzzzzzz アクセス・レジスターへのポインター。

wwwwwwww RTM2 作業項目へのポインター。

aaaaaaaa アドレス・スペース制御ブロック (ASCB) へのポ
インター。

iiiiiiii PER 割り込みコードへのポインター。

システムの処置: システムは、メッセージ IEA992I を出してから、再
始動可能、割り込み禁止待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: SLIP トラップに関するシステム・プログラマー
の指示に従ってください。再始動機能を呼び出して、システムを再始動
してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

01C

説明: 監視プログラム制御で、それ自体の上位の機能リカバリー・ルー
チン (FRR) で再帰的異常終了が発生しました。これはソフトウェア・エ
ラーと考えられます。

PSW のビット 40 ～ 51 に、エラーを説明する 16 進数の理由コードが
入っています。

コード 説明

00 監視プログラム制御で、2 重の再帰的異常終了が発生しまし
た。

04 監視プログラム制御で、リスト変換処理中に再帰的異常終了
が発生しました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA967W を出す場合がありま
す。システムは Logrec エラー・レコードを書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、スタンドアロ
ン・ダンプを入手するようにオペレーターに指示してください。IBM サ
ポート・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・
ダンプを提示するとともに、入手可能であれば、Logrec エラー・レコー
ドも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

020

説明: 再構成の初期設定が失敗しました。待ち状態理由コードがこのエ
ラーを示しています。

プログラム状況ワード (PSW) の右半分の内容は、次のとおりです。

xrrrrcde

PSW のこの右半分は、以下のことを示しています。

x 無関係な情報。

rrrr 障害の理由を示す理由コード。

rrrr の値は次のとおりです。

0010 サービス・プロセッサー
が、チャネル・パス情報を
再構成に提供することがで
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きませんでした。これはハ
ードウェア障害です。

0030 サービス・プロセッサー
が、サイド情報を再構成に
提供することができません
でした。これはハードウェ
ア障害です。

0040 再構成が、サイド情報に必
要なストレージの大きさを
判別できませんでした。

cde 待ち状態コード。

システムの処置: システムは初期設定を終了させます。システムは、再
始動不能待ち状態 X'020' に入ります。

オペレーターの応答: 理由コードが X'0010' または X'0030' の場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。ハードウェア・サポート
に連絡して、待ち状態 PSW の内容を提示してください。プロセッサ
ー・コントローラーを検査してください。切り替えまたは再 IPL を試行
してください。それでも作動しない場合は、マシンを分割して、正常な
サービス・プロセッサーがある側を使用してください。

理由コードが X'0040' の場合は、システム・プログラマーに連絡してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'0040' の場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。オペ
レーターに指示してスタンドアロン・ダンプを入手し、それを IBM に
提示してください。

発行元: 再構成

022

説明: 1 次および 2 次コピーを持つページに、ページ不在が発生しま
した。1 次および 2 次装置は、以下のいずれかの状態にあります。
v 静止
v 作動不能

直接アクセス・ボリューム検査 (DAVV) によって呼び出されたシステム
機能でエラーが発生しました。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

v 正しいボリュームが取り付けられているか調べるために、レジスター
7 の内容を表示してください。レジスター 7 には、装置制御ブロッ
ク (UCB) のアドレスが入っています。UCB には、以下の情報が入っ
ています。

– 装置アドレス

– 取り付ける必要のあるボリュームのボリューム通し番号

注意: システムを再始動する前に正しいボリュームを取り付けておか
ないと、一部のシステム・データが失われる可能性があります。

v システムを再 IPL してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

023

説明: システム・トレース・アドレス・スペースの作成中に、またはシ
ステム・トレース機能の初期設定中に、システムがエラーを検出しまし
た。システム・トレースがゼロ以外のリターン・コードを返しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態によってシステム・

トレース初期設定を異常終了させます。システムはメッセージ
IEA416W を書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: システム・トレース

025

説明: システムが、DAT オン中核にロードされるモジュールに、重複
したエントリー・ポイント名があることを検出しました。(DAT は、動
的アドレス変換 (Dynamic Address Translation) の頭字語です。)

システムの処置: システムは、メッセージ IEA087W を出して、エント
リー・ポイント名およびそのエントリー・ポイントがあるモジュールを
識別します。IEA087W は IPL WTO バッファー内に 1 回または複数回
現れます。

システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: WTO バッファーおよびバッファー内のメッセー
ジ IEA087W を見付けるために、ただちに以下の処置をとってくださ
い。このプロシージャーを行う前にスタンドアロン・ダンプを書き込ん
ではなりません。ダンプがストレージをオーバーレイする可能性がある
からです。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'14' にある実アドレスを入手してください。このアドレスは IPL

診断域を指しています。

2. 実アドレス X'14' にあるアドレスに X'28' を加算し、これを中央記
憶装置の実アドレスとして読みます。この結果が、IPL ベクトル・テ
ーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスです。

3. IVT アドレスに X'E0' を加算してください。この結果が、IVTMQHP

フィールドの 31 ビットのアドレスです。IVTMQHP に、メッセー
ジ・キュー・ヘッダー (MQH) のアドレスが入っています。

4. MQH+X'0' に、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメント
(MQE) のアドレスが入っています。最も古い MQE のメッセージ・
テキストは、MQE+X'8' から始まっています。

5. 最も古い MQE の MQE+X'0' を使用して、2 番目に古いメッセージ
の MQE を見付けてください。ここでも、この MQE のメッセー
ジ・テキストは MQE+X'8' から始まっています。

6. このシーケンス (現行 MQE の MQE+X'0' を使用して、次の MQE

を見付ける) を、該当メッセージのメッセージ・テキストが表示され
るまで繰り返してください。

システム・プログラマーに連絡して、メッセージ IEA087W のテキスト
を提示してください。システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IEA087W のテキストを、
16 進数から EBCDIC に変換してください。

NUCLSTxx メンバーが使用されていて (LOADxx メンバーに、
NUCLSTxx メンバーを参照する NUCLST ステートメントがある)、しか
もその NUCLST メンバーに、メッセージ・テキストに示されているモ
ジュールの一方または両方が組み込まれている場合は、問題は、組み込
まれるモジュールが、すでに組み込まれているモジュールと共通のエン
トリー・ポイントを持っていることにあると考えられます。このような
場合は、NUCLST メンバーを変更するか、組み込まれるモジュール内の
エントリー・ポイントを変更して、互いに異なるエントリー・ポイント
名を持つようにする必要があります。
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メッセージ・テキストに示されているどちらかのモジュールがインスト
ール先で用意したモジュールである場合は、エントリー・ポイント名を
変更してください。

一方のモジュールが IEANUC0x である場合は、リンク・エディット・
マップを見て、どの CSECT に重複 CSECT 名があるか調べてくださ
い。

両方のモジュールが IBM 提供のモジュールである場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プおよび IEA087W のメッセージ・テキストを提示してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

02E

説明: リカバリーの問題のため、あるいは 1 つまたは複数の必要なペ
ージ・データ・セットで異常に多数の永続入出力エラーがあったため、
補助記憶マネージャー (ASM) が機能することができません。一緒に出
される理由コードによって、エラーがさらに詳しく説明されます。

コード 説明

00 エラーの原因を判別できません。

01 PLPA データ・セットが現在は使えません。

02 共通データ・セットが現在は使えません。

03 PLPA データ・セットと共通データ・セットの両方が使えま
せん。

04 PLPA データ・セットが現在は使えません。

05 共通データ・セットが現在は使えません。

06 最後のローカル・ページ・データ・セットが現在は使えませ
ん。

システムの処置: システム処理は終了します。システムはメッセージ
ILR008W を出してから、待ち状態に入ります。システムは、これ以前に
メッセージ ILR007I、ILR009E、および ILR010I を出していることがあ
ります。これらのメッセージは、待ち状態に入る原因となった条件を示
しています。

オペレーターの応答: この待ち状態をシステム・プログラマーに報告し
てください。システム・プログラマーには、問題分析のためにシステ
ム・メッセージを提示してください。

必要があれば、IPL 時に、上記のメッセージに示されているページ・デ
ータ・セットを置き換えるか、または別のページ・データ・セットを追
加してください。その後、システムを IPL してください。

システム・プログラマーの応答: オペレーターから提供されたメッセー
ジを分析して、入出力エラーの原因を判別してください。待ち状態にな
る前に発生したすべての入出力チェック、マシン・チェック、未着割り
込みハンドラー、または割り込み禁止コンソール通信メッセージを調べ
てください。使用不能になったページ・データ・セットを判別してくだ
さい。これらのデータ・セットを訂正するか、または置き換えてくださ
い。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

030

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、システムがタスク
を異常終了させました。以下のフォーマットで、16 進数の異常終了コー
ド rrr が待ち状態プログラム状況ワード (PSW) に示されています。

000A0000 8rrr0www

システムの処置: システムは、タスクを異常終了させて、再始動不能待
ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 待ち状態 PSW を書き留めた上で、システム・プ
ログラマーに連絡してください。システム・プログラマーから求められ
た場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: この異常終了コードに対するシステ
ム・プログラマー応答を参照してください。

システムの SVC テーブルにある異常終了 SVC 項目に、NIP 内のトラ
ップ・ルーチンのアドレスが入っています (異常終了 SVC のアドレス
ではありません)。異常終了 SVC 要求が出されたときのレジスターは、
タイプ I SVC 保管域に入っています。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、待ち状態 PSW の内容
を提示してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

031

説明: システムは、システム常駐 (SYSRES) ボリュームが入っている
装置の装置制御ブロックを検出しませんでした。理由は、次のいずれか
です。

v システムが、誤った SYSRES ボリュームを用いて IPL されていた。

v 入出力構成定義で、SYSRES ボリュームが指定されていなかった。

v システムが、所要の入出力構成を選択しなかった。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'031' に入ります。

オペレーターの応答: この待ち状態コードが出された理由に応じて、次
のようにしてください。

v システムが誤った SYSRES ボリュームを用いて IPL されていた場合
は、正しい SYSRES ボリュームを取り付けてから、システムを再
IPL してください。

v 入出力構成定義で SYSRES ボリュームが指定されていなかった場合
は、入出力構成を再作成して正しい SYSRES ボリュームを組み込む
よう、システム・プログラマーに指示してください。

v システムが所要の入出力構成を選択しなかった場合は、以下のステッ
プに従って、どの入出力構成が選択されたかを調べてください。その
後、システム・プログラマーに連絡してください。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'14' にある実アドレスを入手してください。

2. 実アドレス X'14' にあるアドレスに X'28' を加算し、これを中央
記憶装置の実アドレスとして読みます。この結果が、IPL ベクト
ル・テーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスです。下記のア
ドレスも 31 ビットの仮想アドレスであることに注意してくださ
い。

3. IVT のアドレスに X'E0' を加算して、IVTMQHP フィールドを見
付けます。このフィールドはメッセージ・キュー・ヘッダー
(MQH) を指しています。

4. MQH + X'0' は、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメ
ント (MQE) を指しています。メッセージ・テキストは、MQH +

X'8' から始まっています。このメッセージは、選択された
LOADxx メンバーを見付けるために使用する装置番号およびデー
タ・セット (SYS1.PARMLIB または SYS1.IPLPARM) を示してい
る IEA371I であるはずです。
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5. 最も古い MQE の MQE + X'0' は、2 番目に古い MQE を指して
います。このメッセージは、どの LOADxx メンバーが選択された
かを示している IEA246I であるはずです。

6. 2 番目に古い MQE の MQE + X'0' は、3 番目に古い MQE を指
しています。このメッセージは、どの MVSCP IOCONFIG が選択
されたかを示している IEA097I であるか、または、どの IODF が
選択されたかを示している IEA519I であるはずです。

システム・プログラマーの応答: 入出力構成定義で SYSRES ボリュー
ムが指定されていなかった場合は、入出力構成を再作成して、正しい
SYSRES ボリュームを組み込んでください。

システムが所要の入出力構成を選択しなかった場合は、装置番号、デー
タ・セット (SYS1.PARMLIB または SYS1.IPLPARM)、LOADxx メンバ
ー、および入出力構成が選択されたことを確認してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

032

説明: 中核初期設定 (NIP) のために必要なモジュールが、
SYS1.NUCLEUS データ・セットから欠落しています。

欠落しているモジュールは、理由コードによって識別されます。理由コ
ードの最後の 2 桁を IEAVNP の後に付加すれば、欠落しているモジュ
ールの名前が分かります。たとえば、理由コードが 003 の場合、欠落し
ているモジュールは IEAVNP03 です。

7D4、7E1、および 7E7 は例外であり、次のとおりです。

理由コード (16 進) SYS1.NUCLEUS 内の
モジュール

コンポーネント

7D4 IEAVNIPM NIP

7E1 IEAVNPX1 NIP

7E7 IEAVNIPX NIP

以下のフォーマットのいずれかで、理由コード rrr が待ち状態プログラ
ム状況ワード (PSW) に示されていることがあります。

000A0000 80rrrwww
000A0000 8rrr0www

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 待ち状態 PSW の内容を書き留めた上で、システ
ム・プログラマーに連絡してください。システム・プログラマーから求
められた場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: データ・セットからモジュールが欠落
していない場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見
付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに
連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してく
ださい。

IBM サポート・センターへの注 : モジュール IEADRIMS のソース・コ
ードに、モジュール名とコンポーネント間の対応が入っています。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

033

説明: 必須の中核初期設定プログラム (NIP) モジュールのためにリン
ク・リスト構築要求 (BLDL マクロ) を処理しているときに、入出力エ
ラーが発生しました。

理由コード rrr によって、欠落しているモジュールが識別されます。以
下のフォーマットのいずれかで、理由コードが待ち状態プログラム状況
ワード (PSW) に示されていることがあります。

000A0000 80rrrwww
000A0000 8rrr0www

待ち状態 X'032' の説明を参照して、NIP モジュールを識別してくださ
い。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: これはハードウェア・エラーと考えられます。シ
ステムを再 IPL してください。エラーが繰り返し発生する場合は、ハー
ドウェア・サポートに連絡してください。その際には、入出力エラーが
発生した IPL 装置の装置番号、および待ち状態 PSW の内容を提示して
ください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

035

説明: システム初期設定中に、システムが中核内でエントリー・ポイン
トを検出できませんでした。システムは、以下のいずれかをロードしま
した。

v 不完全な中核

v 不完全な入出力構成

v 不完全な中核と不完全な入出力構成の両方

システムの処置: システムは、待ち状態 X'035' に入ります。システム
は、メッセージ IEA084W を、初期プログラム・ロード (IPL) のオペレ
ーターへの書き込み (WTO) バッファーに入れます。

オペレーターの応答: WTO バッファーおよびバッファー内のメッセー
ジ IEA084W を見付けるために、ただちに以下の処置をとってくださ
い。このプロシージャーを行う前にスタンドアロン・ダンプを書き込ん
ではなりません。ダンプがストレージをオーバーレイする可能性がある
からです。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'14' にある実アドレスを入手してください。このアドレスは IPL

診断域を指しています。

2. 実アドレス X'14' にあるアドレスに X'28' を加算し、これを中央記
憶装置の実アドレスとして読みます。この結果が、IPL ベクトル・テ
ーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスです。

3. IVT アドレスに X'E0' を加算してください。この結果が、IVTMQHP

フィールドの 31 ビットのアドレスです。IVTMQHP に、メッセー
ジ・キュー・ヘッダー (MQH) のアドレスが入っています。

4. MQH+X'0' に、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメント
(MQE) のアドレスが入っています。最も古い MQE のメッセージ・
テキストは、MQE+X'8' から始まっています。

5. 最も古い MQE の MQE+X'0' を使用して、2 番目に古いメッセージ
の MQE を見付けてください。ここでも、この MQE のメッセー
ジ・テキストは MQE+X'8' から始まっています。

6. このシーケンス (現行 MQE の MQE+X'0' を使用して、次の MQE

を見付ける) を、該当メッセージのメッセージ・テキストが表示され
るまで繰り返してください。

システム・プログラマーに連絡して、メッセージ IEA084W のテキスト
を提示してください。システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。その後、可能であれば別
の中核メンバーを使用して、システムを再 IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。
1. スタンドアロン・ダンプを調べて、メッセージ IEA084W を見付け
てください。メッセージ・テキストに示されているエントリー・ポイ
ントを書き留めてください。
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2. IEHLIST プログラムを使用して、SYS1.NUCLEUS ディレクトリーを
印刷してください。

3. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、スタンドアロン・ダンプおよび SYS1.NUCLEUS

ディレクトリー・リストを提示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

037

説明: Logrec、SYS1.SVCLIB、SYS1.PARMLIB、または SYS1.LINKLIB

に関するデータ・スペース制御ブロック (DSCB) を、データ・セットが
常駐しているボリュームから読み取ることができませんでした。理由
は、次のいずれかです。

v データ・セットがこのボリュームに存在しない。

v 関連するデータ・スペース制御ブロック (DSCB) を読み取ろうとした
ときに、回復不能な入出力エラーが発生した。

v 中核初期設定プログラム (NIP) の OPEN 処理で、エラーが発生し
た。

レジスター 1 に、障害が起きた入出力操作 (EXCP) の入出力バッファ
ー (IOB) を指すポインターが入っています。システムが待ち状態に入る
前に、待ち状態の理由を説明し、関連データ・セットの名前を識別する
診断メッセージが出されます。

オペレーターの応答: この待ち状態コードと、それより前に出された診
断メッセージをシステム・プログラマーに報告してください。

システム・プログラマーの応答: この待ち状態コードと一緒にメッセー
ジ IGGNxxx が出された場合は、そのメッセージに対するシステム・プ
ログラマー応答を行ってください。それ以外の場合は、データ・セット
が非公式装置名でカタログされていないか確認してください。DSCB 読
み取り入出力操作の障害の原因となったエラーを訂正してください。シ
ステムを再 IPL するようにオペレーターに指示してください。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: Logrec

038

説明: 中央記憶装置が十分にないため、オペレーティング・システムが
オペレーティング・システム自身を初期設定できません。次のいずれか
に該当します。
v 使用可能なオンライン・フレームが十分にない。
v 使用可能な隣接するフレームが十分にない。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: IPL 処理のために使用できる中央記憶
装置が十分にあるようにしてください。このシステム構成のために選択
されたオプショナルのシステム機能の数を減らす必要があるかもしれま
せん。その後、システムを IPL するようにオペレーターに指示してくだ
さい。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM) および初期プログラム・ロード
(IPL)

039

説明: 取り付け要求が別のボリュームと競合しているため、システムで
直接アクセス・ボリュームを取り付けることができませんでした。以下
のいずれかが発生しました。

v 両方のボリュームがシステムで必要とされた。

v 両方のボリュームが同じボリューム通し番号を持っていた。

v 取り付けられるボリュームが、オンライン・ボリュームを含んでいる
装置タイプとは異なる装置タイプを必要とした。

v システムが、ボリュームを取り付けるための正しい装置を検出できな
かった。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'039' に入ります。

システム・プログラマーの応答: この待ち状態コードと一緒にメッセー
ジ IGGNxxx が出された場合は、そのメッセージに対するシステム・プ
ログラマー応答を行ってください。それ以外の場合は、2 つのデータ・
セットのどちらかが常駐しているボリュームを変更してください。移動
したデータ・セットのボリュームが含まれるようにカタログを更新して
ください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

03A

説明: コールド・スタート時にリンク・パック域 (LPA) を構築しよう
としているときに、エラーが発生しました。

システムの処置: システムは、エラーを識別するメッセージ IEA304W

を出します。システムは、メッセージ IEA353I または IEA354I (あるい
はその両方) を出す場合もあります。

オペレーターの応答: この待ち状態コードと、それより前に出された診
断メッセージをシステム・プログラマーに報告してください。

システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダン
プを入手してください。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IEA304A に対するプログ
ラマー応答を参照してください。LPA コールド・スタートの障害の原因
となった条件を訂正してください。システムを再 IPL するようにオペレ
ーターに指示してください。

プログラムに誤りがないのにエラーが繰り返し発生する場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際
には、スタンドアロン・ダンプを提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

03B

説明: システム操作を継続するために必要なモジュールを、システム・
リンク・パック域 (LPA) で検出できませんでした。

システムの処置: システムは、検出できなかったモジュールを示すメッ
セージ IEA363I を出す場合があります。システムは、再始動不能待ち状
態に入ります。

オペレーターの応答: この待ち状態コードをシステム・プログラマーに
報告するとともに、コンソール・リストを保管してください。

システム・プログラマーの応答: コンソール・リストを調べて、欠落し
ているモジュールの名前を判別するためにメッセージ IEA363I を見付け
てください。IEHLIST ユーティリティー・プログラムを実行して、
SYS1.LPALIB データ・セットのディレクトリー・リストを入手してく
ださい。このリストを調べて、どの必須システム・モジュールが欠落し
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ているかを判別してください。その後、欠落しているモジュールを、起
動システムのライブラリーまたは同等のバックアップ・ソースから
SYS1.LPALIB にコピーしてください。システムを再 IPL して欠落モジ
ュールを LPA に追加するように、オペレーターに指示してください。
その場合、LPA コールド・スタートを要求する方法と、MLPA または
FIX オプションを使用する方法があります。

プログラムが正しいのに問題が繰り返し発生する場合は、問題報告デー
タベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しな
い場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、
待ち状態 PSW の内容を提示してください。

発行元: 内容監視 (CSV)

03C

説明: 以下のシステム操作のために使用できる補助記憶装置スペースが
不足していることを、補助記憶マネージャー (ASM) が検出しました。

IPL 時

必要な数のページ・データ・セットが指定されていなかったか、ま
たは必須ページ・データ・セットの問題を ASM が検出しまし
た。

IPL 後

ASM が、ページ可能リンク・パック域 (PLPA)、共通データ・セ
ット、またはローカル・ページ・データ・セット用に使用できる補
助記憶装置を使い尽くしました。すべてのローカル・ページ・デー
タ・セットがいっぱいになったか損傷したこと、あるいは PLPA

データ・セット、共通データ・セット、または二重データ・セット
がいっぱいになったか損傷したことが考えられます。

エラーを識別する理由コードは、次のとおりです。

コード 説明

00 リカバリー処理でエラーが発生したため、エラーの原因を判
別できません。

01 最後のローカル・ページがいっぱいです。このため、ローカ
ル・ページング・スペースが不足しています。

02 PLPA データ・セットがいっぱいで、二重化がアクティブで
なく、共通データ・セットが使用不能です。

03 共通データ・セットがいっぱいで、二重化がアクティブでな
く、PLPA データ・セットが使用不能です。

04 二重データ・セットがいっぱいで、PLPA データ・セットと
共通データ・セットの両方が使用不能です。

システムの処置: IPL 時には、システムはメッセージ IEA935W を出し
てから、この待ち状態に入ります。IPL 後は、使用可能なローカル・ペ
ージ・データ・セットがある場合は、メッセージ ILR008W を出してか
ら、この待ち状態に入ります。すべてのローカル・ページ・データ・セ
ットが使用不能な場合は、メッセージを出さずに、この待ち状態に入り
ます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。よ
り大きなページ・データ・セットまたは追加のページ・データ・セット
を指定して、システムを再 IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置をとります。
v ページング計画仕様書の記述に合うように、スペースを再定義してく
ださい。CLPA オプションを指定して再 IPL するように、オペレー
ターに指示してください。

v 追加のページング・スペースを用意した上で、再 IPL 時に PAGE パ
ラメーターまたは parmlib メンバー IEASYSxx を使用して、そのペ
ージング・スペースを使用可能にしてください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

03D

説明: 中核初期設定プログラムの実行中に、システムが共通域ページ・
テーブルを作成しているときに、エラーが発生しました。システムの初
期設定に使用できる中央記憶装置が不足していると考えられます。

システムの処置: システムはメッセージ IEA907W を出す場合がありま
す。システムは、待ち状態 X'03D' に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 使用可能な中央記憶装置の大きさを増
やしてください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

03E

説明: マスター・スケジューラーの初期設定をサポートするためのスロ
ットが不足していることを、補助記憶マネージャー (ASM) が検出しま
した。

システムの処置: システムは IPL を終了させます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーの指示に従って、より大きなページ・データ・セ
ットまたは追加のページ・データ・セットを指定して、システムを再
IPL してください。

システム・プログラマーの応答: システム操作用の補助記憶装置の大き
さを増やしてください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

03F

説明: プログラムが、中核初期設定プログラム (NIP) の機能を誤って
呼び出しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムが正しいのに問題が繰り返
し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見
付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに
連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してく
ださい。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

040

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、システムがタスク
を異常終了させました。待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビッ
ト 40 ～ 51 に、16 進数の異常終了コードが入っています。

システムの処置: システムはメッセージ IEA303W を出します。システ
ムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 待ち状態 PSW を書き留めた上で、システム・プ
ログラマーに問題を報告してください。システム・プログラマーから求
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められた場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IEA303W に示された異常
終了コードに対するシステム・プログラマー応答を参照してください。

システムの SVC テーブルにある異常終了 SVC 項目に、NIP 内のトラ
ップ・ルーチンのアドレスが入っています (異常終了 SVC のアドレス
ではありません)。異常終了 SVC 要求が出されたときのレジスターは、
異常終了 SVC のサービス要求ブロック (SVRB) に入っています。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、待ち状態 PSW の内容
を提示してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

044

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、中央処理装置でマ
シン・チェックが発生しました。マシン・チェックが発生した中央処理
装置の論理アドレスは、待ち状態 PSW のビット 36 ～ 47 に入ってい
ます。

システムの処置: システムは、問題に関するメッセージを出します。シ
ステムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: これはハードウェア・エラーと考えられます。シ
ステムを再 IPL してください。エラーが繰り返し発生する場合は、障害
のある中央処理装置をオフラインに構成してください。この処置をとる
場合は、パワーオン・リセットが必要です。ハードウェア・サポートに
連絡してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

045

説明: リカバリー終了マネージャー (RTM) を初期設定しているとき
に、中核初期設定プログラム (NIP) がシステム・キュー域 (SQA) 内の
セル・プール・ストレージを要求しました。しかし、この要求は失敗し
ました。システム初期設定は継続できません。

システムの処置: システムはメッセージ IEA897I を出す場合がありま
す。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムの IPL を再試行
してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

046

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、予期しないプログ
ラム・チェックが発生しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダンプ
を入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー

ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

04A

説明: いずれかの中央処理装置の時刻機構 (TOD) に誤りがあります。
このあとの中核初期設定プログラム (NIP) 処理でマシン・チェックが生
成されないようにするために、時刻機構を設定する必要があります。

システムの処置: 時刻機構を設定する必要のあるすべての中央処理装置
が、再始動可能待ち状態 X'04A' に入ります。

オペレーターの応答: 再始動機能を実行し、その後、システム・コンソ
ールで TOD ENABLE キーと ALT キーを押して時刻機構を設定してく
ださい。IPL が継続されます。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

050

説明: 代替 CPU リカバリー (ACR) が繰り返し呼び出されていること
を、システムが検出しました。

システムの処置: システムはメッセージ BLW007W を出します。その
後、システムは割り込み禁止待ち状態 X'050' に入ります。

オペレーターの応答: SYS1.LOGREC エラー・レコードを保存してくだ
さい。スタンドアロン・ダンプをとり、システムを再 IPL 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・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プおよび SYS1.LOGREC エラー・レコードを提示してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

051

説明: 別のプロセッサーのためにリカバリーが進行しているときに、代
替 CPU リカバリー (ACR) でリカバリー不能エラーが検出されまし
た。ACR は回復しようと試みましたが、成功しませんでした。これはソ
フトウェア・エラーと考えられます。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v メッセージ IEA857W を出す。

v 障害のあるプロセッサーに関する Logrec エラー・レコードの書き込
みを試みる。

v すべてのプロセッサーを待ち状態 X'051' に置く。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 一緒に出されたメッセージ IEA857W

を見て、エラーを識別してください。問題報告データベースを検索し
て、修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに問題を報告し
てください。その際には、スタンドアロン・ダンプおよび Logrec エラ
ー・レコードを提示してください。

発行元: 代替 CPU リカバリー (ACR)
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052

説明: 別のプロセッサーのためにリカバリーが進行しているときに、代
替 CPU リカバリー (ACR) でリカバリー不能エラーが検出されまし
た。これはハードウェア・エラーと考えられます。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

v メッセージ IEA857W を出す。

v 障害のあるプロセッサーに関する Logrec エラー・レコードを書き込
む。

v すべてのプロセッサーを待ち状態 X'052' に置く。

オペレーターの応答: 一緒に出されたメッセージ IEA857W および
Logrec エラー・レコードを見て、エラーを識別してください。

これがハードウェア・エラーであることをメッセージ IEA857W が示し
ている場合は、障害のあるハードウェアをシステムから除去するか、障
害のあるシステムを複合システムから除去してください。その後、他の
システムを再 IPL してください。ハードウェア・サポートに連絡してく
ださい。

それ以外の場合は、システム・プログラマーに問題を報告してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、Logrec エラー・レコー
ドおよびメッセージ IEA857W のテキストを提示してください。

発行元: 代替 CPU リカバリー (ACR)

053

説明: システム初期設定中に、システムが、システム・キュー域 (SQA)

の使用可能なストレージを使い尽くしました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題が繰り返し発生する場合は、問題
報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

054

説明: システム初期設定中に、システムが、DAT (動的アドレス変換)

オン中核領域にロードされるメンバーに誤りがあることを検出しまし
た。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 43 に理由コー
ド X'1' が入っている場合は、ロードされるメンバーに複数の制御セク
ション (CSECT) が含まれています。 このメンバーは、SCTR オプショ
ンでリンク・エディットされていませんでした。

システムの処置: システムは、メンバーを識別するメッセージ
IEA089W を IPL WTO バッファーに入れます。システムは、再始動不
能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
次のようにして、WTO バッファーおよびメッセージ IEA089W を見付
けてください。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'14' にある実アドレスを入手してください。このアドレスは IPL

診断域を指しています。

2. 実アドレス X'14' にあるアドレスに X'28' を加算し、これを中央記
憶装置の実アドレスとして読みます。この結果が、IPL ベクトル・テ
ーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスです。

3. IVT アドレスに X'E0' を加算してください。この結果が、IVTMQHP

フィールドの 31 ビットのアドレスです。IVTMQHP に、メッセー
ジ・キュー・ヘッダー (MQH) のアドレスが入っています。

4. MQH+X'0' に、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメント
(MQE) のアドレスが入っています。最も古い MQE のメッセージ・
テキストは、MQE+X'8' から始まっています。

5. 最も古い MQE の MQE+X'0' を使用して、2 番目に古いメッセージ
の MQE を見付けてください。ここでも、この MQE のメッセー
ジ・テキストは MQE+X'8' から始まっています。

6. このシーケンス (現行 MQE の MQE+X'0' を使用して、次の MQE

を見付ける) を、該当メッセージのメッセージ・テキストが表示され
るまで繰り返してください。

システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダン
プを入手してください。

システム・プログラマーの応答: SCTR オプションを使用して、中核を
再びリンク・エディットしてください。

問題が繰り返し発生する場合は、WTO バッファーからメッセージ
IEA089W を検索するようにオペレーターに指示してください。メッセ
ージ IEA089W のテキストを、16 進数から EBCDIC に変換してくださ
い。変換後のメッセージ・テキストを見れば、誤りのあるモジュールま
たはメンバーが分かります。

メッセージ IEA089W で識別されたメンバーが IBM 提供のメンバーで
ある場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けて
ください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡し
てください。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してくださ
い。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

055

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) プログラムが、必要なメンバーを
SYS1.NUCLEUS データ・セット内で見付けることができませんでし
た。プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 43 に、以下の理由
コードのいずれかが入っています。

コード 説明

1 IPL は、DAT オフ中核モジュールを検出できませんでし
た。(DAT は、動的アドレス変換 (Dynamic Address

Translation) の頭字語です。)

2 IPL は、DAT オン中核モジュールを検出できませんでし
た。

4 IPL は、SYS1.NUCLEUS 内で、必要な 1 つまたは複数のモ
ジュール・リスト・テーブル (MLT) を検出できませんでし
た。

5 IPL は、IPL 処理に必要なモジュールを検出できませんでし
た。この理由コードは、MVS が正しくインストールされて
いないことを示しています。

システムの処置: 理由コードが X'1' ～ X'4' の場合は、IPL は、1 つま
たは複数の IEA086W メッセージを IPL WTO バッファーに書き込みま
す。システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 理由コードが X'1' の場合に、代替入出力構成を
選択した場合は、代替入出力構成 ID (xx) が、コンソール・フレームを
通じて正しく入力されていること、または保管場所 9 ～ 10 に正しく入
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っていることを確認してください。システムを再 IPL してください。問
題が解決されない場合は、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。

理由コードが X'2' の場合は、ロード・パラメーターの 5 桁目と 6 桁
目が正しいか確認してください。

理由コードが X'1'、X'2'、および X'4' の場合は、次のようにして、WTO

バッファーおよびバッファー内のメッセージ IEA086W を見付けてくだ
さい。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'14' にある実アドレスを入手してください。このアドレスは IPL

診断域を指しています。

2. 実アドレス X'14' にあるアドレスに X'28' を加算し、これを中央記
憶装置の実アドレスとして読みます。この結果が、IPL ベクトル・テ
ーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスです。

3. IVT アドレスに X'E0' を加算してください。この結果が、IVTMQHP

フィールドの 31 ビットのアドレスです。IVTMQHP に、メッセー
ジ・キュー・ヘッダー (MQH) のアドレスが入っています。

4. MQH+X'0' に、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメント
(MQE) のアドレスが入っています。最も古い MQE のメッセージ・
テキストは、MQE+X'8' から始まっています。

5. 最も古い MQE の MQE+X'0' を使用して、2 番目に古いメッセージ
の MQE を見付けてください。ここでも、この MQE のメッセー
ジ・テキストは MQE+X'8' から始まっています。

6. このシーケンス (現行 MQE の MQE+X'0' を使用して、次の MQE

を見付ける) を、該当メッセージのメッセージ・テキストが表示され
るまで繰り返してください。

どの理由コードの場合も、システム・プログラマーに連絡してくださ
い。理由コードが X'1' ～ X'4' の場合は、メッセージ IEA086W のテキ
ストを提示してください。システム・プログラマーから求められた場合
は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'1' ～ X'4' の場合は、
IPL WTO バッファーからメッセージ IEA086W のテキストを入手し、
そのテキストを 16 進数から EBCDIC に変換してください。変換後の
メッセージ・テキストを見れば、SYS1.NUCLEUS 内で見付からなかっ
たモジュールまたはメンバーが分かります。

v memname が IEANUC0x 以外のメンバー名である場合、理由コードが
X'4' であれば、そのモジュールが MLT であることを示し、理由コー
ドが X'2' であれば、中核装置サポート・モジュールか、または
NUCLSTxx メンバー (LOADxx メンバー内の NUCLST ステートメン
トで識別されたメンバー) 内の INCLUDE ステートメントで指定され
たモジュールを示しています。

メンバーが、INCLUDE ステートメントで指定されたモジュールであ
る場合は、そのモジュールが正しく指定されていたか確認してくださ
い。

メンバーが、MLT または中核装置サポート・モジュールである場合
は、HCD からの MVS 装置報告書の中で、MLT 名および対応するユ
ーザー情報モジュール (UIM) 名を見付けてください。UIM がインス
トール先で用意したモジュールであれば、次のようにしてください。

– UIM の論理が正しいこと、UIM が正しい MLT 名を提供している
ことを確認してください。

– SYS1.NUCLEUS ディレクトリーに、MLT 用のディレクトリー項
目が入っていることを確認してください。

UIM がインストール先で用意したモジュールでなければ、どの製品が
このメンバーを含んでいるのか、およびこのメンバーが
SYS1.NUCLEUS にインストールされなかった理由を調べてくださ
い。

理由コードが X'5' の場合、または問題を解決できない場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。一緒に
出されたメッセージ IEA086W (出された場合) のテキストを提示してく
ださい。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

056

説明: NIP 初期設定中に、DFP が終了エラーを検出しました。詳しい
情報については、メッセージ IGW008D を参照してください。

システムの処置: システムは、再始動機能のない割り込み禁止待ち状態
にあります。

オペレーターの応答: この待ち状態コードをシステム・プログラマーに
報告してください。

プログラマーの応答: 詳しい情報については、メッセージ IGW008D

を参照してください。

システム・プログラマーの応答: ソフトウェア・サポート担当者に、コ
ンソール・リストとスタンドアロン・ダンプを提示してください。ま
た、メッセージ IGW010I のコピーも提示してください。

発行元: DFSMSdfp

059

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、リンク・リスト構
築要求 (BLDL マクロ) が未定義のリターン・コードを返しました。シ
ステム初期設定は継続できません。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダンプ
を入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

05C

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、マスター・カタロ
グへのポインターを SYS1.NUCLEUS データ・セットから取得できませ
んでした。以下の原因が考えられます。

v メンバーを見付けるためにリンク・リスト構築要求 (BLDL マクロ)

を試行しているときに、入出力エラーが発生した。

v メンバーが見付からなかった。

v メンバーからレコードを読み取ろうとして、入出力エラーが発生し
た。

マスター・カタログへのポインターは、SYS1.NUCLEUS データ・セッ
トのメンバー SYSCATLG または SYSCATnn に入っていなければなり
ません。

システムの処置: システムは、問題に関するメッセージを出します。シ
ステムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL してください。問題が繰り返
し発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。
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システム・プログラマーの応答: 別のシステムを IPL するようにオペ
レーターに指示してください。そのシステムを使用し、次のようにし
て、SYS1.NUCLEUS データ・セットにメンバー SYSCATLG または
SYSCATnn が存在するかどうか、そのメンバーが正しいフォーマットで
あるかどうか判別してください。

v LISTPDS を指定して IEHLIST ユーティリティーを実行し、
SYS1.NUCLEUS データ・セットのディレクトリーをリストします。

v IEBPTPCH ユーティリティーを実行して、SYS1.NUCLEUS のメンバ
ー SYSCATLG または SYSCATnn を印刷します。

SYS1.NUCLEUS データ・セットに、メンバー SYSCATLG または
SYSCATnn を追加してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

05D

説明: 初期設定中に、DFP がマスター・カタログのデータ・セット制
御ブロック (DSCB) を検出できなかったか、または SYS1.NUCLEUS デ
ータ・セットによって指されているボリュームから DSCB を読み取る
ことができませんでした。

統合カタログ機能 (ICF) マスター・カタログの場合は、NIP が、必要と
するボリュームの VSAM ボリューム・データ・セット (VVDS) の
DSCB を読み取ることができませんでした。たとえば、ページ・デー
タ・セットが、マスター・カタログとは異なるボリュームに存在すると
指定されているときに、そのページ・データ・セットが入っているボリ
ュームの VVDS が損傷している場合などです。

以下の原因が考えられます。

v ハードウェア・エラー。

v 誤ったボリュームが取り付けられている。

v SYS1.NUCLEUS データ・セットのメンバー SYSCATLG の中で、マ
スター・カタログへのポインターが誤っている。

システムの処置: システムは、問題に関するメッセージを出します。シ
ステムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL 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・プログラマーの応答: 別のシステムを IPL してください。
そのシステムを使用し、次のようにして、マスター・カタログまたは
VVDS が入っているボリュームのボリューム目録 (VTOC) が正しいか
どうか判別してください。

v LISTVTOC FORMAT を指定して IEHLIST ユーティリティーを実行
し、問題に関連したボリュームの VTOC をフォーマット設定しま
す。

v IEBPTPCH ユーティリティーを実行して、SYS1.NUCLEUS のメンバ
ー SYSCATLG を印刷します。

問題が解決されない場合は、ハードウェア・サポートに連絡してくださ
い。

発行元: DFSMSdfp

05E

説明: システムが、マスター・カタログ自己記述レコードを読み取ろう
としたときに、入出力エラーが発生しました。

この待ち状態の原因は以下のいずれかであると考えられます。

v マスター・カタログ用の VVDS 項目が損傷している。

v SYS1.NUCLEUS のメンバー SYSCATxx 内のマスター・カタログ名ま
たはボリューム通し番号 (あるいはその両方) が誤っている。

v ハードウェア・エラーが検出された。

v カタログが別のボリューム通し番号に移動されたのに、メンバー
SYSCATxx が更新されていない。

マスター・カタログ・データ・セットの最初の 10 レコードは、マスタ
ー・カタログ自身を記述しています。それらが、マスター・カタログの
カタログ項目です。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL し、この待ち状態コードをシ
ステム・プログラマーに報告してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

v SYS1.NUCLEUS のメンバー SYSCATxx 内のマスター・カタログ名お
よびボリューム通し番号を検査してください。この名前またはボリュ
ーム通し番号が誤っている場合は、誤りを訂正し、オペレーターにシ
ステムを再 IPL するよう指示してください。

v マスター・カタログ名が正しい場合は、マスター・カタログの VVDS

項目に問題がないか調べてください。

v マスター・カタログ名が正しく、マスター・カタログの VVDS 項目
に誤りがない場合は、これはハードウェア・エラーであると考えられ
ます。以下のいずれかを行ってから、ハードウェア・サポートに連絡
してください。

– IEBPTCH ユーティリティーを実行して、カタログ式プロシージャ
ーを印刷する。

– アクセス方式サービス・プログラムの LISTCAT コマンドを出し
て、カタログ項目およびカタログ内で定義されているオブジェクト
に関する情報をリストする。

マスター・カタログを、再作成するか、または正しいボリューム (その
ボリュームの損傷が訂正されたあとで) に復元する必要があります。

発行元: DFSMSdfp

05F

説明: DFP 処理で、マスター・カタログに関連したエラーを検出しま
した。この問題の原因は、以下のいずれかです。

v IPL 時に検出されたカタログ情報が誤っていた。この情報は、
SYS1.NUCLEUS データ・セットのメンバー SYSCATLG または
SYSCATxx によって、または SYS1.PARMLIB または
SYSn.IPLPARM データ・セットのメンバー LOADxx の中で提供され
ます。

v SYS1.NUCLEUS のメンバー SYSCATLG または代替メンバー
SYSCATxx に、誤ったデータが入っている。

v マスター・カタログの VSAM ボリューム・レコード (VVR) または
マスター・カタログの最初の 10 レコードが誤って重ね書きされてい
るか、または損傷している。

マスター・カタログ・データ・セットの最初の 10 レコードは、マスタ
ー・カタログ自身を記述しています。それらが、マスター・カタログの
カタログ項目です。
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システムの処置: システムは、問題に関するメッセージを出します。シ
ステムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーによってメンバー SYSCATLG または代替メンバ
ー SYSCATxx にある誤りが訂正された後で、システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: カタログ情報が正しく指定されている
か調べてください。この情報は、以下の場所のうち、IPL 時に最初に情
報が検出された場所から取得されます。

1. IODF ボリューム上で検出された最初の SYS0.IPLPARM から
SYS9.IPLPARM までのデータ・セットの、指定されたメンバー
LOADxx 内で検出された SYSCAT パラメーター。

2. IODF ボリューム上の SYS1.PARMLIB の、指定されたメンバー
LOADxx 内で検出された SYSCAT パラメーター。

3. システム常駐ボリューム上の SYS1.PARMLIB の、指定されたメンバ
ー LOADxx 内で検出された SYSCAT パラメーター。

4. IPL に使用される SYS1.NUCLEUS データ・セットの、指定された
メンバー SYSCATxx (メンバーを指定しなかった場合のデフォルト
は SYSCATLG です)。

メンバー SYSCATLG または代替メンバー SYSCATxx 内のデータ (ボ
リューム通し番号や装置タイプなど) が正しいことを確認してくださ
い。マスター・カタログを見るには、IEBPTPCH ユーティリティーを実
行して、SYS1.NUCLEUS データ・セットを印刷してください。

メンバーが正しい場合は、マスター・カタログを正しいボリュームに復
元するか、またはマスター・カタログを再作成してください。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

060

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) が、ページ可能リンク・パック域
(LPA) または拡張 PLPA (EPLPA) を保管または再作成しているとき
に、外部ページ・テーブル項目の処理でエラーを検出しました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA943W を出します。システ
ムは IPL を終了させます。

オペレーターの応答: この待ち状態コードをシステム・プログラマーに
報告してください。CLPA システム・パラメーターを指定して、再 IPL

してください。ハードウェア・エラーの場合は、ハードウェア・サポー
トに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題の原因を判別してください。ハー
ドウェア・エラーまたはソフトウェア・エラーがないか検査してくださ
い。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

061

説明: 補助記憶マネージャー (ASM) が、ストア・クロック (STCK) 命
令を処理しているときに、時刻機構 (TOD) の誤りを検出しました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA945W を出します。システ
ムは IPL を終了させます。

オペレーターの応答: 時刻機構 (TOD) を訂正してください。システム
を再 IPL してください。問題が繰り返し発生する場合は、ハードウェ
ア・サポートに連絡して、時刻機構の修理を依頼してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

062

説明: 予約済み装置への 1 つまたは複数のチャネル・パスでエラーが
発生しました。

システムの処置: リカバリーが完了するまで、システムはこのチャネ
ル・パスを使用しません。リカバリーは、オペレーターがシステムを再
始動するまで待っています。

装置を共用している他のプロセッサーで入出力を開始できる場合は、シ
ステムはメッセージ IOS201E を出します。

オペレーターの応答: エラーが発生したチャネル・パスに非 DASD 装
置があるかどうかによって、正しい応答は以下のように異なります。

DASD 装置だけがあるチャネル・パスでエラーが発生した場合は、次の
ようにします。

1. IOACTION STOP コマンドを入力して、装置を共用している他のプ
ロセッサーで入出力が開始されるのを防止してください。IOACTION

STOP コマンドが失敗した場合は、装置を共用しているプロセッサー
を停止して、共用装置への入出力アクティビティーを防止してくださ
い。

2. IOACTION STOP コマンドが正常に実行された後、または装置を共
用しているプロセッサーを停止した後、エラーが発生したシステムを
再始動してください。

3. システムがメッセージ IOS201E を出したら、次のいずれかを行って
ください。

v IOACTION STOP コマンドが正常に実行された場合は、
IOACTION RESUME コマンドを入力します。

v それ以外の場合は、装置を共用しているプロセッサーを再始動し
ます。

非 DASD 装置が少なくとも 1 つはあるチャネル・パスでエラーが発生
した場合は、次のようにします。

1. 装置を共用しているプロセッサーを停止して、共用装置への入出力ア
クティビティーを防止します。

2. エラーが発生したシステムを再始動します。

3. システムがメッセージ IOS201E を出したら、装置を共用しているプ
ロセッサーを再始動します。

システムの再始動に関する詳細は、OS/390 MVS 回復と再構成の手引き
を参照してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

063

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) が、ストレージを取得できませ
んでした。このエラーの推定原因は、この IPL で要求されたオプション
をサポートするために使用できるシステム・キュー域 (SQA) が不足し
ていることです。もう 1 つの推定原因は、システム・エラーが発生した
ために NIP 領域について過大な要求が出されたことです。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: NIP が SQA パラメーターを処理した
あとで要求が SQA に対して出された場合は、’SQA’ パラメーターによ
り大きな値を指定することにより、この問題を訂正することができま
す。ただし、NIP が SQA パラメーターを処理する前にも、この問題が
発生することがあります。

SQA 要求をサポートするために使用できる中央記憶装置が十分にない状
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態でシステムを初期設定した場合は、再 IPL する前にオンライン・スト
レージの容量を増やすか、またはこのシステム構成のために選択された
オプショナルのシステム機能の数を減らす必要があるかもしれません。

問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

064

説明: 中核初期設定プログラム (NIP ) の処理中に、NIP がソフトウェ
ア・エラーまたはハードウェア・エラーを検出しました。リカバリー終
了マネージャー (RTM) に入ることが試行されました。このエラーが
NIP で検出されたのは、システムの初期設定が可変状態にあるためで、
その中でも特に、RTM がまだ完全に初期設定されていないためです。

プログラム状況ワード (PSW) 内の命令アドレスのビット 40 ～ 51

に、テーブル項目コードが入っています。 このコードがエラーを説明し
ています。

コード 説明

01 モジュールが異常終了処理にブランチしました。

02 動的アドレス変換 (DAT) エラーが発生しました。

03 オペレーターが時刻 (TOD) キーではなく RESTART キーを
押しました。

04 マシン・チェックが発生しました。考えられる原因は次のと
おりです。

v 入出力構成プログラム (IOCP) で定義されていない装置か
らの入出力割り込みがあった。チャネル・サブシステム
は、この割り込みをマシン・チェックとして提示します。

v システム初期設定中に、システムがリソースの状態を変更
している。

05 Supervisor Call (SVC) 命令が、誤ったモードで出されまし
た。ただし、システム・ルーチンがロックを保持していると
きに異常終了を出すことはよくあるので、このエラーは通常
は実際のエラーではありません。

コード X'05' は、以下の場合に発生する可能性があります。

v NIP が SYS1.PARMLIB から読み取っているとき。

v NIP が誤ったロード・モジュールを処理しようとしている
とき。

v システム常駐ボリュームで入出力エラーが発生したとき。

06 ページング入出力エラーが発生しました。

07 異常終了処理の呼び出しが、アドレス・スペース ID (ASID)

を指定せずに出されました。

08 メモリー終了の要求が行われました。

09 プログラム・チェックが発生しました。一緒に出されたメッ
セージ IEA304W に、この待ち状態および項目コードが詳し
く説明されています。このメッセージがコンソールに表示さ
れていない場合は、待ち状態メッセージ領域 (WSMA) でこ
のメッセージを見付けることができます。WSMA について
は、OS/390 MVS Data Areas, Vol 5 (SSAG-XTLST) で説明さ
れています。

0A NIP が代替 CPU リカバリー (ACR) コンポーネントを呼び
出しました。

0B クロス・メモリー異常終了処理の呼び出しが、アドレス・ス
ペース ID (ASID) を指定せずに出されました。

0C ルーチンが、クロス・メモリー・ローカル (CML) ロックを
保持して RTM に入りました。

0D モジュールが、CALLRTM マクロに ITERM オプションを指
定しました。

0E モジュールが、CALLRTM マクロに SABEND オプションを
指定しました。

0F ABTERM 処理の呼び出しが、RETRY=NO を指定して出さ
れました。

10 クロス・メモリー ABTERM 処理の呼び出しが、
RETRY=NO を指定して出されました。

システムの処置: システムは、問題に関するメッセージを出します。シ
ステムはメッセージ IEA304A を出すことがあります。システムは、再
始動可能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v テーブル項目コードが X'03' の場合は、システムを再 IPL してくだ
さい。

v テーブル項目コードが X'04' の場合は、次のようにしてください。

– システム・コンソールで VIEWLOG キーを押し、以下のメッセー
ジを見付けてください。

INTERRUPTION FROM DEVICE NOT IN IOCDS. CHPID=6C, UA=E4.

– システムが正しい入出力構成データ・セット (IOCDS) を使用して
いるか調べてください。

– システム・プログラマーに連絡し、メッセージのテキストを提示し
てください。

以下の操作を行ってはなりません。

– システム初期設定中に、入出力サービスを切り離す、接続する、ま
たは定義する。

– システムが論理分割モードで実行されている場合に、チャネル・パ
ス ID (CHPID) を、システムが初期設定されている論理区画に対し
てオンラインまたはオフラインに構成する。

v テーブル項目コードが X'09' の場合は、メッセージ IEA101A への応
答に CLPA を指定して、システムの再始動を試行してください。以
前に、マスター・スケジューラーの初期設定前または初期設定中にコ
ールド・スタートが失敗した場合は、ウォーム・スタートまたはクィ
ック・スタート時にテーブル項目コード X'09' が出される可能性があ
ります。

v その他の項目コードの場合は、直接アクセス記憶装置 (DASD) 上の
READ/WRITE スイッチを検査した上で、この待ち状態コードをシス
テム・プログラマーに報告してください。

システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダン
プを入手してください。

システム・プログラマーの応答: IBM サポート・センターに連絡する
前に、以下の処置をとってください。

v テーブル項目コードが X'05' の場合は、スタンドアロン・ダンプ内の
SVC OLD PSW またはトレース・テーブルを見て、SVC 13 が、最
後に出された SVC かどうか判別してください。SVC 13 が最後に出
された SVC である場合は、トレース・テーブル内のレジスター 1 に
異常終了コードが入っており、レジスター 15 に理由コードが入って
います。この異常終了コードは、どの SVC が異常終了を出したかを
示していることがあります。その場合は、トレース・テーブルに、そ
の SVC を出したモジュールが示されていることがあります。
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SVC 13 が最後に出された SVC でない場合は、これは確実に SVC

エラーです。この問題には、以下の原因が考えられます。

– モジュールが、ロックを保持しているときに、誤って SVC を出し
ている。

– 制御を持っていたルーチンが、ロックを解放せずに、そのルーチン
の呼び出し側に制御を返した。この場合、SVC を出した側では障
害は起きません。

v テーブル項目コードが X'09' の場合は、プログラム・チェック OLD

PSW に、例外のタイプとその例外が発生した場所が示されていま
す。例外発生時のレジスターは、論理構成連絡域 (LCCA) の変位
X'48' に保管されています。変換例外 (プログラム割り込みコード
X'10' または X'11') の場合は、変換できなかったアドレスが保管場所
X'90' に入っています。この情報は、システム・トレースにも入って
います。

問題報告データベースを検索して、修正を見付けてください。修正が存
在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際
には、上記の作業で収集した情報 (待ち状態 PSW を含む) を提示して
ください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

065

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、タイプ 3 または 4

の監視プログラム制御 (SVC) 命令がロードされる前に、プログラムで
それらのタイプの命令を出しました。この SVC 割り込みは、NIP によ
ってトラップされました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダンプ
を入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

06F

説明: システムが、装置へのパスの途中で以下のいずれかを検出しまし
た。
v 作動不能の制御装置
v チャネル・エラー
v 判別不能のエラー

このパス上には、どのシステムが装置を所有しているかを示す装置予約
またはアクティブ入出力操作は存在しません。

システムは、チャネル・パス ID または装置番号 (あるいはその両方)

を判別できなかった場合は、チャネル・パス ID または装置番号 (ある
いはその両方) を X'FFFF' で置き換えます。

システムの処置: システムは以下の処置をとります。

1. 装置を使用不可にします。

2. メッセージ IOS427A を出すことができないため、待ち状態 X'06F'

に入ります。

3. オペレーターによる処置を予期しますが、オペレーターに応答を求め
るプロンプトを出すことはしません。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. システム・コンソールで F ALTCP コマンドを入力して、
ALTER/DISPLAY フレームを呼び出してください。

2. ALTCP フレームが表示されたら、システム内の任意のプロセッサ
ーの番号を入力してください。

3. A2 B3 と入力して、1 次仮想記憶域を表示してください。

4. 以下のプロンプトで、40C と入力してください。

Address(hex) = >

5. 保管場所 X'40C' にあるデータの最初の 4 バイトを記録してくださ
い。

6. 以下のプロンプトで、保管場所 X'40C' で見付かったアドレスを入
力してください。

Address(hex) = >

注: これは、間接アドレッシングです。

システムは、エラー情報域の内容を以下のように表示します。

オフセット 0 チャネル・パス ID (または、CHPID を判別
できない場合は X'FFFF')

オフセット 2 装置番号 (または、装置番号を判別できない
場合は X'FFFF')

7. STOP キーを押してください。

8. A1 B3 と入力して、1 次仮想記憶域を変更してください。

9. 以下のプロンプトで、30E と入力してください。

Address(hex) = >

10. カーソルを保管場所 X'30E' に移動してください。インストール先
の手順に応じて、以下のリカバリー・コードのいずれかを入力して
ください。

コード 説明

00 リカバリーを試行せずに、装置の再始動を試みます。(こ
のコードを入力することは、メッセージ IOS427A に
’NOOP’ と応答することと同じです)。問題が解決しない
場合は、システムは再度メッセージ IOS427A を出しま
す (または、システムが IOS427A を出せない場合は、
待ち状態コード X'06F' を出します)。この場合は、他の
リカバリー・コードのいずれかを入力するようにしてく
ださい。

RESTART x コマンドを入力して、システムを再始動し
ます。x は、ステップ 2 で選択したプロセッサー ID

です。

01 代替チャネル・パスを使用して、装置へのリカバリー・
アクセスを試みます。(このコードを入力することは、メ
ッセージ IOS427A に X'UR' と応答することと同じで
す)。このリカバリー・コードを入力してプロセッサーを
再始動する前に、IOACTION STOP コマンドを出すこと
により、装置を共用している他のすべてのプロセッサー
がこの装置への入出力を開始するのを防止する必要があ
ります。このコマンドが失敗した場合は、装置を共用し
ているすべてのプロセッサーを停止して、共用装置への
入出力アクティビティーを防止しなければなりません。

RESTART x コマンドを入力して、システムを再始動し
ます。x は、ステップ 2 で選択したプロセッサー ID

です。システムは、以下のメッセージのいずれかを出す
ことがあります。

IOS428I - 代替チャネル・パスを通じて装置にアクセ
スする試みが正常に行われました。
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IOS104I - 代替チャネル・パスを通じて装置にアクセ
スする試みが正常に行われませんでした。

上記のいずれかのメッセージが出された後、IOACTION

RESUME コマンドを出すか、または装置を共用してい
るプロセッサーを再始動して (それらのプロセッサーが
ステップ 11 で停止された場合)、共用装置への入出力を
開始してください。

02 装置を強制的にオフラインにします。(このコードを入力
することは、メッセージ IOS427A に X'BOX' と応答す
ることと同じです)。システムはメッセージ IOS501I を
出します。RESTART x コマンドを入力して、システム
を再始動します。x は、ステップ 2 で選択したプロセ
ッサー ID です。

RESTART x コマンドを入力して、システムを再始動し
ます。x は、ステップ 2 で選択したプロセッサー ID

です。

詳細については、OS/390 MVS システム・メッセージ 第 5 巻
(IGD-IZP) に記載されているメッセージ IOS427A を参照してくださ
い。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

070

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 処理時に、IPL が、隣接するスト
レージを必要とする要求を満たすのに十分な隣接する中央記憶装置を検
出しませんでした。これはハードウェア・エラーと考えられます。

オペレーターの応答: 記憶装置の構成を調べてください。ハードウェ
ア・エラーによって多数のフレームが使用不能になっている場合は、ハ
ードウェア・サポートに連絡してください。それ以外の場合は、システ
ム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: IPL 処理のために使用できる中央記憶
装置が十分にあることを確認してください。このシステム構成のために
選択されたオプショナルのシステム機能の数を減らす必要があるかもし
れません。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

071

説明: システムまたはオペレーターのどちらかが再始動を開始しまし
た。SDWA に、異常終了の理由を説明する理由コードが入っています。

コード 説明

00 以下のいずれかが発生しました。

v オペレーターが、RESTART オプション 0 を選択して、
異常終了を開始した。

v オペレーターが、メッセージ IEA500A または BLW004A

に ABEND を応答した。

v オペレーターが、オプションを指定しないで RESTART

を選択した。オプションを指定しないと、システムはデフ
ォルト (オプション 0) を使用します。

v オペレーターが、125 秒以内に、メッセージ IEA500A ま
たは IEA502A に応答しなかった。

v システムが、再始動の理由を判別できず、デフォルト (オ
プション 0) を使用した。

04 オペレーターが、システム診断および修復を開始するために
RESTART のオプション 1 を選択しました。

08 プログラミング・エラーが原因で、そのとき実行されていた
プログラムが再始動割り込みハンドラーに直接ブランチしま
した。

0C オペレーターが、あるプロセッサーで RESTART のオプシ
ョン 0 を選択しましたが、そのプロセッサーは、誤りのあ
る割り込み禁止ループに入っている別のプロセッサーによっ
て保持されているグローバル・リソースのために有効なスピ
ン待ち状態にあります。この別のプロセッサーに出された
DSGNL RESTART コマンドが失敗しました。

10 システムが、超過スピン・ループ条件を検出した後で、
Logrec エラー・レコードの書き込みを開始しました。中断さ
れた作業単位は、実行を継続します。

20 システムの超過スピン・ループ条件の原因となったプログラ
ムを、システムが異常終了させました。このスピン・ループ
に対するリカバリー・アクションは TERM であるため、リ
カバリー・ルーチンによって再試行することはできません。

30 システムの超過スピン・ループ条件の原因となったプログラ
ムを、システムが異常終了させました。このスピン・ループ
に対するリカバリー・アクションは ABEND であるため、
リカバリー・ルーチンによって再試行することができます。

システムの処置: システムは以下のいずれかの処置をとります。

v 理由コードが X'00'、X'08'、X'0C'、X'20'、または X'30' の場合は、シ
ステムは、現在実行されているプログラムを異常終了させます。

v 理由コードが X'00' の場合は、システムは、メッセージ IEA500A ま
たは BLW004A を出す可能性があります。

v 理由コードが X'04' の場合は、システムは、可能であればクリティカ
ル・システム域にあるエラーを検出し、修復します。システムは、選
択されたシステム制御ブロックを更新し、選択されたシステム・リソ
ースの妥当性検査および修復を行います。更新されたいくつかの制御
ブロック・フィールドにあった古い値は、システム診断作業域
(SDWA) の可変記録域 (VRA) に記録されます。システムは、これら
の古い値を Logrec エラー・レコードに書き込みます。その後、中断
されたプログラムに制御を返します。

v 理由コードが X'10' の場合は、システムは超過スピン・ループを
Logrec エラー・レコードに書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから依頼された場合は、
SLIP トラップを設定してダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をと
ってください。

理由コード X'00':

メッセージ IEA500A または BLW004A がこの理由コードと一緒
に出される場合があり、それによって割り込みの時点に進行中であ
った作業が識別されます。

1. 異常終了時に Logrec エラー・レコードが作成されなかった場
合は、SVC ダンプを入手するようオペレーターに依頼してくだ
さい。

2. Logrec エラー・レコードに入っているエラー発生時のプログラ
ム状況ワード (PSW) を調べてください。この PSW は、オペ
レーターによって RESTART が入力された場所を指していま
す。プログラムがループに入っている場合、PSW アドレスは
そのループ内にあります。

3. システム・トレース・テーブルを検査して、ループまたは待ち
状態の徴候があるか調べてください。ループまたは待ち状態が
あると思われる場合は、PSW 内のアドレスを使用して、ルー
プしているモジュールの名前を入手してください。
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v モジュールが IBM 提供のモジュールでない場合は、そのモ
ジュールに関して診断を継続してください。

v モジュールが IBM 提供のモジュールである場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。その際には、Logrec エラー・レコードを提
示してください。

理由コード X'08'

次のようにして、どのプログラムが誤ってブランチしているかを調
べてください。

1. 異常終了時に Logrec エラー・レコードが作成されなかった場
合は、SVC ダンプを入手するようオペレーターに依頼してくだ
さい。

2. エラー発生時のレジスター 14 を見てください。BALR 14,15

命令によって不法なブランチが行われた場合は、レジスター 14

は、不法なブランチをした命令の次にある命令を指していま
す。この命令がブランチ命令である場合は、この命令が再始動
割り込みハンドラーに直接ブランチしたと考えられます。

3. レジスター 14 にあるアドレスを使用して、不法なブランチ命
令を出したモジュールの名前を入手してください。

v モジュールが IBM 提供のモジュールでない場合は、そのモ
ジュールに関して診断を継続してください。

v モジュールが IBM 提供のモジュールである場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。その際には、Logrec エラー・レコードを提
示してください。

理由コード X'0C'、X'10'、X'20'、または X'30'

次のようにして、超過スピン条件が発生した理由を調べてくださ
い。

1. 次のようにして、エラー発生時のプログラム状況ワード (PSW)

を入手してください。

v 理由コードが X'10'、X'20'、または X'30' の場合は、Logrec

エラー・レコードから PSW を入手します。

v 理由コードが X'0C'、X'20'、または X'30' の場合は、SVC ダ
ンプを入手するようオペレーターに依頼します。このダンプ
をフォーマット設定して、エラー発生時の PSW を見てくだ
さい。

2. PSW 内のアドレスを使用して、スピンの原因となったモジュ
ールの名前を入手してください。

v モジュールが IBM 提供のモジュールでない場合は、そのモ
ジュールに関して診断を継続してください。

v モジュールが IBM 提供のモジュールである場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。その際には、Logrec エラー・レコードを提
示してください。

ループの診断に関する説明については、OS/390 MVS 診断 : 手順
を参照してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

072

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) に割り振られたワークスペースに
余地がありません。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

073

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) が、入出力割り込みまたは外部割
り込みを待っています。プログラム状況ワード (PSW) のビット 40 ～
43 に、理由コードが入っています。

コード 説明

1 IPL が、入出力割り込みを待っています。

2 IPL が、外部割り込みを待っています。

システムの処置: システムは、割り込み可能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 待ち時間は、30 秒から 3 分までの範囲です。3

分経過してもシステムがまだ待ち状態にある場合は、待ち状態 PSW を
記録して、システム・プログラマーに知らせてください。

システム・プログラマーの応答: 次のようにしてください。

1. ハードウェア Alter / Display CP 機能を使用して、待ち状態 PSW

のビット 40 ～ 43 にある理由コードを調べてください。

v 理由コードが X'1' の場合は、システムは入出力操作の完了を待っ
ています。ステップ 2 に進んで、問題判別を続けてください。

v 理由コードが X'2' の場合は、ハードウェア障害があります。IPL

を再試行するようオペレーターに指示してください。IPL が正常
に実行されない場合は、ハードウェア・サポートに連絡してくだ
さい。

2. 理由コードが X'1' の場合は、システムは入出力操作の完了を待って
います。この待ち状態は、入出力割り込みが未処理であることを示し
ています。IPL 時には、SYSRES ボリュームまたは IODF ボリュー
ムのどちらかに対して入出力が行われます。IPL プログラムは SSCH

を出して入出力を開始し、その後、入出力割り込み可能である待ち
PSW (X'010A0000 00100073') をロードします。この PSW は、入出
力割り込みが発生するまでロードされたままになっています。入出力
割り込みが発生しなければ、システムは待ち状態のままになります。

3 分経過してもシステムがまだ待ち状態にある場合は、IPL を再試行
するようオペレーターに指示してください。システムが再び待ち状態
に入り、3 分経過してもまだ待ち状態にある場合は、装置またはその
装置へのパスが問題の原因であるかどうかを調べる必要があります。
次のステップに進んでください。

3. ハードウェア Alter / Display CP 機能を使用して、中央記憶装置の
X'BA' にある 4 バイトのサブチャネル・アドレスを入手してくださ
い。保管場所 X'B8' にある 4 バイトのサブチャネル識別ワードの最
後の 2 バイト (保管場所 X'BA') が、サブチャネル番号です。

4. 入出力装置構成表示 (Device Configuration Display) を表示します。
ステップ 2 で見付かった 2 バイトのサブチャネル番号を入力してく
ださい。選択したサブチャネル番号について、装置番号、装置アドレ
ス、および装置への 1 つまたは複数のインストール済みチャネル・
パスが表示されます。
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装置へのチャネル・パスが 1 つしかない場合は、問題の原因は、そ
のパスまたは装置にあります。その場合は、システム・オペレーター
が問題判別を続ける必要はありません。ハードウェア・サポートに連
絡してください。

装置へのチャネル・パスが 2 つ以上ある場合は、一度に 1 つずつパ
スをオフラインに構成し、再 IPL を試行してください。いずれかの
IPL 試行が正常に行われたら、そのときのオフライン・パスが、障害
のあるパスです。どの IPL 試行も正常に行われなければ、問題の原
因は装置にあります。

5. 障害のあるパスは、最後に使用されたパスであると考えられます。サ
ブチャネル状況情報を表示してください。CMOS ベース・プロセッ
サーでは、これは Analyze Subchannel Data (サブチャネル・データ
の分析) 表示です。最終パス使用マスク (LPUM) フィールドを見
て、最後に使用されたパスを判別してください。LPUM フィールド
は 8 ビットで構成されています。ビット n がオンの場合は、
CHPIDn が、最後に使用されたパスです。たとえば、LPUM フィー
ルドが B'01000000' の場合は、ビット 1 がオンであり、CHPID1 フ
ィールドが、最後に使用されたパスを識別しています。

6. サービス言語コマンドを使用して、最後に使用されたパスをオフライ
ンに構成してください。たとえば、次のように入力します。

chpid address off

7. システムを再 IPL してください。

8. 問題が再発しなければ、障害のあるパスを識別したことになります。

問題が再発する場合は、1 つのパスをオフラインに構成して、システ
ムの再 IPL の試行を続けてください。いずれかの IPL 試行が正常に
行われたら、障害のあるパスを識別したことになります。どの IPL

試行も正常に行われなければ、問題の原因は装置にあります。ハード
ウェア・サポートに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

074

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) に、プログラム論理エラーがあり
ます。プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 43 に、理由コー
ドが入っています。

コード 説明

01 誤った Supervisor Call (SVC) 命令が出されました。

02 IPL SVC スタック・オーバーフローです。

03 IPL SVC スタック・アンダーフローです。

04 IPL が、Start Subchannel (SSCH) 命令で予期しない条件コー
ド 2 を受け取りました。

05 IPL が、Test Subchannel (TSCH) 命令で予期しない条件コー
ド 1 を受け取りました。

06 IPL が、Load Real Address (LRA) 命令で予期しない条件コ
ードを受け取りました。この理由コードと一緒に、メッセー
ジ IEA090W が出されます (IPL WTO バッファーに入って
います)。

07 IPL が、誤ったパラメーター・リストを受け取りました。

08 IPL が、Modify Subchannel (MSCH) 命令でゼロ以外の条件
コードを受け取りました。

09 新しい再始動 PSW からコードがロードされました。このコ
ードがロードされるのは、プレフィックス・レジスターがゼ
ロであるプロセッサーで再始動が出されたときです。プレフ
ィックス・レジスターがゼロになるのは、オペレーターが

IPL の早すぎる時点で再始動を行おうとしたか、または
LPAR モードの論理的にオフラインのプロセッサーで再始動
を行おうとした場合です。

システムの処置: システムは、メッセージ IEA090W を IPL WTO バ
ッファーに出すことがあります。システムは、再始動不能待ち状態に入
ります。

オペレーターの応答: 理由コードが X'06' 以外の場合は、システム・プ
ログラマーに連絡してください。

理由コードが X'06' の場合は、次のようにして、WTO バッファーおよ
びバッファー内のメッセージ IEA090W を見付けてください。

1. ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の
X'14' にある実アドレスを入手してください。このアドレスは IPL

診断域を指しています。

2. 実アドレス X'14' にあるアドレスに X'28' を加算し、これを中央記
憶装置の実アドレスとして読みます。この結果が、IPL ベクトル・テ
ーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスです。

3. IVT アドレスに X'E0' を加算してください。この結果が、IVTMQHP

フィールドの 31 ビットのアドレスです。IVTMQHP に、メッセー
ジ・キュー・ヘッダー (MQH) のアドレスが入っています。

4. MQH+X'0' に、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメント
(MQE) のアドレスが入っています。最も古い MQE のメッセージ・
テキストは、MQE+X'8' から始まっています。

5. 最も古い MQE の MQE+X'0' を使用して、2 番目に古いメッセージ
の MQE を見付けてください。ここでも、この MQE のメッセー
ジ・テキストは MQE+X'8' から始まっています。

6. このシーケンス (現行 MQE の MQE+X'0' を使用して、次の MQE

を見付ける) を、該当メッセージのメッセージ・テキストが表示され
るまで繰り返してください。

システム・プログラマーに連絡して、メッセージ IEA090W のテキスト
を提示してください。システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

理由コードが X'06' の場合は、16 進数から EBCDIC に変換したメッセ
ージ IEA090W のテキストを提示してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

075

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) が、モジュールをロードできませ
んでした。プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 43 に、理由
コードが入っています。

コード 説明

01 IPL が、SYS1.NUCLEUS データ・セット内で IRIM

IEAIPL01 を検出できませんでした。考えられる原因は次の
とおりです。

v SYS1.NUCLEUS の読み取りにおける直前の入出力エラー

v 真のシステム構成の IODF または IOCDS におけるミスマ
ッチ

v IODF または IOCDS の装置ケーブリング・エラー

02 モジュールが大きすぎます。モジュールの大きさが 4096 バ
イトを超えています。
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03 IPL が、まだすべての IPL リソース初期設定モジュール
(IRIM) を検出していないのに IRIM リストの終わりを表す
区切り文字を検出したか、あるいは MVS SP 4.3 より前の
IPL テキストが、MVS SP 4.3 またはそれ以降のレベルのシ
ステムを IPL しようとしたかのいずれかです。

04 IPL が、SYS1.NUCLEUS 内で IRIM メンバーを検出できま
せんでした。

05 IRIM モジュールが大きすぎます。モジュールの大きさが
4096 バイトを超えています。

06 IPL に使用されるボリューム上の IPL テキストが、そのボ
リューム上に存在する中核コードと一致しませんでした。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 待ち状態 PSW を書き留めてください。システ
ム・プログラマーに連絡してください。システム・プログラマーから求
められた場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: モジュールが SYS1.NUCLEUS に正
しくリンク・エディットされているか確認してください。その後、再
IPL するようオペレーターに指示してください。理由コードが 06 また
は 03 の場合 (IPL テキスト・エラーの場合) は、ICKDSF を実行し
て、IPL に使用されるボリュームに正しいレベルの IPL テキストをイン
ストールしてください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

076

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) の処理中に、システムが、IPL リ
ソース初期設定モジュール (IRIM) または DAT オフ中核をロードしよ
うとしましたが、フルワードでない再配置可能アドレス定数を検出しま
した。(DAT は、動的アドレス変換 (Dynamic Address Translation) の頭
字語です。)

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: IRIM モジュールが、システム常駐ボ
リューム上の SYS1.NUCLEUS に正しくリンク・エディットされている
か確認してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

077

説明: システムが、監視プログラム呼び出し (SVC) または拡張 SVC

ルーター (ESR) ルーチンのエントリー・ポイントを解決できませんでし
た。

オペレーターの応答: この待ち状態をシステム・プログラマーに報告し
てください。システム・プログラマーから求められた場合は、スタンド
アロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: IEANUC0x モジュールが正しくリン
ク・エディットされているか確認してください。問題が解決されない場
合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してください。

078

説明: マスター・カタログを正常にオープンできませんでした。この待
ち状態の前に、特定のオープン障害を識別するメッセージ IEC161I が出
されます。

オペレーターの応答: 入出力エラーと考えられます。システムを再 IPL

し、この待ち状態コードをシステム・プログラマーに報告してくださ
い。

プログラマーの応答: メッセージ IEC161I で識別されたエラーを訂正
してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

07B

説明: 必須のプロセッサー機能が使用できません。 待ち状態理由コー
ドが欠落した機能を示しています。

1 アクセス・レジスター (Access register) サポートが利用不可
能です。

2 Immediate-and-Relative 命令 が利用不可能です。

3 Suppress on Protection with Virtual-Address Enhancement が利
用不可能です。

4 ストレージ保護オーバーライド (Storage-Protection Override)

が利用不可能です。

5 サブスペース・グループ (Subspace Group) サポートが利用
不可能です。

6 Set Address Space Control Fast サポートが利用不可能です。

7 サブストリング等値まで比較 (Compare until Substring Equal)

サポートが利用不可能です。

9 ロック操作実行 (Perform Locked Operation) サポートが利用
不可能です。

A ロック・ページ (Lock Page) サポートが利用不可能です。

B 圧縮 (Compression) サポートが利用不可能です。

C PER 2 サポートが利用不可能です。

D ストリング (String) サポートが利用不可能です。

E チェックサム (Checksum) サポートが利用不可能です。

F 逆移動 (Move Inverse) サポートが利用不可能です。

10 平方根 (Square root) サポートが利用不可能です。

17 比較・移動 (Compare and Move) 拡張サポートが利用不可能
です。

システムの処置: システムは、再始動不可能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 必須機能をすべてサポートするプロセ
ッサーにアップグレードしてください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)
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07D

説明: システムの初期設定中に、システムが parmlib メンバー
IEASYMxx を処理しようとしたときに、エラーが発生しました。レジス
ター 15 に、エラーを説明する理由コードが入っています。

コード 説明

00 システムが、IEASYMxx 内で、循環 システム記号定義を検
出しました。循環システム記号定義とは、解決されていない
別のシステム記号が入っているシステム記号定義のことで
す。

システム処置: システムは、エラーを詳しく説明するメッセ
ージ IEA012E を NIP コンソールに出します。システムは、
再始動不能待ち状態に入ります。

システム・プログラマー応答: メッセージ IEA012E に対す
るシステム・プログラマー応答を参照してください。

04 システムが、IEASYMxx 内で、回復不能なエラーを検出しま
した。システムがシステム記号定義の置換テキストを判別し
ようとしたときに、エラーが発生しました。

システム処置: システムは、エラーを詳しく説明するメッセ
ージ IEA013E を NIP コンソールに出します。システムは、
再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーター応答: システム・プログラマーに連絡してくだ
さい。その際には、メッセージ IEA013E のテキストを提示
してください。

システム・プログラマー応答: メッセージ IEA013E に対す
るシステム・プログラマー応答を参照してください。

発行元: 中核初期設定プログラム (NIP)

07E

説明: システムが、SVC 命令を処理するのに必要なストレージを
LSQA から取得することができませんでした。システムは、SVC を出し
たプログラムのアドレス・スペースを終了させることができなかったた
め、待ち状態をロードしました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入り、メッセージ
IEA297W を出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを提示してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題は、ループが原因で LSQA が使
い尽くされたことによる可能性があります。問題の原因を判別できない
場合は、問題報告データベースを検索して、修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

081

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) で、SYS1.NUCLEUS データ・セ
ットからモジュールをロードしようとしました。SYS1.NUCLEUS デー
タ・セットまたはメンバー IEANUC0x または IEAVEDAT が、複数の
エクステントを占有しています。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: SYS1.NUCLEUS データ・セットが単
一のエクステントに割り振られているか確認してください。その後、シ
ステムを再 IPL するようにオペレーターに指示してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

083

説明: システムが、重要な接頭部ストレージ域 (PSA) フィールドで誤
ったアドレスを検出しました。監視プログラムでは、この損傷を訂正で
きませんでした。このエラーは、ソフトウェア・エラーと考えられま
す。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 47 に、誤った
アドレスが入っている PSA フィールドを識別する 16 進数の理由コー
ドが入っています。

コード PSA フィールド

01 PSALCCAV または PSASCWA フィールド

02 PSAPCCAV フィールド

システムの処置: システムは Logrec エラー・レコードを書き込む場合
もあります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
他のすべてのシステムを停止させてから、スタンドアロン・ダンプを入
手してください。システムを再 IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. 必要があれば、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオペレータ
ーに指示してください。

2. 待ち状態 X'083' になっているシステムの、損傷を受けた PSA を検
査してください。PSA に損傷が認められるかどうか調べてくださ
い。

3. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。
修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくだ
さい。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示するとともに、入
手可能であれば、Logrec エラー・レコードも提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

084

説明: リカバリー終了マネージャー (RTM) が、以下のものをサポート
しているときに、訂正不能なエラーを検出しました。
v システム・ルーチンのリカバリーまたは終了
v アプリケーション・プログラムのタスクのリカバリーまたは終了

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 40 ～ 51 に、エラー
を説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

04 第 1 レベル割り込みハンドラー (FLIH) は、PSW で割り込
み禁止になっているルーチン内にある割り込みがエラー状態
であることを判別しました。FLIH は、割り込みを受けたル
ーチンをリカバリーまたは終了させるために、RTM を呼び
出しました。RTM は、その要求の処理中に、接頭部保管域
(PSA) のリカバリー・スタック・ベクトル・テーブル
(PSARSVT) 内の少なくとも 1 つの機能リカバリー・ルーチ
ン (FRR) スタック・ポインターに訂正不能な損傷があるこ
とを検出しました。

08 RTM の FRR 処理のための FRR リカバリー・ルーチン
が、RTM 内のエラーからリカバリーできませんでした。シ

296 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



ステムは上位の FRR を呼び出しました。上位の FRR で
は、RTM リカバリーを、元のエラーに対する再試行として
スケジュールしました。この RTM リカバリーが現行アドレ
ス・スペースを終了させようとしましたが、別のエラーを検
出しました。

0C RTM が、FRR スタックを処理しているときにエラーを検出
しました。RTM 処理には、FRR リカバリー・ルーチンは適
用されません。そのため、RTM がアドレス・スペースを終
了させようとしましたが、別のエラーを検出しました。

10 システムが、セグメント例外のために再帰的にプログラム・
チェック FLIH に入り、アドレス・スペース内で動的アドレ
ス変換 (DAT) エラーを検出しました。システムは、DAT エ
ラーが発生したアドレス・スペースを終了させるために、
RTM の FRR 処理を呼び出しましたが、RTM の FRR 処理
が別のエラーを検出しました。これは、回復不能なソフトウ
ェア・エラーです。

14 RTM が、タスク・モードで実行されているときに、誤った
PSATOLD 値を検出しました。RTM は、障害のあるアドレ
ス・スペースを終了させて問題を解決することができません
でした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA020W を出して、X'084'

待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、次のようにしま
す。

v 理由コードが X'04' の場合は、以下の処置をとります。

1. メッセージ IEA020W を見て、どの CPU に損傷したスタック・
ポインターがあるか、またどのポインターが損傷しているかを調
べてください。

2. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。検索引き数には、以下のものを入れてください。
– オーバーレイされた制御ブロック・フィールドの名前:

FLDS/cccccccc

– 待ち状態コード: WS/D0084

– 理由コード: PRCS/hhhhhhhh

– モジュール名: RIDS/cccccccc

修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。

v 理由コードが X'08'、X'0C'、X'10'、または X'14' の場合は、RTM

が、エラーの処理中に再帰的エラーを検出しました。この問題は、以
下のような制御ブロック内の重要なフィールドがオーバーレイされた
ために発生した可能性があります。
– PSA

– アドレス・スペース制御ブロック (ASCB)

– タスク制御ブロック (TCB)

– 要求ブロック (RB)

– 拡張状況ブロック (XSB)

以下の処置をとります。

1. 再帰的エラーに関するダンプおよび Logrec エラー・レコードを分
析してください。再帰的エラーが発生している RTM モジュール
を識別してください。再帰的エラーが発生した場所の、モジュー
ルでのオフセットを判別してください。

2. 問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてくださ
い。検索引き数には、以下のものを入れてください。

– オーバーレイされた制御ブロック・フィールドの名前:

FLDS/cccccccc

– 待ち状態コード: WS/D0084

– 理由コード: PRCS/hhhhhhhh

– モジュール名: RIDS/cccccccc

修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

085

説明: ウォーム・スタートの IPL 時に、補助記憶マネージャー (ASM)

が強制的にコールド・スタートに切り替えました。ASM は、以下のい
ずれかの条件に該当すると判断しました。
v ページ可能リンク・パック域 (PLPA) ページ・データ・セットが、キ
ャッシュ装置より古いものです。キャッシュをリセットする必要があ
ります。

v 共通データ・セットがキャッシュ装置上にあるときに、PLPA が共通
ページ・データ・セットまでオーバーフローしています。ウォーム・
スタートまたはクィック・スタートが失敗しました。キャッシュをリ
セットする必要があります。

システムの処置: システムは処理を終了させ、待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: キャッシュをリセットするために、CLPA オプシ
ョンを指定して再 IPL してください。

発行元: 補助記憶マネージャー (ASM)

087

説明: システムがシスプレックスから除去されると、システムはこの待
ち状態に入ります。レジスター 15 に、システムが除去された理由を示
す 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

01 通信タスク (COMMTASK) の初期設定で、SYSMCS グルー
プのメンバーを確立できませんでした。システム間カップリ
ング・ファシリティー (XCF) グループ当たりのメンバーの
最大数に達したためです。

02 システムがシスプレックス更新タスクを処理しているとき
に、再帰的異常終了が発生しました。

03 システムがシステム間更新サブタスクを処理しているとき
に、再帰的異常終了が発生しました。

04 システム間結合時に、再帰的異常終了が発生しました。

05 シスプレックスの送信データ・プロセッサーで、再帰的異常
終了が発生しました。

06 シスプレックスの受信データ・プロセッサーで、再帰的異常
終了が発生しました。

07 システム間サービスのグループ出口で、再帰的異常終了が発
生しました。

08 システム間サービスのメッセージ出口で、再帰的異常終了が
発生しました。

09 システムがコマンド / オペレーター・メッセージ削除
(DOM) 処理プログラムを処理しているときに、再帰的異常
終了が発生しました。

0A システムがメッセージを処理しているときに、再帰的異常終
了が発生しました。
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0B システムが、システム間カップリング・ファシリティー
(XCF) グループの結合に失敗しました。

0C システムが、システム間カップリング・ファシリティー
(XCF) 制御メンバーの作成に失敗しました。

0D ストレージ不足のため、別のシステムがシスプレックスにシ
ステムを受け入れることができませんでした。

0E システムがシスプレックス応答 ID タスクを処理していると
きに、再帰的異常終了が発生しました。

11 システムが XCF SYSMCS2 グループを結合できませんでし
た。

12 システムが SYSMCS2 グループ内で制御メンバーを作成で
きませんでした。

13 システムが応答 ID 処理を初期設定できませんでした。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'087' に入ります。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

088

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) 時に、システムが、
SYS1.PARMLIB のメンバー LOADxx または NUCLSTxx の処理でエラ
ーを検出しました。

下記のフォーマットは、PSW のビット 36 ～ 43 にある理由コードの位
置を示したものです。

X'000A0000 8rrxxwww'

000A0000

ビット 12 ～ 15 (CMWP ビット) は A です。

8 ビット 33 ～ 39 がゼロでない場合は、ビット 32 がオンで、
AMODE (31 ビット・アドレッシング・モード) を示していなけれ
ばなりません。

rr 理由コード。

www

待ち状態コード。

コード 説明

00 IPL が、IODF ボリューム上の SYSn.IPLPARM または
IODF ボリューム (または SYSRES) 上の SYS1.PARMLIB

で、メンバー LOADxx を検出できませんでした。システ
ム・プログラマーがメンバーを作成しなかったか、またはオ
ペレーターが LOAD パラメーターに誤った値をタイプしま
した。

02 システムが、SYS1.PARMLIB メンバー LOADxx 内の
NUCLST ステートメントで指定された SYSn.IPLPARM また
は SYS1.PARMLIB のメンバー NUCLSTxx を検出できませ
んでした。

04 メンバー LOADxx に関する SYSn.IPLPARM または
SYS1.PARMLIB ディレクトリー項目に、誤った情報が入っ
ています。IPL は、メンバー LOADxx を読み取ることがで
きません。

06 メンバー NUCLSTxx に関する SYSn.IPLPARM または

SYS1.PARMLIB ディレクトリー項目に誤った情報が入って
おり、IPL はこのメンバーを読み取ることができません。

08 IPL がメンバー LOADxx を読み取っているときに、まだデ
ータがあるはずなのに、ファイル終わりに達しました。メン
バー LOADxx の内容が誤っています。

0A IPL がメンバー NUCLSTxx を読み取っているときに、まだ
データがあるはずなのに、ファイル終わりに達しました。メ
ンバー NUCLSTxx の内容が誤っています。

0C SYS1.NUCLEUS の選択されたメンバーが、NUCLSTxx

EXCLUDE ステートメントによって除外されていました。
SYS1.NUCLEUS の代替メンバー IEANUC0x が組み込まれ
ていませんでした。

80 IPL に使用されたメンバー LOADxx 内で、MVSCP ステー
トメントが検出されました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: 理由コードが X'04'、X'08'、または X'80' の場合
は、システム・プログラマーに連絡してください。

理由コードが X'00' の場合は、LOAD パラメーターに指定した値を検査
してください。値が誤っている場合は、正しい値を使用して再 IPL して
ください。値が正しい場合は、IODF ボリューム上の SYSn.IPLPARM

または IODF ボリューム (または SYSRES) 上の SYS1.PARMLIB から
メンバー LOADxx が欠落していることを、システム・プログラマーに
通知してください。

システム・プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v 理由コードが X'00' の場合は、IODF ボリューム上の SYSn.IPLPARM

または IODF ボリューム (または SYSRES) 上の SYS1.PARMLIB の
メンバー LOADxx を作成し、LOAD パラメーターに使用する値をオ
ペレーターに通知してください。

v 理由コードが X'02' の場合は、SYSn.IPLPARM または
SYS1.PARMLIB のメンバー LOADxx に、NUCLST ステートメント
が正しく指定されているか確認してください。さらに、parmlib メン
バー NUCLSTxx が、parmlib メンバー LOADxx と同じデータ・セッ
トに置かれているか確認してください。

v 理由コードが X'06' または X'0A' の場合は、SYS1.PARMLIB のメン
バー NUCLSTxx を削除してください。その後、メンバー NUCLSTxx

を再作成するか、または別のメンバーを作成してください。LOAD パ
ラメーターに使用する値をオペレーターに通知してください。

v 理由コードが X'04' または X'08' の場合は、メンバー LOADxx を削
除してください。その後、メンバー LOADxx を再作成するか、また
は別のメンバーを作成してください。LOAD パラメーターに使用する
値をオペレーターに通知してください。

v 理由コードが X'0C' の場合は、IEANUC0x を除外しないようにメン
バー NUCLSTxx を訂正してください。

v 理由コードが X'80' の場合は、IPL に使用されるメンバー LOADxx

から MVSCP ステートメントを除去してください。IODF を使用して
入出力構成データを指定する必要があります。IODF については、
OS/390 ハードウェア構成定義 使用者の手引き を参照してくださ
い。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)
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089

説明: NIP の処理中に、システムが、適格装置テーブル (EDT) を作成
しようとしたときに、装置制御ブロック (UCB) に関連したエラーを検
出しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

システム・プログラマーの応答: 問題が装置エラーかどうか判別してく
ださい。装置エラーでなければ、システムのスタンドアロン・ダンプを
とってください。正しいことが確認されている IODF を使用して、IPL

を試行してください。

問題の原因を判別できない場合は、問題報告データベースを検索して、
問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ダンプを提示してくだ
さい。

発行元: 割り振り / 割り振り解除

08A

説明: オペレーターへの書き込み (WTO) マクロに WSPARM オプシ
ョンを指定して待ち状態を要求したときに、エラーが発生しました。プ
ログラム状況ワード (PSW) のビット 40 ～ 51 に、理由コードが入っ
ています。

コード 説明

0001 同一のプロセッサーで実行中の 2 つの呼び出し側が、同一
の待ち状態をロードしようとしました。

0002 システムが、待ち状態処理を異常終了させました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA548W を出します。システ
ムは、待ち状態 X'08A' に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーからダンプを求められた
場合は、スタンドアロン・ダンプを要求してください。システムを再
IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下のいずれか
の処置をとります。

0001 要求した待ち状態に対するシステム・プログラマー応答を参
照してください。

0002 メッセージ IEA548W に示された異常終了に対するシステ
ム・プログラマー応答を参照してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

08C

説明: ワークロード・マネージャー (WLM) の処理中に、エラーが発生
しました。一緒に出される理由コードによって、回復不能 WLM 内部エ
ラーが識別されます。

システムの処置: システムは、プロセッサーを待ち状態にします。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ハードコピー・ログお
よびダンプを提示してください。

発行元: ワークロード・マネージャー (WLM)

08E

説明: NEWIPS SYSEVENT の処理中に、再帰的な回復不能エラーが発
生しました。

システムの処置: システムは、プロセッサーを待ち状態にします。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステムを再 IPL してください。再 IPL 後は、可能な限り、以下のこと
は行わないようにしてください。以下のいずれかの処理中に待ち状態が
発生したからです。

v 以下のコマンドを出すこと。

– F WLM,MODE=GOAL または COMPAT

– SET IPS=XX

– ゴール・モードでの V WLM,POLICY=XXXXXX

v ゴール・モードで実行されている場合に、WLM ISPF アプリケーショ
ンからサービス・ポリシーをアクティブにすること。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、ハードコピー・ログお
よびダンプを提示してください。

発行元: ワークロード・マネージャー (WLM)

08F

説明: システムが、作業単位キューを再作成しようとしましたが、再作
成することができませんでした。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入り、メッセージ
IEA460W を出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーからダンプを求められた
場合は、スタンドアロン・ダンプを要求してください。システムを再
IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 問題の原因を判別できない場合は、問
題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正
が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、ダンプを提示してください。

発行元: 監視プログラム制御

09x

説明: 以下のことが発生したため、システムがプロセッサーを待ち状態
X'09x' に置きました。

1. プロセッサーが、スピン・ループに入り、別のプロセッサーでイベン
トが発生するのを待っていました。このスピン・ループで、イベント
が発生するために通常必要とされる時間を超過しました。

2. システムが、超過スピン通知メッセージ IEE331A を出すことができ
ませんでした。

待ち状態コードの 3 桁目 (x) は、プロセッサーが待っていたイベント
を識別しています。

x イベント

1 RISGNL 応答

2 ロックの解放

4 リソースの再始動

5 アドレス・スペースの静止
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6 中央処理装置 (CPU) 停止状態

7 交差部分の解放

9 オペレーター介入状態

E バインド切断の正常な解放

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 から 47 に、スピ
ン・ループを引き起こしているプロセッサーの論理アドレスが入ってい
ます。

システムの処置: スピン・ループ状態にあるプロセッサーは、再始動可
能待ち状態 X'09x' に入ります。システムは、問題を説明するメッセー
ジを出すことがあります。

オペレーターの応答: プロセッサーを再始動する前に、プロセッサーの
保管場所 X'30E' に、アクション・コードを保管してください。このア
クション・コードは、プロセッサーが超過スピン・ループ状態の解決を
試みるために行うリカバリー・アクションを示します。アクション・コ
ード (重大度の順) および関連リカバリー・アクションは、次のとおり
です。

コード システムが実行するリカバリー・アクション

なし SPIN - スピン・ループ状態を継続し、予期するイベントの
発生を待ちます。SPIN アクションを開始するには、待ち状
態 X'09x' にあるプロセッサーを再始動してください。

CC ABEND - 予期するイベントが発生しなかったプロセッサー
上で、現行の作業単位を異常終了させます。この場合、リカ
バリー・ルーチンによる再試行が許可されます。

BB TERM - 予期するイベントが発生しなかったプロセッサー上
で、現行の作業単位を異常終了させます。この場合、リカバ
リー・ルーチンによる再試行は許可されません。

AA ACR - 予期するイベントが発生しなかったプロセッサー上
で、代替リカバリー (ACR) を開始します。これは、プロセ
ッサーをオフラインにして、そのプロセッサー上の現行の作
業単位の異常終了 (再試行が許可される) を開始します。

リカバリー・アクションのタイプに応じて、リカバリー・アクションを
開始するために次のようにしてください。

処置 プロシージャー

SPIN 待ち状態 X'09x' にあるプロセッサーを再始動してくださ
い。

ABEND

TERM

1. 待ち状態 X'09x' にあるプロセッサーの保管場所 X'30E'

を表示してください。

2. 保管場所 X'30E' に、アクション・コード (X'CC' または
X'BB') を保管してください。

3. 待ち状態 X'09x' にあるプロセッサーを再始動してくださ
い。システムは、再始動の理由を無視します。

ACR

1. システム・コンソールで索引フレームを表示してくださ
い。

2. このシステムにあるすべてのプロセッサーを停止させて
ください。

3. 待ち状態 X'09x' にあるプロセッサーの保管場所 X'30E'

を表示してください。

4. 保管場所 X'30E' に、アクション・コード X'AA' を保管
してください。

5. 待ち状態 X'09x' の PSW の 6 バイト目を見て、スピ
ン・ループを引き起こしているプロセッサー (障害のある
プロセッサー) を識別してください。PSW の 6 バイト目
には、4x という文字が入っています。この x が、障害
のあるプロセッサーの ID です。

6. 障害のあるプロセッサーおよび待ち状態 X'09x' にあるプ
ロセッサーを除くすべてのプロセッサーを始動してくだ
さい。

7. 待ち状態 X'09x' にあるプロセッサーを再始動してくださ
い (システムは、再始動の理由を無視します)。

8. ACR 処理が完了したら、マスター権限を持つコンソール
で、CONFIG CPU(x),ONLINE コマンドを入力してくださ
い。ただし、x は、障害のあるプロセッサーの ID で
す。

およそ 1 回のスピン・ループ・インターバル内に待ち状態 X'09x' が再
び発生した場合は、次に高い重大度のリカバリー・アクションを使用し
て対処してください。サービス技術員に連絡してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

0A1

説明: すべてのシステム開始リカバリー・アクションが使用されました
が、超過スピン・ループを解決できませんでした。

システムの処置: システムは、待ち状態をロードする前に、メッセージ
IEE183W を出します。メッセージ IEE178I が、待ち状態に先立って少
なくとも一度は出されているはずであり、これにより追加情報が示され
ます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。ス
タンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: 問題に関連したすべての印刷出力およ
び出力データ・セットを収集してください。問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

0A2

説明: システム間カップリング・ファシリティー (XCF) またはシステ
ム間拡張サービスが、回復不能エラーを検出して、システムを停止させ
ました。システムは、オペレーターがシステム停止の要求を出したとき
も、この待ち状態を出します。シスプレックスの問題の診断について
は、OS/390 MVS Diagnosis: Reference を参照してください。

PSW のビット 40 ～ 51 に、理由コードが入っています。

コード 説明

04 オペレーターが、システムをシスプレックスから除去するた
めに、VARY XCF,sysname,OFFLINE コマンドを入力しまし
た。

08 XCF が、システム相互間のシグナル・パス接続を失いまし
た。

10 XCF が、すべての結合データ・セットへのアクセスを失い
ました。

300 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



14 IPL 時に、XCF がシステムをシスプレックスから除去しま
した。

20 XCF が、システムをシスプレックスから除去しました。

以下のいずれかが発生しました。

v このシステムがシスプレックスに結合した後、結合デー
タ・セットの初期設定をまだ完了していないときに、この
システムが、1 次または代替のいずれかの結合データ・セ
ットで、入出力エラーを検出しました。

v このシステムがシスプレックスに結合した後、結合デー
タ・セットの初期設定をまだ完了していないときに、シス
プレックス内の別のシステムが、1 次または代替のいずれ
かの結合データ・セットで入出力エラーを検出しました。

v シスプレックス内の別のシステムのオペレーターが、
SETXCF COUPLE,ACOUPLE コマンドを使用して新しい
代替結合データ・セットを使用可能にすることによって、
または SETXCF COUPLE,PSWITCH コマンドを使用して
1 次結合データ・セットを代替結合データ・セットで置き
換えることによって、データ・セットの切り替えを開始し
ました。この処置がとられたのは、このシステムがシスプ
レックスに結合した後、結合データ・セットの初期設定を
まだ完了していないときでした。

v オペレーターが、メッセージ IXC402D に DOWN と応答
することによって、XCF がシスプレックスからシステム
を除去する必要があることを指定しました。

7C 現行設定値に基づいてこのシステムで使用できる構成 (XCF

ローカル、モノプレックス、およびシスプレックス) はない
ことが、システム・チェックによって示されています。

8C 結合データ・セットの矛盾が検出されたため、XCF はこの
システムをシスプレックスに受け入れません。

9C CFRM 結合データ・セットが失われています。

91 XCF 内部エラー。

104 システムが分離された結果として、入出力が妨げられまし
た。

108 XCFPOLxx による指定どおりに、システムがシスプレックス
から分割されました。

10C システムが、状況更新欠落状態にあることが検出され、シス
プレックス障害管理ポリシーによる指定どおりにシスプレッ
クスから分割されました。

110 システムが、シグナル接続障害を検出し、シスプレックス障
害管理ポリシーによる指定どおりにシスプレックスから分割
されました。

114 ETR リンクまたは ETR 自体の消失のため、再始動不能待ち
状態です。

11C ストレージが不十分で、サブチャネル通知ベクトルを定義す
ることができません。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入り、メッセージ
IXC220W を出します。

オペレーターの応答: 以下の理由コードは、ハードウェア・エラーの可
能性があることを示しています。
v 10

v 8C

v 110

v 114

Logrec データ・セットを見て、ハードウェア・エラーがないか調べてく
ださい。ハードウェア構成を訂正してください。問題が解決されない場
合は、ハードウェア・サポートに連絡してください。

以下の理由コードは、XCF コンポーネントの内部エラーを表していま
す。これらのエラーの場合は、IBM サポート・センターに連絡して援助
を受けてください。

理由コード:

18 24 28 40 50

54 58 5C 60 64

6C 70 74 78 80

84 88 90 91 94

98 118 130 140

その他の理由コードの場合は、一緒に出されたメッセージがあれば、そ
のメッセージに対するオペレーター応答を参照してください。

システム・プログラマーから求められた場合は、以下のように指定し
て、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

DUMP DATASPACES OF ASID('XCFAS')
DUMP RANGE(ALL) IN ASID('XCFAS')

システム・プログラマーの応答: メッセージ IXC220W に対するシステ
ム・プログラマー応答を参照してください。

以下の IPCS サブコマンドを使用して、スタンドアロン・ダンプをフォ
ーマット設定してください。

v XESDATA -- すべての報告書と、要約、明細、および例外レベルを含
めます。

v COUPLE -- すべての報告書と、要約、明細、および例外レベルを含
めます。

v CTRACE COMP(SYSXES) SUB((GLOBAL))

v CTRACE COMP(SYSXES) SUB((個別の接続))

CTRACE QUERY コマンドを出して、SYSXES に関連したサブネー
ム・トレースを表示することによって、個別の接続を判別することが
できます。

v CTRACE COMP (SYSXCF) -- XCF トレース・データを取得します。

問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。
その際には、フォーマット済みのスタンドアロン・ダンプを提示してく
ださい。すべての報告書、および報告書ごとに要約、明細、および例外
レベルを含めてください。

発行元: システム間カップリング・ファシリティー (XCF)

0A3

説明: システムが、グローバル・リソース逐次化複合システムに正常に
加わることができませんでした。システムは、シスプレックスに結合す
るためには、グローバル・リソース逐次化システムのメンバーでなけれ
ばなりません。しかし、以下のいずれかの理由で、システムがグローバ
ル・リソース逐次化複合システムに結合することができませんでした。

v 指定されたグローバル・リソース逐次化システム・パラメーターが誤
っている。

v グローバル・リソース逐次化が回復不能エラーを検出した。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 40 ～ 51 に、エラー
を説明する 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明
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4 システムが、GRS=JOIN または TRYJOIN パラメーターを指
定してシスプレックスに IPL されましたが、グローバル・
リソース逐次化は、グローバル・リソース逐次化複合システ
ムに結合することができませんでした。シスプレックス内の
システムは、同一のグローバル・リソース逐次化リングに入
っていなければなりません。待ち状態と一緒にメッセージ
ISG167W が出されます。

8 システムが、GRS=JOIN、START、TRYJOIN、または STAR

システム・パラメーターを指定してシスプレックスに IPL

されました。グローバル・リソース逐次化が、初期設定中に
システム間カップリング・ファシリティー (XCF) を使用し
ようとしたときに、XCF サービスが予期しないエラーのた
めに失敗しました。

この待ち状態コードと一緒に、メッセージ ISG152W がコン
ソールに出されます。このメッセージは、XCF サービス、
リターン・コード、および理由コードを識別しています。

C グローバル・リソース逐次化が、parmlib メンバー
GRSCNFxx でエラーを検出しました。この待ち状態と一緒
に、メッセージ ISG043I または ISG044I が出されます。

10 グローバル・リソース逐次化が、parmlib メンバー
GRSRNLxx でエラーを検出しました。この待ち状態と一緒
に、メッセージ ISG062I および ISG063I が出されます。

14 グローバル・リソース逐次化が、イベント通知 (ENF) 出口
を確立できませんでした。この待ち状態と一緒にメッセージ
ISG021I が出されます。

18 グローバル・リソース逐次化が、parmlib メンバー
GRSCNFxx でエラーを検出しました。この parmlib メンバ
ーでは、すでに使用中の装置を指定しています。この待ち状
態と一緒にメッセージ ISG045I が出されます。

1C システムが、GRS=NONE と PLEXCFG=MULTISYSTEM を
指定して IPL されました。これら 2 つのパラメーターは、
同時には使用できません。この待ち状態と一緒にメッセージ
ISG159W が出されます。

20 グローバル・リソース逐次化がこのシステムを複合システム
から除去しようと試みましたが、その試みが失敗しました。
この待ち状態と一緒にメッセージ ISG152W が出されます。

26 グローバル・リソース逐次化が、XCF 出口で回復不能エラ
ーを検出しました。

28 グローバル・リソース逐次化が、内部エラーを検出しまし
た。

2C グローバル・リソース逐次化が、シスプレックスで実行され
ているときに、回復不能な障害を検出しました。この待ち状
態と一緒にメッセージ ISG168W が出されます。

30 グローバル・リソース逐次化が、内部エラーを検出しまし
た。

34 システムが、GRS=JOIN または TRYJOIN を指定して IPL

されましたが、グローバル・リソース逐次化は、XCF ユー
ザー状態設定サービスを呼び出すことができませんでした。
この待ち状態と一緒にメッセージ ISG152W が出されます。

38 グローバル・リソース逐次化が、GRSRNL=EXCLUDE シス
テム・パラメーターを処理しようとしたときに、SYSTEMS

排他 RNL 出口 (ISGGSEEA) を検出できませんでした。

3C グローバル・リソース逐次化が、GRSRNL=EXCLUDE シス

テム・パラメーターを処理しようとしたときに、SYSTEMS

包含 RNL 出口 (ISGGSIEA) を検出できませんでした。

40 システムが、XCF メッセージ出力サービスを使用してメッ
セージを送信することができませんでした。

44 リング破壊後に、グローバル・リソース逐次化複合システム
が再始動できません。アクティブのグローバル・リソース逐
次化リングが存在せず、このシステムは、グローバル・リソ
ース逐次化を開始しようとして繰り返し失敗しています。こ
の待ち状態と一緒に、メッセージ ISG011I、ISG015I、
ISG021I、ISG025I、ISG173I、ISG176I、または ISG180E が
出されます。

4C オペレーターが、このシステムをグローバル・リソース逐次
化複合システムから除去するために、このシステムに対して
VARY GRS,PURGE コマンドを入力しました。

50 このシステムが、グローバル・リソース逐次化リングに入る
ことができません。グローバル・リソース逐次化複合システ
ムの現行メンバーは、グローバル・リソース逐次化複合シス
テムの残りのメンバーとは異なるマルチシステム・シスプレ
ックスに属しています。グローバル・リソース逐次化は、グ
ローバル・リソース逐次化複合システム当たり 1 つのマル
チシステム・シスプレックスだけをサポートします。この待
ち状態と一緒にメッセージ ISG182W が出されます。

54 このシステムが、グローバル・リソース逐次化リングを静止
状態から再度アクティブにすることができません。このリン
グは、リング破壊、システム障害、またはオペレーターが出
した VARY GRS,QUIESCE コマンドのために静止状態にな
りました。アクティブのグローバル・リソース逐次化システ
ムが存在しません。このシステムは、複合システム内のすべ
てのシステムの最新グローバル要求情報を持っていました。

58 このシステムが、グローバル・リソース逐次化リング処理の
ためのリカバリー処理で、リカバリー不能ソフトウェア・エ
ラーを検出しました。

5C このシステムが、グローバル・リソース逐次化の内部または
外部コマンド処理のためのリカバリー処理で、リカバリー不
能ソフトウェア・エラーを検出しました。

60 グローバル・リソース逐次化が、シスプレックスに関する情
報を収集するために XCF 照会サービスを呼び出そうと試み
ましたが、その試みが失敗しました。この待ち状態と一緒に
メッセージ ISG152W が出されます。

64 このシステムの包含リソース名リスト (GRS RNL parmlib メ
ンバー) は、グローバル・リソース逐次化複合システムで使
用しているものと異なっています。

68 このシステムの排他 RNL (GRS RNL parmlib メンバー)

は、グローバル・リソース逐次化複合システムで使用してい
るものと異なっています。

6C このシステムの RESERVE 変換 RNL (GRS RNL parmlib メ
ンバー) は、グローバル・リソース逐次化複合システムで使
用しているものと異なっています。

70 このシステムが、グローバル・リソース逐次化キュー組み合
わせ処理で、回復不能ソフトウェア・エラーを検出しまし
た。

7C グローバル・リソース逐次化のアドレス初期設定が失敗しま
した。いずれかのモジュールを初期設定するために呼び出さ
れたシステム・サービスが、失敗しました。
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この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG305W がコンソール
に出されます。このメッセージは、サービス、モジュール、
およびサービスから返された非ゼロのリターン・コードを識
別しています。

80 グローバル・リソース逐次化の初期設定が失敗しました。重
要なタスクが終了しました。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG306W がコンソール
に出されます。このメッセージに示されたエラー・コード
は、失敗した特定のタスクを識別しています。

84 グローバル・リソース逐次化が失敗しました。システムが初
期設定した複合システムのタイプと、シスプレックス内で現
在アクティブである複合システムの間に、互換性がありませ
ん。GRS=START、JOIN または TRYJOIN で IPL されたシ
ステムは、既存のグローバル・リソース逐次化スター複合シ
ステムに結合することができません。同様に、GRS=STAR

で IPL されたシステムは、既存のグローバル・リソース逐
次化リング複合システムに結合することができません。

システム自身がエラー条件を検出し、待ち状態を出した場合
は、メッセージ ISG307W が出されます。

すでにアクティブである別のシステムがエラーを検出し、ア
クションをとった結果として、システムが複合システムから
分割され、待ち状態に置かれた場合は、メッセージ
ISG307W は出されません。

88 グローバル・リソース逐次化がシステム・サービスを呼び出
しましたが、そのシステム・サービスが正常に完了しません
でした。システム・サービス、エラー・リターン・コード、
およびエラー理由コードを識別するメッセージ ISG308W が
出されます。

8A システム初期設定中に、グローバル・リソース逐次化が、シ
スプレックス結合データ・セット上のグローバル・リソース
逐次化レコードにアクセスできませんでした。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG342W がコンソール
に出されます。このメッセージは、レコードにアクセスでき
なかった理由を識別しています。

90 グローバル・リソース処理のために重要なグローバル・リソ
ース逐次化タスクの 1 つが予期に反して終了したため、グ
ローバル・リソース逐次化処理が失敗しました。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG315W がコンソール
に出されます。このメッセージに示されたエラー・コード
は、失敗したタスクを識別しています。

94 グローバル・リソース逐次化の処理中に、グローバル・リソ
ース逐次化の重要なタスクの 1 つが終了しました。このタ
スクの ATTACH が失敗し、エラー・リターン・コードが返
されたので、グローバル・リソース逐次化はこのタスクを復
元できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG316W がコンソール
に出されます。このメッセージは、ATTACH できなかった
モジュール、および ATTACH からのエラー・リターン・コ
ードを識別しています。

98 リカバリー処理中に、1 次グローバル・リソース逐次化制御
ブロックが損傷を受けていました。グローバル・リソース逐
次化は、このエラーから回復できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG317W がコンソール
に出されます。

9C GRS Star 初期設定中に、システムが GRS ロック構造
(ISGLOCK) にアクセスできませんでした。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG342W がコンソール
に出されます。このメッセージは、この構造へのどの種類の
アクセスが失敗したかを説明しています。

A0 GRS 処理中に、GRS XCF 出口の 1 つで、予期しないエラ
ーが発生しました。GRS は障害から回復できません。(メッ
セージ ISG310W がコンソールに出されます。)

AC 最上位のグローバル・リソース逐次化タスク (このタスクか
ら、他のすべてのタスクがアンカーされています) が、その
処理において、起こりえないタイミングで予期に反して制御
を受け取りました。このタスクは回復できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG329W がコンソール
に出されます。

BC スター複合システムの初期設定中に、グローバル・リソース
逐次化が、グローバル・リソース逐次化ロック構造を割り振
ることができませんでした。カップリング・ファシリティー
のストレージが不足しているか、またはポリシー・サイズ
が、必要とされる最小の構造のためには小さすぎるからで
す。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG338W がコンソール
に出されます。このメッセージは、障害の原因となった構造
の名前を識別しています。

C0 グローバル・リソース逐次化ロック構造の出口の 1 つで、
予期しないエラーが発生しました。グローバル・リソース逐
次化は、このエラーから回復できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG310W がコンソール
に出されます。このメッセージは、障害が起こったグローバ
ル・リソース逐次化ロック構造の名前を識別しています。

C4 グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、シス
テム上のグローバル要求キューの損傷が検出されました。グ
ローバル・リソース逐次化は、構造の障害または接続の消失
のため、元のロック構造を使用し続けることができません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

C8 グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、グロ
ーバル・リソース逐次化が再作成停止要求を受け取りまし
た。グローバル・リソース逐次化は、構造の障害または接続
の消失のため、元のグローバル・リソース逐次化ロック構造
を使用して処理を再開することができません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

CC グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、シス
プレックス障害管理 (SFM) は、このシステムをこの構造か
ら切断してはならないと判断しました。グローバル・リソー
ス逐次化は、データ保全性を維持するために、このシステム
をシスプレックスから分割しました。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

D0 グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、シス
プレックス障害管理 (SFM) は、元のロック構造のほうが新
しい構造より接続性がよいと判断しました。接続条件が失わ
れているため、グローバル・リソース逐次化は、元のロック
構造を使用して処理を再開することができませんでした。グ
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ローバル・リソース逐次化は、データ保全性を維持するため
に、このシステムをシスプレックスから分割します。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

D4 グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、グロ
ーバル・リソース逐次化が新しい構造に接続できませんでし
た。グローバル・リソース逐次化は、データ保全性を維持す
るために、このシステムをシスプレックスから分割します。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

D8 グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、グロ
ーバル・リソース逐次化が、XES サービスから回復不能応答
を受け取りました。グローバル・リソース逐次化は、処理を
継続できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG308W または
ISG309W がコンソールに出されます。

DC グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、グロ
ーバル・リソース逐次化が、再作成プロトコルに違反する予
期しないイベントを受け取りました。グローバル・リソース
逐次化は、処理を継続できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

E0 グローバル・リソース逐次化ロック構造の再作成中に、グロ
ーバル・リソース逐次化が不明な理由で停止しました。グロ
ーバル・リソース逐次化は、処理を継続できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

E4 グローバル・リソース逐次化のリング複合システムからスタ
ー複合システムへのマイグレーション中に、構造エラーが発
生しました。グローバル・リソース逐次化は、処理を継続で
きません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG309W がコンソール
に出されます。

E8 グローバル・リソース逐次化のリング複合システムからスタ
ー複合システムへのマイグレーション中に、グローバル・リ
ソース逐次化キューの損傷が検出されました。グローバル・
リソース逐次化は、処理を継続できません。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG332I がコンソール
に出されます。

EA グローバル・リソース逐次化がグローバル・リソース逐次化
のリング複合システムからスター複合システムへマイグレー
ションしているときに、システムが IPL を試行しました。
システムは、この処理の間は複合システムに結合できませ
ん。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG301W がコンソール
に出されます。

EC グローバル・リソース逐次化のリング複合システムからスタ
ー複合システムへのマイグレーション中に、予期しないエラ
ーが発生しました。

この待ち状態と一緒に、メッセージ ISG304W がコンソール
に出されます。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。理由コ
ードが X'26'、X'58'、および X'5C' の場合は、システムは Logrec エラ

ー・レコードを書き込み、SVC ダンプを出します。

理由コードが X'64' ～ X'70' の場合は、システムはメッセージ ISG015I

を出します。システムはメッセージ ISG183W も出すことがあります。

システム・プログラマーの応答: 以下のいずれかの処置をとります。

v グローバル・リソース逐次化なしでシステムを IPL するには、
COUPLE=00,GRS=NONE を指定して IPL してください。こうする
と、システムは XCF ローカル・モードで IPL されます。共用シスプ
レックス・リソースにアクセスするジョブを開始してはなりません。

v システムをシスプレックスおよびグローバル・リソース逐次化システ
ムに IPL するには、次のようにします。

– グローバル・リソース逐次化のリング複合システムを IPL したい
場合は、GRS= 指定 (parmlib メンバー IEASYSxx 内またはメッセ
ージ IEA101A への応答内) を次のいずれかに訂正してください。

- START

- JOIN

- TRYJOIN

– グローバル・リソース逐次化のスター複合システムを IPL したい
場合は、以下のことを検査してください。

1. グローバル・リソース逐次化レコードが、IXCL1DSU フォーマ
ット設定ユーティリティーによって、シスプレックス結合デー
タ・セット上にフォーマット設定されていること。

2. グローバル・リソース逐次化レコードが入っているシスプレッ
クス結合データ・セットが、現行の 1 次シスプレックス結合デ
ータ・セットであること。

v システムがグローバル・リソース逐次化に結合する妨げとなっている
問題を解決するには、次のようにします。

v 一緒に出されたメッセージの説明を見て、問題に関する情報を入手し
てください。

v SVC ダンプ (出された場合) を入手し、IPCS VERBEXIT MTRACE

コマンドを使用して SVC ダンプをフォーマット設定して、グローバ
ル・リソース逐次化から出された最後のメッセージを見てください。
メッセージが見付かったら、そのメッセージの説明を参照してくださ
い。

v 問題が見付からない場合や、問題が繰り返し発生する場合は、問題報
告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修正が
存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、Logrec エラー・レコードおよび SVC ダンプ (出された場
合) を提示してください。

発行元: グローバル・リソース逐次化

0A4

説明: 2 つまたはそれ以上のプロセッサーが、外部時刻参照 (ETR) 同
期検査処理を完了できませんでした。ETR は、IBM シスプレックス・
タイマー (9037) またはそれと同等のものの MVS 総称名です。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'0A4' に入ります。この待ち
状態と一緒に、メッセージ IEA503W が出されます。

オペレーターの応答: Logrec エラー・レコードを保存してください。
ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: タイマー監視
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0A5

説明: システムが、ハードウェア構成定義 (HCD) のモジュールのいず
れかで論理エラーを検出しました。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 47 に、16 進数
の理由コードが入っています。この理由コードは、この待ち状態コード
と一緒に出される HCD メッセージのメッセージ ID と同じです。

コード 説明

070 2 つの UIM が、1 つの GIT を構築する複数の試行を出し
ました。最初の UIM にエラー・フラグが付けられます。

071 2 つの UIM が、同一の総称プリファレンス値を指定しまし
た。最後の UIM にエラー・フラグが付けられます。

072 UIM が、重複する項目が入っている互換性リストを使用し
て、総称装置タイプを定義しました。

073 2 つの UIM が、指示されている制御装置に対する 1 つの
CIT を構築する複数の試行を出しました。最初の UIM にエ
ラー・フラグが付けられます。

074 UIM が、DFP 内に無効な装置番号を指定しました。

v メッセージ理由コード 1: DFP 内の装置番号が、許容され
る最大の装置番号を超えています。

v メッセージ理由コード 2: DFP 内に指定された装置番号に
は、すでに DFT が存在します。

075 UIM が DFP 内または UIP 内に総称名を指定しましたが、
その総称名を持つ GIT は見付かりませんでした。この UIM

にエラー・フラグが付けられます。

076 指示された UIM が、6 つ以上の MLT 名を指定したか、ま
たは MLT 名を指定しませんでした。この UIM にエラー・
フラグが付けられます。

077 指示された UIM が、256 バイトを超える装置依存情報を指
定しました。この UIM にエラー・フラグが付けられます。

078 指示された UIM が、ACON 位置ポインターの無効な UCB

セグメント・タイプを指定しました。この UIM にエラー・
フラグが付けられます。

079 指示された UIM が、ACON 再配置ポインターの無効な
UCB セグメント・タイプを指定しました。この UIM にエ
ラー・フラグが付けられます。

080 指示された UIM が、ACON 位置ポインターのオフセットを
指定しましたが、このオフセットは、指定された UCB セグ
メントの範囲内にありません。この UIM にエラー・フラグ
が付けられます。

081 2 つの UIM が、指示された装置のための UIT を構築する
複数の試行を出しました。最初の UIM にエラー・フラグが
付けられます。

082 指示された UIM が、24 バイトを超える装置依存セグメン
ト・データを指定しました。この UIM にエラー・フラグが
付けられます。

083 指示された UIM が、許容される最大の装置番号より大きい
装置番号を指定しました。

v メッセージ理由コード 1: 再配置情報内の装置番号が、許
容される最大の装置番号を超えています。

v メッセージ理由コード 2: 装置クラス拡張域内の装置番号
が、許容される最大の装置番号を超えています。

この UIM にエラー・フラグが付けられます。

084 指示された UIM が、DFPTBYT3 フィールドに、無効な装置
クラスを指定しました。この UIM にエラー・フラグが付け
られます。

085 DASD について指定された DCT 情報が、この DASD タイ
プについて以前に指定された情報と一致しません。

086 UIM が DCT 項目の長さを指定しましたが、この長さは、
許容される最大の長さを超えています。

087 DCT には、現行の DCT 項目のための十分なスペースがあ
りません。

088 指示された UIM が、接続可能装置リストを指定していない
CIP を渡すことによって CIT を構築しようとしました。

091 指示された総称名 (互換総称名のリストに指定されているも
の) が、GIT のリスト内で見付かりませんでした。最初に指
示された総称名は、互換総称名のリストから削除されます。
この UIM にエラー・フラグが付けられます。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'0A5' に入ります。システム
は、以下のように、待ち状態理由コードと一緒にハードウェア構成定義
(HCD) メッセージを出します。

コード 一緒に出されるメッセージ

070 CBDA070I -- UIM 名および総称名を表示します。

071 CBDA071I -- UIM 名および総称名を表示します。

072 CBDA072I -- UIM 名および総称名を表示します。

073 CBDA073I -- UIM 名および制御装置タイプ / モデルを表示
します。

074 CBDA074I -- UIM 名、装置番号、および理由コードを表示
します。

075 CBDA075I -- UIM 名と、DFP または UIP (該当する場合)

を表示します。

076 CBDA076I -- UIM 名を表示します。

077 CBDA077I -- UIM 名を表示します。

078 CBDA078I -- UIM 名および UCB セグメント・タイプを表
示します。

079 CBDA079I -- UIM 名および UCB セグメント・タイプを表
示します。

080 CBDA080I -- UIM 名を表示します。

081 CBDA081I -- UIM 名および装置タイプ / モデルを表示しま
す。

082 CBDA082I -- UIM 名を表示します。

083 CBDA083I -- UIM 名、装置番号、および理由コードを表示
します。

084 CBDA084I -- UIM 名、装置番号、および UCB タイプ 3 を
表示します。

085 CBDA085I -- DASD タイプを表示します。

086 CBDA086I -- UIM 名を表示します。

087 CBDA087I

088 CBDA088I -- UIM 名および制御装置タイプ / モデルを表示
します。
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091 CBDA091I -- 総称名を表示します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。シ
ステム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダンプ
を入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。以下の検索引き数を使用してください。
v WS/D0A5: 待ち状態コード
v PRCS/hhhhhhhh: 理由コード
v PIDS/UIM 名: プログラム名
v VALU/Ccccccccc: メッセージ可変テキスト

修正が存在しない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオ
ペレーターに指示してください。IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、スタンドアロン・ダンプ、UIM 名 (入手可能な場
合 ) 、および一緒に出されたメッセージを提示してください。

発行元: ハードウェア構成定義 (HCD)

0A7

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の実行中に、適格装置テーブル
(EDT) の構築に使用できる拡張システム・キュー域 (ESQA) または拡張
共通ストレージ域 (ECSA) のストレージが不足しています。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 適切なメンバー IEASYSxx (複数の場
合もある) 内の SQA および CSA パラメーターで ESQA および ECSA

のストレージ・サイズの指定を増やし、再 IPL してください。

発行元: EDT リソース初期設定モジュール (RIM) IEAVNP88 構築の割
り振り

0B0

説明: システムが、parmlib メンバー LOADxx に指定されている入出
力構成定義ファイル (IODF) を認識できませんでした。

注: parmlib メンバー LOADxx 内で IODF 接尾部として等号 (’==’) を
指定した場合は、MVS は、ハードウェア・システム域 (HSA) 内の
ハードウェア・トークンから得られた IODF 接尾部を使用します。
parmlib メンバー LOADxx 内で IODF 高位修飾子として等号
(’========’) を指定した場合は、MVS は、HSA 内のハードウェ
ア・トークンから得られた高位修飾子を使用します。文字 ’IODF’

が見付からないか、または IODF 接尾部が X'00' ～ X'FF' の範囲内
にない場合は、MVS は、待ち状態 X'0B1' 、理由コード X'00B' を
ロードします。MVS は、LOADxx に明示的に指定されている IODF

名を使用できるかどうかを判別する際に、同じ規則を使用します。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 43 に、以下の
理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明

001 IODF の入出力監視プログラム (IOS) セクションは、システ
ム・コードとの互換性がありません。

002 IODF の割り振りセクションは、システム・コードとの互換
性がありません。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'0B0' に入りま
す。

システム・プログラマーの応答: parmlib メンバー LOADxx に、正し

い IODF データ・セット名を入れてください。システムを再 IPL する
ようにオペレーターに指示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

0B1

説明: parmlib メンバー LOADxx、入出力定義ファイル (IODF) デー
タ・セット、または装置に問題があるため、システム初期設定を継続で
きません。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 43 に、以下の
理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明

00A IODF が IPL には無効です。IODF は VSAM データ・セッ
トでなければなりません。

001 必須のデータ・セットが見付かりませんでした。

002 IODF が複数のエクステントを占有しています。

003 必須の装置が定義されていません。

004 必須の装置に対する MSCH 命令が失敗しました。

005 IODF が IPL には無効です。

006 メンバー LOADxx 内に指定されている構成 ID に一致する
オペレーティング・システム構成定義が、IODF に入ってい
ませんでした。

007 IODF が IPL には無効です。LOADxx では構成 ID がブラ
ンクですが、複数のオペレーティング・システム構成定義が
ありました。構成 ID がブランクの場合、IPL では、単一定
義のオペレーティング・システム構成定義をデフォルトとし
て使用します。

008 IODF 接尾部が無効です。

009 IODF データ・セット名の高位修飾子が無効です。

00A IODF が IPL には無効です。IODF は VSAM データ・セッ
トでなければなりません。

00B メンバー LOADxx 内で IODF 接尾部として等号 (’==’) が
指定されているか、または IODF 高位修飾子として等号
(’========’) が指定されていましたが、構成ハードウェア・
トークンをハードウェア・システム域 (HSA) から取得でき
なかったか、ハードウェア・トークンで検出された IODF 接
尾部には有効な 16 進数が含まれていなかったか、または文
字 ’IODF’ がトークン内で検出されませんでした。

注: parmlib メンバー LOADxx 内で IODF 高位修飾子として等号
(’========’) を指定した場合は、MVS は、HSA 内のハードウェ
ア・トークンから得られた高位修飾子を使用します。文字 ’IODF’

が見付からないか、または IODF 接尾部が X'00' ～ X'FF' の範囲内
にない場合は、MVS は、待ち状態 X'0B1' 、理由コード X'00B' を
ロードします。MVS は、LOADxx に明示的に指定されている IODF

名を使用できるかどうかを判別する際に、同じ規則を使用します。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'0B1' に入りま
す。システムは、以下のように、待ち状態理由コードと一緒にメッセー
ジを出します。

コード 一緒に出されるメッセージ

00A IEA517W

001 IEA513W
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002 IEA514W

003 IEA515W -- 装置番号を表示します。

004 IEA516W -- 装置番号を表示します。

005 IEA517W

006 IEA518W

007 なし。

008 なし。

009 なし。

00A IEA517W

00B IEA511W

一緒に出されたメッセージを表示するには、次のようにしてください。

v ハードウェア ALTER/DISPLAY 機能を使用して、中央記憶装置の保
管場所 X'14' にあるアドレスを表示してください。このアドレスは
IPL 診断域を指しています。IPL 診断域を見付けるためには、1 次実
記憶装置を表示する必要があります。

v IPL 診断域のアドレスに X'28' を加算して、この結果得られる中央記
憶装置の保管場所を表示してください。この保管場所に、IPL ベクト
ル・テーブル (IVT) の 31 ビットの仮想アドレスが入っています。こ
れ以降は、すべてのアドレスは 31 ビットの仮想アドレスです。IPL

診断域を見付けるためには、1 次実記憶装置を表示する必要がありま
す。

v IVT アドレスに X'E0' を加算してください。この結果が、IVTMQHP

フィールドのアドレスです。IVTMQHP に、メッセージ・キュー・ヘ
ッダー (MQH) のアドレスが入っています。IPL 診断域を見付けるた
めには、1 次実記憶装置を表示する必要があります。

v MQH+X'0' に、使用可能な最も古いメッセージ・キュー・エレメント
(MQE) のアドレスが入っています。最も古い MQE のメッセージ・
テキストは、MQE+X'8' から始まっています。

v 最も古い MQE の MQE+X'0' を使用して、2 番目に古いメッセージ
の MQE を見付けてください。ここでも、この MQE のメッセージ・
テキストは MQE+X'8' から始まっています。

v このシーケンス (現行 MQE の MQE+X'0' を使用して、次の MQE

を見付ける) を、該当メッセージ IEA51xW のメッセージ・テキスト
が表示されるまで繰り返してください。

オペレーターの応答: 装置番号の長さは 4 桁です。再 IPL して、ジョ
ブを再実行してください。LOAD パラメーターを、SYS1.PARMLIB が
入っている装置の装置番号にセットしてください。装置番号の長さは 4

桁です。再 IPL 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・プログラマーの応答: 理由コードに応じて、以下の処置のい
ずれかをとってください。

コード 処置

00A メンバー LOADxx を変更して、別の IODF を指定してくだ
さい。必ず VSAM データ・セット (順次データ・セットま
たは区分データ・セットではなく) の名前を指定してくださ
い。

001 LOAD パラメーターに、正しい装置番号が指定されているか
調べてください。IODF が SYSn.IPLPARM または
SYS1.PARMLIB と同じボリュームに常駐しているか調べて
ください。parmlib メンバー LOADxx に、正しい IODF デ
ータ・セット名を入れてください。

002 IODF データ・セットが単一エクステント・データ・セット
として割り振られているか確認してください。

003 ロード装置に正しいサブチャネル ID がありません。IODF

が常駐している装置が定義されているか調べてください。
LOAD パラメーターに、正しい装置番号が指定されているか
調べてください。ハードウェア構成が IODF 内の定義と一致
しているか調べてください。

004 以下のデータ・セットのどれか (LOAD パラメーターで指定
した装置上にあるもの) を他の装置に移してください。

v IODF

v SYS1.PARMLIB

v SYSn.IPLPARM

005 メンバー LOADxx を変更して、別の IODF を指定してくだ
さい。必ず実動 IODF の名前を指定してください。

006 メンバー LOADxx を変更して、別の IODF または正しいオ
ペレーティング・システム構成 ID を指定してください。

007 正しいオペレーティング・システム構成 ID を指定してくだ
さい。

008 接尾部を、X'00' ～ X'FF' の範囲内にあるように訂正してく
ださい。

009 高位修飾子を桁 13 から開始してください。

00A メンバー LOADxx を変更して、別の IODF を指定してくだ
さい。必ず VSAM データ・セット (順次データ・セットま
たは区分データ・セットではなく) の名前を指定してくださ
い。

00B メンバー LOADxx を変更して、別の IODF を指定してくだ
さい。必ず、実動 IODF の名前を指定するか、またはプラス
記号 (’++’)、マイナス記号 (’--’)、ブランク (’ ’)、またはア
スタリスク (’**’) を指定して、システムが有効な IODF を
見付けるようにしてください。高位修飾子として等号
(’========’) を指定した場合は、実動 IODF の高位修飾子
を指定してください。

どの場合も、システムを再 IPL するようにオペレーターに指示してくだ
さい。

問題判別: 問題が繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付けてください。以下の検索引き数を使用して
ください。

v WS/D0B1: 待ち状態コード

v PRCS/rrrrrrrr: 理由コード

v MS/IEAnnnW: メッセージ ID

修正が存在しない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオ
ペレーターに指示してください。IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、スタンドアロン・ダンプ、一緒に出されたメッセ
ージ、および理由コードを提示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

0B2

説明: 入出力定義ファイル (IODF) に装置が定義されていません。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'0B2' に入りま
す。システムはメッセージ IEA523W を出すことがあります。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IEA523W に関する説明を
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参照してください。IODF に、MVS に対して定義されている装置が入っ
ているか確認してください。それらの装置をサポートするために必要な
UIM が SYS1.NUCLEUS 内にあるか確認してください。問題が繰り返
し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見
付けてください。修正が存在しない場合は、スタンドアロン・ダンプを
入手するようにオペレーターに指示してください。IBM サポート・セン
ターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダンプおよび
一緒に出されたメッセージを提示してください。

発行元: ハードウェア構成定義 (HCD)

0B3

説明: 初期プログラム・ロード (IPL) が、LOAD パラメーター内で誤
った情報を検出しました。LOAD パラメーターの最初の 4 文字には、
SYS1.PARMLIB データ・セットが入っている直接アクセス記憶装置
(DASD) ボリュームの装置番号が入っていなければなりません。LOAD

パラメーターに指定されている値が、有効な装置番号ではありません。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システムを IPL するために使用したハードウェ
ア・フレーム上の LOAD パラメーターを検査してください。最初の 4

文字は、IODF が常駐する装置の装置番号を表す 16 進数字 (0 ～ 9、A

～ F) とみなされます。3 桁の装置番号の場合は、先行ゼロを追加し
て、4 文字すべてが有効な 16 進数字になるようにしてください。

値が誤っている場合は、正しい値を入力し、システムを再 IPL してくだ
さい。値が正しい場合は、LOAD パラメーターの内容を書き留めて、シ
ステム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: LOAD パラメーターで正しい 4 桁の
16 進数の装置番号を指定しているのに問題が繰り返し発生する場合は、
問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付けてください。修
正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 初期プログラム・ロード (IPL)

0B4

説明: 装置情報モジュール (UIM) で、未定義の装置番号を指定してい
ます。

システムの処置: システムは、誤りのある UIM を識別するメッセージ
IEA525W を出します。システムは、再始動不能待ち状態 X'0B4' に入り
ます。

システム・プログラマーの応答: メッセージ IEA525W を調べて、障害
のある UIM の名前を見付けてください。障害のある UIM が、インス
トール先で用意した UIM か、IBM 提供の UIM か調べてください。
IBM 提供の UIM である場合は、問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。以下の検索引き数を使用してください。
v WS/D0B4: 待ち状態コード
v MS/IEA525W: メッセージ ID

v VAlu/Cuim_name: メッセージ変数テキスト

修正が存在しない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手するようにオ
ペレーターに指示してください。IBM サポート・センターに連絡してく
ださい。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

0E0

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、システムが、オン
ライン・プロセッサーに、制御レジスター 14 を更新するためのシグナ
ルを送信できませんでした。

システムの処置: システムは、ジョブに関するメッセージを、以下のい
ずれかに送信します。

v 主コンソール

v リモート・コンソール (リモート・コンソールがあるシステムの場合)

v ハード・コピー・ログ (複数コンソール・サポート (MCS) があるシ
ステムの場合)

システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: これはハードウェア・エラーと考えられます。シ
ステムの再 IPL を試行してください。

問題が繰り返し発生する場合は、単一プロセッサー・モードに切り替え
て、システムを再 IPL してください。その後で、他のプロセッサーをオ
ンラインに変更してみてください。必要があれば、ハードウェア・サポ
ートに連絡してください。

発行元: 監視プログラム制御

0E1

説明: プロセッサーを停止させるために、SIGP STOP コマンドが入力
されました。プロセッサーが作動可能でなかったため、この要求が失敗
しました。

システムの処置: システムはコマンド処理を終了させ、待ち状態
X'0E1' をロードします。

オペレーターの応答: コマンドを再入力してください。問題が繰り返し
発生する場合は、ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

0E3

説明: 共通サービス域 (CSA) を初期設定するために使用できる仮想記
憶域が不足しています。

システムの処置: システムはメッセージ IEA140W を出すことがありま
す。システムは、待ち状態 X'0E3' に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 中核、システム・キュー域 (SQA)、ま
たはリンク・パック域 (LPA) に割り振られている仮想記憶域を変更して
ください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

0E8

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、マシン・チェッ
ク・ハンドラー (MCH) リソース初期設定モジュール (RIM) が失敗しま
した。待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 40 ～ 51 に、
理由コードが入っています。

コード 説明

1rr MCH 制御ブロックを割り振る要求が、ゼロ以外のリター
ン・コード rr を返しました。
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2rr 制御レジスターを初期設定する要求が、ゼロ以外のリター
ン・コード rr を返しました。

3rr 仮想記憶域に対する要求が、ゼロ以外のリターン・コード rr

を返しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'0E8' に入りま
す。

オペレーターの応答: 待ち状態 PSW を書き留めてください。システ
ム・プログラマーに連絡してください。システムを再 IPL してくださ
い。

システム・プログラマーから求められた場合は、スタンドアロン・ダン
プを入手してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

101

説明: 監視プログラム状態で実行されているプログラムが、システム・
キュー域 (SQA) から、使用可能なストレージを上回るストレージを取
得しようとしました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA946W を出すことがありま
す。システムは、待ち状態 X'101' に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL してください。このコードが
頻繁に発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: SQA 用に使用できるスペースを増や
すか、または次回のシステム初期設定時にメッセージ IEA101A への応
答として、SQA にさらに大きなスペースを指定してください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

102

説明: 監視プログラム状態で実行されているプログラムのための
GETMAIN マクロの処理中に、エラーが発生しました。システム・キュ
ー域 (SQA) のために、使用可能な中央記憶装置のページを上回るペー
ジが要求されました。

システムの処置: システムはメッセージ IEA946W を出すことがありま
す。システムは、待ち状態 X'102' に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL してください。このコードが
頻繁に発生する場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: システムの中央記憶装置の固定所要量
を増やしてください。

発行元: 仮想記憶管理 (VSM)

104

説明: システムが、ABEND マクロのための Supervisor Call (SVC) 命
令を処理しているときに、プログラム・チェックが繰り返し発生しまし
た。

システムの処置: システムは Logrec データ・セット・エラー・レコー
ドを書き込みます。システムはメッセージ IEA740W を出すことがあり
ます。システムは、X'104' 待ち状態 PSW をロードします。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、

スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、スタンドアロ
ン・ダンプを入手するようにオペレーターに指示してください。IBM サ
ポート・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・
ダンプおよび Logrec データ・セット・エラー・レコードを提示してく
ださい。

発行元: 監視プログラム制御

110

説明: システムが、直接アクセス記憶装置 (DASD) 以外の装置でホッ
ト入出力条件を検出しました。

システムの処置: システムは、装置状況を保留のままにして、メッセー
ジ IOS110D を出します。オペレーターが入力したリカバリー・コード
に応じて、システムは以下の処置をとります。

応答 システム処置

01 システムは装置状況をクリアします。装置はオン
ラインのままです。システムは、チャネル・パス
をリカバリーさせようとしません。処理は継続さ
れます。

02 または 03 システムは、以下のように装置を隔離状態にしま
す。

v 装置での入出力は終了します。

v 新規の入出力要求はすべて、永続入出力エラー
となります。

v システムは、装置に対する新しい割り振りを実
行しません。

v 装置がオンラインであった場合は、システムは
装置をオフライン保留中としてマークします。
オフライン保留中の装置は、以下の条件がこの
順序で発生したときにオフラインになります。

1. 装置が、もはやどのジョブにも割り振られ
ていない。

2. 割り振り処理で、システム内のいずれかの
装置を割り振っている。

v 装置がオフラインであった場合は、装置はオフ
ラインのままです。

04 システムは、チャネル・パスをリカバリーさせよ
うとします。チャネル・パスが正常にリカバリー
すると、システムは以下の処置をとります。
v メッセージ IOS203I を出す。
v チャネル・パスをオンラインのままにする。
v ホット装置の保留状況をクリアする。

チャネル・パスが正常にリカバリーしなかった場
合は、システムはメッセージ IOS202I を出し、
チャネル・パスを強制的にオフラインにします。

05 システムは、チャネル・パスを強制的にオフライ
ンにします。システムはメッセージ IOS202I を
出します。

06 システムは、制御装置をリカバリーさせようとし
ます。制御装置が正常にリカバリーすると、シス
テムは以下の処置をとります。

第3章 待ち状態コード 309



v メッセージ IOS208I を出す。

v 同一の制御装置上にあるすべての装置につい
て、装置パスをオンラインのままにする。

v クリアされた装置の保留状況をクリアする。

制御装置が正常にリカバリーしなかった場合は、
システムはメッセージ IOS207I を出します。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. ホット装置の装置番号を見付けるために、’SETLP lpname’ を入力し
てください。lpname は、割り込み禁止待ち状態に入ったシステムの
名前です。

2. ALTER/DISPLAY フレームを表示するために、システム・コンソー
ルで F ALTCP コマンドを入力してください。

3. システムが ALTCP フレームを表示したら、ホット入出力を検出し
たプロセッサーの番号を入力してください。

4. A2 B2 と入力して、中央記憶装置を表示してください。

5. 以下のプロンプトに、状況収集データ (SCD) 域のアドレスである
40C を入力してください。

Address(hex) = >

6. 保管場所 X'40C' にあるデータの最初の 4 バイトを書き留めてくだ
さい。

7. 以下のプロンプトに、保管場所 X'40C' にあるデータを入力してく
ださい。

Address(hex) = >

システムは、SCD 域の内容を以下のように表示します。

オフセット 0 SCD の制御ブロック ID。

オフセット 4 装置番号。

オフセット 6 チャネル・パス ID。

8. ハードウェア・サポートに連絡してください。

9. 接頭部保管域 (PSA) 内の保管場所 X'30E' を表示するために、以下
のプロンプトに 30E と入力してください。

Address(hex) = >

10. システム・コンソールで ALT-STOP を押して、すべてのプロセッ
サーを停止させてください。

11. コマンド行に A1 B3 と入力してください。

12. カーソルを保管場所 X'30E' に移動してください。以下のリカバリ
ー・コードのいずれかを入力してください。

コード 説明

01 チャネル・パスをリカバリーさせようとしません。

02 装置を隔離状態にします。

03 オペレーターが制御装置上にある各装置の装置番号を
IOS110D 用のオペレーター応答域に保管できるようにし
ます。

04 チャネル・パスをリカバリーさせようとします。

05 チャネル・パスを強制的にオフラインにします。

06 制御装置をリカバリーさせようとします。

13. すべてのプロセッサーを始動してください。

14. RESTART CPn を入力して、待ちになっているプロセッサーを再始
動してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

111

説明: システムが、直接アクセス記憶装置 (DASD) でホット入出力条
件を検出しました。

システムの処置: システムは、装置状況を保留のままにして、メッセー
ジ IOS111D を出します。オペレーターが入力したリカバリー・コード
に応じて、システムは以下の処置をとります。

コード 応答

01 システムは装置状況をクリアします。装置はオンラインのま
まです。システムは、チャネル・パスをリカバリーさせよう
としません。処理は継続されます。

02 または 03

システムは、以下のように装置を隔離状態にします。

v 装置での入出力は終了します。

v 新規の入出力要求はすべて、永続入出力エラーとなりま
す。

v システムは、装置に対する新しい割り振りを実行しませ
ん。

v 装置がオンラインであった場合は、システムは装置をオフ
ライン保留中としてマークします。オフライン保留中の装
置は、以下の条件がこの順序で発生したときにオフライン
になります。

1. 装置が、もはやどのジョブにも割り振られていない。

2. 割り振り処理で、システム内のいずれかの装置を割り
振っている。

v 装置がオフラインであった場合は、装置はオフラインのま
まです。

04 システムは、チャネル・パスをリカバリーさせようとしま
す。チャネル・パスが正常にリカバリーすると、システムは
以下の処置をとります。
v メッセージ IOS203I を出す。
v チャネル・パスをオンラインのままにする。
v ホット装置の保留状況をクリアする。

チャネル・パスが正常にリカバリーしなかった場合は、シス
テムはメッセージ IOS202I を出し、チャネル・パスを強制
的にオフラインにします。

05 システムは、チャネル・パスを強制的にオフラインにしま
す。システムはメッセージ IOS202I を出します。

06 システムは、制御装置をリカバリーさせようとします。制御
装置が正常にリカバリーすると、システムは以下の処置をと
ります。

v メッセージ IOS208I を出す。

v 同一の制御装置上にあるすべての装置について、装置パス
をオンラインのままにする。

v クリアされた装置の保留状況をクリアする。

制御装置が正常にリカバリーしなかった場合は、システムは
メッセージ IOS207I を出します。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. ホット装置の装置番号を見付けるために、’SETLP lpname’ を入力し
てください。lpname は、割り込み禁止待ち状態に入ったシステムの
名前です。

2. ALTER/DISPLAY フレームを表示するために、システム・コンソー
ルで F ALTCP コマンドを入力してください。
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3. システムが ALTCP フレームを表示したら、ホット入出力を検出し
たプロセッサーの番号を入力してください。

4. A2 B2 と入力して、中央記憶装置を表示してください。

5. 以下のプロンプトに、状況収集データ (SCD) 域のアドレスである
40C を入力してください。

Address(hex) = >

6. 保管場所 X'40C' にあるデータの最初の 4 バイトを書き留めてくだ
さい。

7. 以下のプロンプトに、保管場所 X'40C' にあるデータを入力してく
ださい。

Address(hex) = >

システムは、SCD 域の内容を以下のように表示します。

オフセット 0 SCD の制御ブロック ID。

オフセット 4 装置番号。

オフセット 6 チャネル・パス ID。

8. ハードウェア・サポートに連絡してください。

9. 接頭部保管域 (PSA) 内の保管場所 X'30E' を表示するために、以下
のプロンプトに 30E と入力してください。

Address(hex) = >

10. システム・コンソールで ALT-STOP を押して、すべてのプロセッ
サーを停止させてください。

11. コマンド行に A1 B3 と入力してください。

12. カーソルを保管場所 X'30E' に移動してください。以下のリカバリ
ー・コードのいずれかを入力してください。

コード 説明

01 チャネル・パスをリカバリーさせようとしません。

02 装置を隔離状態にします。

03 オペレーターが制御装置上にある各装置の装置番号をオ
ペレーター応答域に保管できるようにします。

04 チャネル・パスをリカバリーさせようとします。

05 チャネル・パスを強制的にオフラインにします。

06 制御装置をリカバリーさせようとします。

13. すべてのプロセッサーを始動してください。

14. RESTART CPn を入力して、待ちになっているプロセッサーを再始
動してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

112

説明: システムが、予約済み直接アクセス記憶装置 (DASD) でホット
入出力条件を検出しました。

システムの処置: システムは、装置状況を保留のままにして、メッセー
ジ IOS112D を出します。オペレーターが入力したリカバリー・コード
に応じて、システムは以下の処置をとります。

コード 応答

01 システムは装置状況をクリアします。装置はオンラインのま
まです。システムは、チャネル・パスをリカバリーさせよう
としません。処理は継続されます。

02 または 03

システムは以下のように装置を隔離状態にします。

v 装置での入出力は終了します。

v 新規の入出力要求はすべて、永続入出力エラーとなりま
す。

v システムは、装置に対する新しい割り振りを実行しませ
ん。

v 装置がオンラインであった場合は、システムは装置をオフ
ライン保留中としてマークします。オフライン保留中の装
置は、以下の条件がこの順序で発生したときにオフライン
になります。

1. 装置が、もはやどのジョブにも割り振られていない。

2. 割り振り処理で、システム内のいずれかの装置を割り
振っている。

v 装置がオフラインであった場合は、装置はオフラインのま
まです。

04 システムは、チャネル・パスをリカバリーさせようとしま
す。チャネル・パスが正常にリカバリーすると、システムは
以下の処置をとります。

v メッセージ IOS203I を出す。

v チャネル・パスをオンラインのままにする。

v ホット装置の保留状況をクリアする。

チャネル・パスが正常にリカバリーしなかった場合は、シス
テムはメッセージ IOS202I を出し、チャネル・パスを強制
的にオフラインにします。

05 システムは、チャネル・パスを強制的にオフラインにしま
す。システムはメッセージ IOS202I を出します。

06 システムは、制御装置をリカバリーさせようとします。制御
装置が正常にリカバリーすると、システムは以下の処置をと
ります。

v メッセージ IOS208I を出す。

v 同一の制御装置上にあるすべての装置について、装置パス
をオンラインのままにする。

v クリアされた装置の保留状況をクリアする。

制御装置が正常にリカバリーしなかった場合は、システムは
メッセージ IOS207I を出します。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. ホット装置の装置番号を見付けるために、’SETLP lpname’ を入力し
てください。lpname は、割り込み禁止待ち状態に入ったシステムの
名前です。

2. ALTER/DISPLAY フレームを表示するために、システム・コンソー
ルで F ALTCP コマンドを入力してください。

3. システムが ALTCP フレームを表示したら、ホット入出力を検出し
たプロセッサーの番号を入力してください。

4. A2 B2 と入力して、中央記憶装置を表示してください。

5. 以下のプロンプトに、状況収集データ (SCD) 域のアドレスである
40C を入力してください。

Address(hex) = >

6. 保管場所 X'40C' にあるデータの最初の 4 バイトを記録してくださ
い。

7. 以下のプロンプトに、保管場所 X'40C' にあるデータを入力してく
ださい。

Address(hex) = >

システムは、SCD 域の内容を以下のように表示します。

第3章 待ち状態コード 311



オフセット 0

SCD の制御ブロック ID。

オフセット 4

装置番号。

オフセット 6

チャネル・パス ID。

8. ハードウェア・サポートに連絡してください。

9. 接頭部保管域 (PSA) 内の保管場所 X'30E' を表示するために、以下
のプロンプトに 30E と入力してください。

Address(hex) = >

10. システム・コンソールで ALT-STOP を押して、すべてのプロセッ
サーを停止させてください。

11. コマンド行に A1 B3 と入力してください。

12. カーソルを保管場所 X'30E' に移動してください。以下のリカバリ
ー・コードのいずれかを入力してください。

コード 説明

01 チャネル・パスをリカバリーさせようとしません。

02 装置を隔離状態にします。

03 オペレーターが制御装置上にある各装置の装置番号をオ
ペレーター応答域に保管できるようにします。

04 チャネル・パスをリカバリーさせようとします。

05 チャネル・パスを強制的にオフラインにします。

06 制御装置をリカバリーさせようとします。

13. すべてのプロセッサーを始動してください。

14. RESTART CPn を入力して、待ちになっているプロセッサーを再始
動してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

113

説明: システムが、チャネル・パスをリカバリーさせようとしていたと
きに発生したエラーからリカバリーできませんでした。

システムは、予約済み装置を解放した可能性があります。また、データ
が失われたり、重ね書きされている可能性があります。

システムの処置: システムはメッセージ IOS113W を出すことがありま
す。システムは、待ち状態 X'113' に入ります。

システムはメッセージ IOS113W を出します。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

v データ・セットを検査してください。

v チャネル・パスのリカバリーにおけるエラーを診断するためのインス
トール・プロシージャー， 手順 [一般] を参照してください。インス
トール手順がない場合は、スタンドアロン・ダンプを入手し、システ
ムを再 IPL してください。

v システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

114

説明: 以前に発生したエラーのため、オペレーターが、装置を共用して
いるプロセッサーを停止させました。システムはこのエラーからリカバ
リーしました。

待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 36 ～ 47 に、以下の
理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明

01 予約は影響を受けていません。システムは、予約済み装置を
正常にリカバリーさせました。

02 予約は失われました。システムは、システムで予約されてい
た 1 つまたは複数の装置を強制的にオフラインにしまし
た。

システムの処置: システムは、メッセージ IOS201E を出せなかったた
め、待ち状態 X'114' に入ります。システムは、オペレーターがシステ
ムを再始動するのを待ちます。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. 修理のために、障害のあるチャネル・パスを分離してください。

2. 障害のあるタスクを識別し、リカバリーさせてください。

3. 予約が影響を受けていないことが理由コードで示された場合は、次の
ようにしてください。

a. 装置が停止した場合は、装置を共用している他のすべてのシステ
ムで、その装置に対して IOACTION RESUME コマンドを入力し
てください。あるいは、停止したシステムを再始動するか、また
は装置をオンラインに戻してください。装置を共用している各シ
ステムまたは論理区画のシステム・コンソールで START キーを
押して、停止したプロセッサーを開始してください。

b. 停止したプロセッサーを検出したシステムで、システム再始動を
実行してください。

4. 予約が失われたことが理由コードで示された場合は、次のようにして
ください。

a. 装置が停止した場合は、装置を共用している他のすべてのシステ
ムで、その装置に対して IOACTION RESUME コマンドを入力し
てください。あるいは、停止したシステムを再始動するか、また
は装置をオンラインに戻してください。装置を共用している各シ
ステムまたは論理区画のシステム・コンソールで START キーを
押して、停止したプロセッサーを開始してください。

b. 停止したプロセッサーを検出したシステムで、システム再始動を
実行してください。

c. システム・プログラマーに連絡してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

115

説明: ページ・データ・セットが入っている直接アクセス記憶装置
(DASD) が、入出力操作用に使用できません。

中央記憶装置の保管場所 X'40C' は、以下のものが入っている区域を指
しています。

バイト 内容

0 ～ 3 後に続く区域のバイト数。

4 ～ 7 待ち状態コード。

8 ～ 15 待ち状態コード X'015' を出したモジュールの名前。

16 ～ 23 タイム・スタンプ。
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24 理由コード。理由コードは以下のいずれかです。

コード 説明

10 システムが指定された装置のボリューム通し番号
を読み取っているときに、永続入出力エラーが発
生しました。

20 装置が作動可能になっていません。

40 指定した装置は介入が必要です。

80 取り付けられているパックには、装置の正しいボ
リューム通し番号が入っていません。

25 ゼロ。

26 ～ 27 装置アドレス。

28 ～ 29 センス・データの最初の 2 バイト。

30 ～ 31 ゼロ。

32 ～ 35 完全なセンス・データのアドレス。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'115' に入ります。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. 指定した装置に正しいパックが取り付けられているか確認してくださ
い。その後、装置を作動可能にしてください。

2. 待ちになっているプロセッサーを再始動してください。

3. 装置が作動可能になっていないことが理由コードで示された場合は、
チャネルと制御装置が電源オンになっているか、そしてそれらが正し
く接続されているかを確認してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

116

説明: 再始動処理中に、システムが、ページング装置に対する欠落して
いる割り込みを検出しました。

保管場所 X'40C' に、ページング装置の番号が入っています。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'116' に入ります。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. ページング装置にハードウェア障害がないか調べてください。

2. 制御装置および切替装置が正しく接続されているか調べてください。

3. 待ちになっているプロセッサーを再始動してください。

4. 装置を取り付けたばかりならば、VARY DEVICE ONLINE コマンド
を入力して、シミュレートされた装置終了を生成してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

11A

説明: SVC 26 ルーチンが、ユーザー提供の CAMLST 作業域に保管し
ようとしたときに、記憶保護例外を受け取りました。この作業域のスト
レージ保護キーが、ユーザーの記憶保護キーと一致していませんでし
た。

プログラマーの応答: LOCATE パラメーター・リスト内の LOCATE

作業域へのポインターを訂正してから、ジョブ・ステップを再実行して
ください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、詳しい情報を得るためにジョブ・ログ内のメ
ッセージを調べてください。問題報告データベースを検索して、問題の
修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セ

ンターに連絡してください。その際には、ジョブの JCL およびプログ
ラム・リストを提示してください。

発行元: DFSMSdfp

201

説明: システムがコンソール通信タスク (COMMTASK) アドレス・ス
ペースを作成しようとしたときに、障害が発生しました。このコードと
一緒に、メッセージ IEA366A が出されます。

待ち状態 PSW のビット 36 ～ 47 に、以下の 16 進数理由コードのい
ずれかが入っています。

コード 説明

001 または 002 システムがコンソール通信タスクのアドレス・ス
ペースを作成しているときに、障害が発生しまし
た。

Fccc 異常終了が発生しました。完了コードは ccc で
す。

オペレーターの応答: 待ち状態 PSW の内容を書き留めてください。シ
ステム・プログラマーに連絡してください。システムを再 IPL してくだ
さい。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが Fccc の場合は、異常終
了 ccc に対するシステム・プログラマー応答を参照してください。

理由コードが 8xxx の場合は、問題報告データベースを検索して、問題
の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・
センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

202

説明: システム初期設定中に、システムが、コンソール通信に使用され
るアドレス・スペースを初期設定していました。このアドレス・スペー
スの初期設定が失敗しました。

接頭部保管域 (PSA) 内の PSAWTCOD フィールドに、エラーを説明す
る 16 進数の理由コードが入っています。

コード 説明

00008001 コンソール通信が、リカバリー環境を確立できま
せんでした。

00008002 システムがモジュールをロードしようとしたとき
に、エラーが発生しました。

00008003 POST マクロの処理中に、エラーが発生しまし
た。

00008004 POST マクロの処理中に、エラーが発生しまし
た。

00008005 システムがコマンド・アドレス・スペース内のテ
ーブルを更新したときに、エラーが発生しまし
た。

0000Fccc 異常終了が発生しました。完了コードは ccc で
す。

システムの処置: システムは、再始動可能待ち状態 X'202' に入りま
す。システムはメッセージ IEA367A を出すことがあります。

オペレーターの応答: 次のようにして、理由コードを見付けてくださ
い。
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1. システム・コンソールで次のように入力して、ALTER/DISPLAY フ
レームを呼び出してください。

'F ALTCP'

2. ALTCP フレームが表示されたら、ロードまたは割り込み禁止待ち状
態にない中央処理装置 (CP) の番号を指定してください。

3. 次のものを入力してください。

'A2 B3' (1 次仮想記憶域を表示します)

4. 次のものを入力してください。

'40C' at 'Address(hex) = >'

5. このフレームを印刷するか、または保管場所 X'40C' の内容を書き留
めてください。この理由コードをシステム・プログラマーに報告して
ください。

再始動機能を呼び出して、システムを再始動してください。

システム・プログラマーの応答: 以下の処置をとります。

1. メッセージ IEA367A (出された場合) の説明を参照してください。

2. 理由コードに応じて、診断を継続してください。

v 理由コードが X'0000F'ccc の場合は、異常終了コードの説明を参照
してください。

v 理由コードが X'00008'xxx の場合は、問題報告データベースを検索
して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合
は、IBM サポート・センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

204

説明: システム初期設定中に、parmlib メンバー LOADxx 内に指定さ
れている適格装置テーブル (EDT) ID が入出力定義ファイル内に存在し
ないことを、システムが検出しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'204' に入りま
す。

システム・プログラマーの応答: LOADxx に指定した EDT ID が入出
力定義ファイル内にあるか調べてください。システムを再 IPL してくだ
さい。

発行元: 割り振り

205

説明: 中核初期設定プログラム (NIP) の処理中に、システムが、
(parmlib メンバー PROGxx または LNKLSTxx によって定義された) リ
ンク・リスト内のデータ・セットに入っていないモジュールをロードし
ようとしました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'205' に入りま
す。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 割り振り

206

説明: システム初期設定中に、シスプレックス・テスト日付ソース区画
が OPERATOR PROMPT を指定しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: シスプレックス日付ソース LPAR 用
の parmlib メンバー CLOCKxx を変更して、OPERATOR NOPROMPT

を指定してください。

発行元: タイマー監視

5C7

説明: プロセッサーまたはシステムの終了時に、エラーが発生しまし
た。待ち状態 PSW のビット 36 ～ 51 に、エラーを説明する理由コー
ドが入っています。

コード 説明

0101 3 つのプロセッサーがそれぞれ、待ち状態をロードしようと
試みました。3 番目の要求をサポートするのに使用できるス
トレージが不足しています。

0201 2 つの待ち状態要求が同時進行中でした。

8907 ACR 処理中に、エラーが発生しました。

9904 システムが、メッセージの表示およびシステム待ち状態のロ
ードを行うために WTO (オペレーターへの書き込み) を処
理しているときに、エラーが発生しました。

9905 プロセッサー停止ルーチンで、エラーが発生しました。

9906 システムが、ターゲット・プロセッサーで代替 CPU リカバ
リー (ACR) を開始できませんでした。

システムの処置: 理由コードが X'0101' の場合は、システムは 3 番目
の要求を拒否し、一時的割り込み禁止待ち状態 X'5C7' を 1 つのプロセ
ッサーにロードします。その後、システム (すべてのプロセッサー)

は、最初に正常にロードされた待ち状態に入ります。

理由コードが X'0201' の場合は、システムは要求の 1 つを拒否し、一
時的割り込み禁止待ち状態 X'5C7' を 1 つのプロセッサーにロードしま
す。その後、システム (すべてのプロセッサー) は、他の要求された待
ち状態に入ります。

他のすべての理由コードの場合は、システムは、再始動不能待ち状態
X'5C7' に入ります。理由コードが X'9906' の場合は、システムはさらに
メッセージ BLW006W を出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。必
要があれば、スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを
再 IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが X'0101' および X'0201'

の場合は、待ち状態 X'5C7' の後にプロセッサーが入る待ち状態に対す
るシステム・プログラマー応答を参照してください。他のすべての理由
コードの場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修正を見付
けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・センターに連
絡してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

A00

説明: システム・アドレス・スペースに関して、動的アドレス変換
(DAT) エラーが発生しました。アドレス・スペース制御ブロック
(ASCB) の ASCBNOMT および ASCBNOMD フィールドで、
CALLRTM マクロの MEMTERM オプションがこのアドレス・スペース
に対して無効であることが示されているので、リカバリー終了マネージ
ャー (RTM) はこのアドレス・スペースを終了させません。このアドレ
ス・スペースは、システム操作に必要不可欠なものです。
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システムの処置: システムはメッセージ IEA802W を出すことがありま
す。システムは待ち状態に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。システムを再 IPL してく
ださい。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、スタンドアロン・ダン
プを提示してください。

発行元: リカバリー終了マネージャー (RTM)

A01

説明: 唯一のオンライン・プロセッサーで、以下のハードウェア・エラ
ーのいずれかが発生しました。

v 事前定義された数のハード・マシン・チェック割り込み

v システムがリカバリーできないハード・マシン・チェック割り込み

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A01' に入ります。

オペレーターの応答: 記録されていない可能性があるマシン・チェッ
ク・エラー・レコードをリカバリーさせるために、スタンドアロン・ダ
ンプをとってください。ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

A18

説明: システムが、ページング・データ・セットが入っているボリュー
ムについて、非送信請求装置終了割り込みを受け取りました。以下の 1

つまたは複数の理由で、ボリューム通し番号の検査が失敗しました。

v 装置アドレスに、異なるボリューム通し番号をもつボリュームが入っ
ていた。

v ボリューム・ラベルを読み取ろうとしたときに、入出力エラーが発生
した。

v ボリューム検査がボリューム・ラベルを読み取ろうとしたときに、装
置が作動可能状況から作動不能状況になった。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A18' に入ります。

オペレーターの応答: 以下の処置をとります。

1. ページング・データ・セットが入っているすべてのボリュームが、シ
ステム初期設定時と同じ装置アドレスであることを確認してくださ
い。

2. すべての装置が作動可能であることを確認してください。

3. 待ちになっているプロセッサーを再始動してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

A19

説明: システムが、入出力を実行できなくなりました。

システムの処置: システムはメッセージ IOS019W を出します。システ
ムは、再始動不能待ち状態 X'A19' に入ります。

オペレーターの応答: ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: 入出力監視プログラム (IOS)

A1E

説明: 唯一のオンライン時刻機構 (TOD) で障害が起こりました。この
待ち状態と一緒に、メッセージ IEA274W が出されます。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A1E' に入ります。

オペレーターの応答: Logrec データ・セット・エラー・レコードを保
存してください。ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: タイマー監視

A1F

説明: プロセッサー・コントローラーが使用できません。時刻機構の同
期をとることができません。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A1F' に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL してください。

発行元: タイマー監視

A20

説明: システムが、固定リンク・パック域 (FLPA) で、固定されていな
いページを検出しました。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A20' に入ります。システム
はメッセージ IAR011W を書き込みます。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。FLPA を使用せずにシス
テムを再 IPL してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、オペレーター
からスタンドアロン・ダンプを入手し、IBM サポート・センターに連絡
してください。その際には、スタンドアロン・ダンプを提示してくださ
い。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

A21

説明: システムが、ストレージ域をページ保護しようとしました。この
ストレージ域用のセグメント・テーブル項目 (SGTE) が誤っています。
変更リンク・パック域 (MLPA)、拡張ページ可能リンク・パック域
(PLPA)、固定リンク・パック域 (FLPA)、または拡張 FLPA でエラーが
発生しました。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A21' に入ります。システム
はメッセージ IAR012W を出します。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。

MLPA、拡張 MLPA、BLDL、FLPA、または拡張 FLPA でエラーが発生
した場合は、その区域を使用せずにシステムの再 IPL を試行してくださ
い。MLPA または拡張 MLPA でエラーが発生した場合は、その区域に
対するデフォルトのページ保護なしで、システムの再 IPL を試行してく
ださい。MLPA パラメーターに NOPROT オプションを使用してくださ
い。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、スタンドアロ
ン・ダンプを入手するようにオペレーターに指示してください。IBM サ
ポート・センターに連絡してください。その際には、ダンプを提示して
ください。
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発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

A22

説明: エラー (たとえば、マルチプロセッシング構成でのホット入出力
条件など) が原因で、割り込み禁止のコンソール通信機能 (DCCF) がこ
の一時待ち状態をロードしました。この待ち状態では、DCCF は、応答
を要求するメッセージを出すか、または別の待ち状態に入ります。

システムの処置: DCCF が実行されているプロセッサーは、マスター権
限を持つコンソール、あるいは代替またはシステム・コンソールに
DCCF が送信したメッセージに対する応答を待ちます。メッセージ処理
が完了すると、システムは、待ち状態 X'A22' にあるプロセッサーを再
始動します。

オペレーターの応答: DCCF メッセージに応答してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK) またはマスター・スケジューラー

A23

説明: 唯一のオンライン・プロセッサーでマシン・チェック・ハンドラ
ーが実行されているときに、プログラム・チェック割り込みが発生しま
した。リカバリーさせることはできません。

システムの処置: システムはメッセージ BLW006W を出します。他の
プロセッサーでの処理は継続します。

オペレーターの応答: 記録されていない可能性があるマシン・チェッ
ク・エラー・レコードをリカバリーさせるために、スタンドアロン・ダ
ンプをとってください。このダンプを保存してください。ハードウェ
ア・サポートに連絡してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

A24

説明: 唯一のオンライン・プロセッサーでマシン・チェック・ハンドラ
ーが実行されているときに、システムがループを検出しました。リカバ
リーさせることはできません。

システムの処置: システムはメッセージ BLW006W を出します。シス
テムは、待ち状態 X'A24' に入ります。

オペレーターの応答: 記録されていない可能性があるマシン・チェッ
ク・エラー・レコードをリカバリーさせるために、スタンドアロン・ダ
ンプをとってください。ハードウェア・サポートに連絡してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

A26

説明: 唯一のオンライン・プロセッサーで、マシン・チェック割り込み
が発生しました。割り込みに関連したマシン・チェック割り込みコード
が誤っています。リカバリーさせることはできません。

システムの処置: システムはメッセージ BLW006W を出します。シス
テムは、待ち状態 X'A26' に入ります。

オペレーターの応答: 記録されていない可能性があるマシン・チェッ
ク・エラー・レコードをリカバリーさせるために、スタンドアロン・ダ
ンプをとってください。このダンプを保存してください。ハードウェ
ア・サポートに連絡してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

A27

説明: 以下のいずれかが発生しました。

v マシン・チェック割り込みまたはプログラム・チェック割り込みが発
生した。

v プロセッサーが、誤動作警報 (MFA) を出したが、チェック停止状態
に入らなかった (またはチェック停止状態にとどまらなかった)。

v オペレーターがメッセージ IEE331A に対して代替 CPU リカバリー
(ACR) を応答したときに、システムは誤動作警報をシミュレートした
が、プロセッサーはチェック停止状態に入らなかった (またはチェッ
ク停止状態にとどまらなかった)。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A27' に入ります。シスプレ
ックス内の他のプロセッサーでの処理は継続します。

オペレーターの応答: 記録されていない可能性があるエラー・レコード
をリカバリーさせるために、スタンドアロン・ダンプをとってくださ
い。このダンプを保存してください。ハードウェア・サポートに連絡し
てください。

発行元: ロード待ち / 再始動

A28

説明: DAT オフのマシン・チェック・ハンドラー (MCH) ルーチン
(DAT は動的アドレス変換のことです) が、DAT オンの MCH ルーチン
に到達できませんでした。この状態が起こる可能性があるのは、プログ
ラム状況ワード・ロード (LPSW) アセンブラー命令が DAT オンの
MCH ルーチンに制御を渡したときに 2 回目のマシン・チェックが発生
した場合です。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A28' に入ります。

オペレーターの応答: 記録されていない可能性があるマシン・チェッ
ク・エラー・レコードをリカバリーさせるために、スタンドアロン・ダ
ンプを要求してください。このダンプを保存してください。ハードウェ
ア・サポートに連絡してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

A29

説明: プログラム・チェックまたはマシン・チェックが発生したとき
に、システムがシステム自身を停止しようとしていました。このプログ
ラム・チェックまたはマシン・チェックから回復しようとしたときに、
別のプログラム・チェックまたはマシン・チェックが発生しました。こ
の問題は、ソフトウェア・エラーと考えられます。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'A29' に入ります。シスプレ
ックス内の他のプロセッサーでの処理は継続します。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースに、この問題の
修正が入っていない場合は、IBM サポート・センターに連絡してくださ
い。

発行元: ロード待ち / 再始動

A2A

説明: システムが、ページ可能リンク・パック域 (PLPA)、拡張
PLPA、変更リンク・パック域 (MLPA)、または拡張 MLPA の範囲内
で、一度も補助記憶装置にページングされていないページを検出しまし
た。ページ保護されているシステム・ストレージ範囲のコピーを補助記
憶装置に入れておくことにより、必要に応じてシステムがページを更新
できるようにしておかなければなりません。
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システムの処置: システムは、待ち状態 X'A2A' に入ります。

オペレーターの応答: システム・プログラマーから求められた場合は、
スタンドアロン・ダンプを入手してください。parmlib メンバー
IEASYSxx 内の MLPA システム・パラメーターに非保護オプションを
使用して、システムの再 IPL を試行してください。詳しくは、メッセー
ジ IAR012W および IEA928I の説明を参照してください。

システム・プログラマーの応答: parmlib メンバー IEASYSxx 内の
MLPA パラメーターを修正して、このエラーが再発しないようにしてく
ださい。エラーが繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、ス
タンドアロン・ダンプを入手するようにオペレーターに指示してくださ
い。IBM サポート・センターに連絡してください。その際には、ダンプ
を提示してください。

発行元: 実記憶マネージャー (RSM)

A2B

説明: 拡張ストレージにハードウェア・エラーがあります。リカバリー
させることはできません。

システムの処置: システムはメッセージ IGF912W を出します。システ
ムは待ち状態 X'A2B' に入ります。

オペレーターの応答: システムを再 IPL してください。

発行元: マシン・チェック・ハンドラー (MCH)

A70

説明: システム初期設定中に、コンソールが使用不能であり、システム
が要応答オペレーターへの書き込み (WTOR) メッセージまたは同期メ
ッセージを送達できませんでした。

システムの処置: システムはメッセージ IEA548W を出します。システ
ムは、送達できなかったメッセージのテキストの最初の 8 行を出しま
す。システムは待ち状態 X'A70' に入ります。

オペレーターの応答: コンソールが使用可能になったときに、再 IPL

してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

A71

説明: 初期設定中に、再構成コンポーネントが初期設定を完了できなか
ったか、またはリカバリー環境を確立できませんでした。プログラム状
況ワード (PSW) のアドレス部分に、X'x0rrrA71' が入っています。ここ
で、rrr が理由コードです。

障害を説明する理由コードは次のとおりです。

コード 説明

030 再構成モジュールで、エラーの原因を判別できませんでし
た。

032 再構成モジュールで、リカバリー環境を確立できませんでし
た。

033 再構成モジュールをロードできませんでした。

034 再構成モジュールを呼び出すことができませんでした。

035 再構成モジュールで、メッセージ・バッファーを取得できま
せんでした。

099 再構成モジュールで、IPL が進行中のプロセッサーを初期設
定できませんでした。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態をロードします。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 再構成

A7A

説明: サービス・プロセッサー・インターフェース (SPI) の初期設定が
失敗しました。プログラム状況ワード (PSW) に、理由コードが入って
います。PSW のアドレス部分に、X'x0rrrA7A' が入っています。ここ
で、rrr が理由コードです。障害を説明する理由コードは次のとおりで
す。

コード 説明

001 サービス・プロセッサー・インターフェース・タ
スクを生成できませんでした。

002 リカバリー環境を確立できませんでした。

004 必要なサービス・プロセッサー機能がインストー
ルされていません。

006 システム初期設定中に、サービス・プロセッサー
が使用中でした。

007 システム初期設定中に、サービス・プロセッサー
の誤動作が発生しました。

008 システム初期設定中に、サービス・プロセッサー
の損傷が検出されました。

009 サービス・プロセッサー・インターフェースのコ
ンポーネント・トレースを初期設定できませんで
した。

00A サービス・プロセッサー・インターフェースで、
モジュールをロードできませんでした。

00B サービス・プロセッサー・インターフェースで、
ストレージを取得できませんでした。

00C、00D、00E、00F

内部エラーが発生しました。

011 割り込み禁止のオペレーター向け書き込み中に、
割り込み可能待ち PSW がループに使用されまし
た。

013 内部エラーが発生しました。

システムの処置: システムは、再始動不能待ち状態 X'A7A' をロードし
ます。

オペレーターの応答: 理由コードが X'06'、X'07'、または X'08' の場合
は、ハードウェア・サポートに連絡してください。その他の理由コード
の場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: サービス・プロセッサー・インターフェース
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B01

説明: 3203/3211 ユーティリティーが正常に完了しました。

オペレーターの応答: 印刷イメージを検査し、システムを再始動してく
ださい。

発行元: DFSMSdfp

B02

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。制御ステートメントが欠落しているか、または順序が誤っていま
す。制御ステートメントは、JOB ステートメントで始まって、END ス
テートメントで終了しなければなりません。DFN、UCS、および FCB

ステートメントは任意の順序で組み込むことができます。

オペレーターの応答: 制御ステートメントのシーケンスを訂正し、欠落
しているステートメントがあればそれを挿入した上で、プログラムを再
実行してください。システム・プログラマーから求められた場合は、ス
タンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B03

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。JOB ステートメントが誤っています。

オペレーターの応答: JOB ステートメントを訂正し、プログラムを再
実行してください。3203/3211 ユーティリティーおよび制御ステートメ
ントを使用可能にしてください。システム・プログラマーから求められ
た場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B04

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。DFN ステートメントが誤っています。

オペレーターの応答: DFN ステートメントを訂正し、プログラムを再
実行してください。3203/3211 ユーティリティーおよび制御ステートメ
ントを使用可能にしてください。システム・プログラマーから求められ
た場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B05

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。UCS ステートメントが誤っています。

オペレーターの応答: UCS ステートメントを訂正し、プログラムを再
実行してください。3203/3211 ユーティリティーおよび制御ステートメ
ントを使用可能にしてください。システム・プログラマーから求められ
た場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B06

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。FCB ステートメントが誤っています。

オペレーターの応答: FCB ステートメントを訂正し、プログラムを再
実行してください。3203/3211 ユーティリティーおよび制御ステートメ
ントを使用可能にしてください。システム・プログラマーから求められ
た場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B07

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。END ステートメントが誤っています。

オペレーターの応答: END ステートメントを訂正し、プログラムを再
実行してください。3203/3211 ユーティリティーおよび制御ステートメ
ントを使用可能にしてください。システム・プログラマーから求められ
た場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B0A

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。外部割り込みが発生しました。

オペレーターの応答: プログラムを再実行してください。

発行元: DFSMSdfp

B0B

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。プログラム・チェック割り込みが発生しました。

オペレーターの応答: 3203/3211 ユーティリティーおよび制御ステート
メントを使用可能にしてください。システム・プログラマーから求めら
れた場合は、スタンドアロン・ダンプを入手してください。

318 OS/390 V2.10 MVS システム・コード



システム・プログラマーの応答: プログラムに誤りがないのにエラーが
繰り返し発生する場合は、問題報告データベースを検索して、問題の修
正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポート・セン
ターに連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B0C

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。マシン・チェック割り込みが発生しました。

オペレーターの応答: SEREP プログラムを実行し、出力を保管してく
ださい。ジョブを再実行してください。

発行元: DFSMSdfp

B11

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。読取装置がオンラインでありません。この状態が発生するのは、
読取装置の制御装置の電源がオンでない場合や、制御装置の入出力イン
ターフェースがオフに切り替えられている場合です。

オペレーターの応答: 指定された制御装置をオンラインにして、プログ
ラムを再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は、ハード
ウェア・サポート担当者に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B12

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。読取装置が作動不能です。

オペレーターの応答: 読取装置を作動可能にして、プログラムを再実行
してください。

発行元: DFSMSdfp

B13

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。読取装置が作動不能です。

オペレーターの応答: エラー条件がはっきりしない場合は、センス情報
の保管場所 3 を表示してください。(センス・ビットの設定値の解釈に
ついては、使用している制御装置の説明書を参照してください。) 誤り
のある条件を訂正し、読み取りチェックをクリアしてください。プログ
ラムを再実行してください。読み取りチェックが頻繁に発生する場合
は、カード・ガイドを使用して、穿孔のずれたカードがないか調べてく
ださい。カードが正しく穿孔されていて、条件が正しいのに、読み取り
チェックが依然として発生する場合は、ハードウェア・サポート担当者
に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B14

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。読取装置チャネル・エラーが発生しました。

オペレーターの応答: ハードウェア・エラーと考えられます。ジョブを
再実行してください。

発行元: DFSMSdfp

B15

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。読取装置で装置終了が示されていません。

オペレーターの応答: ハードウェア・エラーと考えられます。ジョブを
再実行してください。

発行元: DFSMSdfp

B19

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。プリンターがオンラインでありません。この状態が発生するの
は、プリンターの制御装置の電源がオンでない場合や、制御装置の入出
力インターフェースがオフに切り替えられている場合や、制御装置がシ
ステムの一部でない場合です。

オペレーターの応答: DFN ステートメントに指定されているプリンタ
ーのアドレスが正しいか確認してください。制御装置がオンラインであ
ることを確認した上で、ジョブを再実行してください。エラーが繰り返
し発生する場合は、ハードウェア・サポート担当者に連絡してくださ
い。

発行元: DFSMSdfp

B1B

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。プリンターで装置チェックが発生しました。

オペレーターの応答: エラー条件がはっきりしない場合は、センス情報
の下位保管場所 2 ～ 7 を表示してください。誤った条件を訂正してか
ら、ジョブを再実行してください。問題が繰り返し発生する場合は、ハ
ードウェア・サポート担当者に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B1C

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。プリンター・チャネル・エラーが発生しました。

オペレーターの応答: ハードウェア・エラーと考えられます。ジョブを
再実行してください。

発行元: DFSMSdfp

B1D

説明: この待ち状態コードは、3203/3211 ユーティリティーから出され
ます。プリンターで装置終了が示されていません。

オペレーターの応答: ハードウェア・エラーと考えられます。ジョブを
再実行してください。エラーが繰り返し発生する場合は、ハードウェ
ア・サポート担当者に連絡してください。

発行元: DFSMSdfp

B20

説明: 入出力構成プログラム (IOCP) の独立型バージョンを実行してい
たオペレーターが、その IOCP を終了させました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
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題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 入出力構成プログラム (IOCP)

B21

説明: 入出力構成プログラム (IOCP) の独立型バージョンの処理中に、
プログラム・チェック割り込みが発生しました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、問題に関連するすべて
の印刷出力および出力データ・セットを提示してください。

発行元: 入出力構成プログラム (IOCP)

B22

説明: 入出力構成プログラム (IOCP) の独立型バージョンの処理中に、
マシン・チェック割り込みが発生しました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、問題に関連するすべて
の印刷出力および出力データ・セットを提示してください。

発行元: 入出力構成プログラム (IOCP)

B23

説明: 入出力構成プログラム (IOCP) の独立型バージョンの処理中に、
回復不能な入出力エラーが発生しました。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、問題に関連するすべて
の印刷出力および出力データ・セットを提示してください。

発行元: 入出力構成プログラム (IOCP)

B24

説明: 入出力構成プログラム (IOCP) の独立型バージョンの処理中に、
IOCP がハードウェア・プロセッサー・コントローラーのエラーを検出
しました。IOCP は IOCP オペレーターと通信できません。

オペレーターの応答: システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。その際には、問題に関連するすべて
の印刷出力および出力データ・セットを提示してください。

発行元: 入出力構成プログラム (IOCP)

CCC

説明: システムで QUIESCE 機能を実行しているときに、システムが
再始動可能待ち状態 X'CCC' に置かれました。

システムの処置: システムは、待ち状態 X'CCC' に入る前に、メッセー
ジ BLW002I を出します。

オペレーターの応答: システムを QUIESCE から抜けさせたい場合
は、待ちになっているプロセッサーで再始動機能を実行してください。

発行元: ロード待ち / 再始動

D0D

説明: システム管理機能 (SMF) が、リソースの不足を検出しました。
待ち状態プログラム状況ワード (PSW) のビット 40 ～ 51 に、以下の
理由コードのいずれかが入っています。

コード 説明

00 この理由コードと一緒に、メッセージ IEE987E が出されま
す。使用可能な SMF バッファー・スペースがありません。
SMF が、SMF 内部バッファー用に使用できるすべてのスト
レージを使い尽くしたため、parmlib メンバー SMFPRMxx

内の NOBUFFS(HALT) の指定に従ってシステムを停止させ
ました。

01 この理由コードと一緒に、メッセージ IEE988E が出されま
す。使用可能な SMF データ・セットがありません。SMF

が、SMF データ用に使用できるすべてのデータ・セットを
使い尽くしたため、parmlib メンバー SMFPRMxx 内の
LASTDS(HALT) の指定に従ってシステムを停止させまし
た。

システムの処置: SMF は、再始動可能待ち状態 X'D0D' に入ります。

オペレーターの応答: 理由コードに応じて、以下の処置をとってくださ
い。

コード 応答

00 以下のいずれかの処置をとります。

v 再始動ボタンを押してシステムを再始動し、‘データ脱落’

モードで作動させてください。

v システムを再 IPL してください。

システムを再始動する場合は、SMF アドレス・スペース
のダンプを要求してください。

01 以下のいずれかの処置をとります。

v 再始動ボタンを押してシステムを再始動してください。

v SMF=xx パラメーターを使用してシステムを再 IPL し
て、空の SMF データ・セットを SMF 記録用として提供
してください。

システムを再始動すると、SMF は、データのバッファリ
ングを開始し、データ・セットが使用可能になるまでそれ
を継続します。データ・セットが使用可能にならない場合
は、システムは最終的に、システムの内部バッファー用に
使用できるすべてのストレージを使い尽くして、待ち状態
コード D0D、理由コード 00 を生成します。

システム・プログラマーの応答: IPCS SMFDATA サブコマンドを使用
して、エラー発生時に SMF バッファーに入っていたデータを検索して
ください。

発行元: システム管理機能 (SMF)

E02

説明: システムが IBM 2250 表示装置を主コンソールとして使用して
いるときに、永続入出力エラーが発生しました。エラーが発生したと
き、使用可能な代替コンソールがありませんでした。

システムの処置: システムは、レジスター 15 の高位の 2 バイトにセ
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ンス・バイトを入れ、レジスター 15 の低位の 2 バイトに状況バイトを
入れます。その後、システムは待ち状態 X'E02' に入ります。

オペレーターの応答: 代替コンソールが使用可能の場合は、代替コンソ
ールを使用してシステムを 再 IPL してください。代替コンソールが使
用可能でない場合は、システム・プログラマーに連絡してください。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

発行元: 通信タスク (COMMTASK)

FFx

説明: 待ち状態コード X'FF0' ～ X'FFE' は、IBM プログラム以外のプ
ログラムで使用できます。

オペレーターの応答: これらのコードについては、インストール先で用
意した情報を参照してください。

システム・プログラマーの応答: これらのコードについては、インスト
ール先で用意した情報を参照してください。

発行元: IBM プログラム以外
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第4章 システム完了コードとモジュールの関連表

この表は、システム完了コードとモジュール番号の関連を示すものであり、それぞれのシステム完了コード
ごとに、関連したコンポーネントおよび検出するモジュールを列記しています。

必要とするシステム完了コードが表の中にない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。そ
の際には、システム完了コードを提示してください。

コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

00B スケジューラー再始動 IEFXBCHK IEFXBDYS

IEFXBGDG IEFXBRDC

IEFXBSJX IEFXBSWA

IEFXBSWB IEFXBUSJ

00C 16xx00xx XCF IXCA3ARP IXCA3ASE

IXCA3ASS IXCA3CKW

IXCA3ECU IXCA3ERS

IXCA3EV IXCA3MST

IXCA3FAI IXCA3GAP

IXCA3INT IXCA3IOX

IXCA3IO2 IXCA3IO3

IXCA3IO6 IXCA3MSI

IXCA3PCC IXCA3PCT

IXCA3REG IXCA3RGT

IXCA3RPR IXCA3SAP

IXCA3SG0 IXCA3SJT

IXCA3TOP IXCA3WPD

IXCA3XRP IXCM2TMR

00D 01 02 03 04 05 101 102 CTRACE ITTCT

012 タイマー監視 IEATTUSD

01D RSM IARCA IARCD IARCF IARCI

IARCL IARCR IARCS

IARCV IARCW IARCX

IARCZ IARDD IARDK

IARDM IARDO IARDP

IARDR IARDS IARDT

IARDU IARFF IARSO

IARXG

022 ベクトル処理 IGTDSR

023 CSV CSVLLBLD CSVLLCPY

CSVLLDCL CSVLLDSB

CSVLLDYN CSVLLEXT

CSVLLINF CSVLLIN2

CSVLLPRS CSVLLREF

CSVLLSCH CSVLLSTA

CSVLLSTC CSVLLST2

CSVLLTRC

025 イニシエーター IEFSD161 IEFIB600

ILRSWAP
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

028 ASM IARCE IARDO IARDP

IARDX IARFA IARFP IARFS

IARFZ IARMA IARPF

IARPM IARPU IARPX

IARSR IARYA IARXV

029 ASM ILRPOS

02C JES2 HASPFSSM HASPWARM

02E AVM AVFGB AVFGR AVFIC

AVFIW AVFJB AVFKO

AVFKP AVFKS AVFLA

AVFLR AVFLT AVFMB

AVFMC AVFME AVFMF

AVFMG AVFMH AVFML

AVFMN AVFMS AVFNS

AVFNY AVFPC AVFSI

AVFSQ AVFSR AVFSS

AVFSW AVFSX AVFTA

AVFTB AVFTD AVFUT

AVFWA AVFWM

03C RSM IARFF IARFP

047 監視プログラム制御 IEAVESVC

04B TSO/E IKJEFTSL IKJTSLAR

04E DFP

04F DFP DSNWDSDM DSNWSDWA

DSNYESWE DSN3RDMP

DSN3RDMP DSN3RDMP

DSN3RDMP DSN3RDMP

051 TSO/E

052 PC/AUTH IEAVXLRE

053 PC/AUTH IEAVXLRE

054 SJF IEFSJBLD IEFSJDEF

IEFSJDEL IEFSJFND

IEFSJJDV IEFSJEXT

IEFSJGET IEFSJIRT

IEFSJPUT IEFSJRET

IEFSJUPD IEFSJVAL

IEFSJWRT IEFSJINT

055 30 34 36 40 52 ENF IEFENFNM IEAVNP47

058 00 04 08 0C 10 28 2C 30

34 38

監視プログラム制御 IEAVECMS

058 14 18 1C 監視プログラム制御 IEAVESSE

058 20 監視プログラム制御 IEAVEDSR

058 24 監視プログラム制御 IEAVEE1R

059 監視プログラム制御 IEAVESRT

05B タイマー監視 IEAVRTI0
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

05D 監視プログラム制御 IEAVECMS

05E 監視プログラム制御 IEAVESTS

064 監視プログラム制御 IEAVLKRM

065 タスク管理 IEAVESSI

066 監視プログラム制御 IEAVEDSR

06B Loadwait IEEVEXSN

06C RTM IEAVTSLP

06D RTM IEAVTADR

06E RTM IEAVTGLB IEAVTLCL

06F RTM IEAVTRT1

070 監視プログラム制御 IEAVETCL

071 Loadwait IEAVEREX

072 監視プログラム制御 IEAVEDS0

074 監視プログラム制御 IEAVESLR

075 監視プログラム制御 IEAVESC0

076 監視プログラム制御 IEAVEMCR

077 COMMTASK IEAVMNTR IEAVMWSV

IEAVC700 IEAVG700

IEAVQ700 IEE8B03D

078 RCT IEAVAR00 IEAVAR02

079 RCT IEAVAR04

07A RCT IEAVAR00 IEAVAR02

07C 監視プログラム制御 IEAVESPR

07E 再構成 IEEVDEV

07F タスク管理 IEAVECH0

080 RSM IARDM IARDT IARFS

IARKC IARKI IARKM

IARMA IARMS IARPI

IARPV IARRI IARRQ IARSC

IARSH IARSI IARSO IARSQ

IARSR IARSU IARSX IARVF

IARXM IARXV IARXW

IARYB IARYF

083 ASM ILRSLSQA

084 ASM ILRCMP ILRSWPDR

085 ASM ILRSAV

086 ASM ILRVSAMI

087 ASM ILRSAV ILRACT ILRRLG

ILRVSAMI ILRTMRLG

089 ASM ILRCMP ILRCMP01
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

08B DIV ITVCC ITVCD ITVCF ITVRA

ITVRB ITVRE ITVRF ITVRR

ITVSA ITVSB ITVSF ITVSG

ITVSI ITVSL ITVSM ITVSU

ITVTR ITVTS ITVXM

ITVXN

08F RSM IARXK

09D システム・トレース IEAVETRC

09E システム・トレース IEAVETAC IEAVETAI

IEAVETIH IEAVETEA

IEAVETPA IEAVETSP

IEAVETSN IEAVETPS

IEAVETRR IEAVETSD

IEAVETTF IEECB924

IEECB925 IEAVETFC

IEAVETEF IEAVETFA

IEAVETVP IEAVETNP

IEAVETPW IEAVETRW

IEAVETCV IEAVETPV

ITRFHEX ITRFBR ITRF0001

ITRF0003 ITRF0005 ITRF0007

ITRF000B ITRF000F

ITRF0013 ITRF0015 ITRF0017

ITRF0019 ITRF001B

09F 監視プログラム制御 IEAVEVS IEAVVSR

0A0 01 02 03 イニシエーター IEFSD161 IEFSD164

IEFSD263

0A1 DFP IGG0193Y

0A2 DFP IGG0203Y

0A3 DFP IGG019OE

0A4 DFP IGG019OE

0A5 DFP IGG019OE

0AE IOS IOSVRSTS

0B0 SWA マネージャー IEFQB551 IEFQB556

IEFQB580

0B1 SSI IEFJACTL IEFJCNTL

IEFJJCLS IEFJJOBS

IEFJWTOM

0B2 SSI IEFJJOBS

0B3 SSI IEFJACTL

0B4 SSI IEFJCNTL

0B5 SSI IEFJCNTL
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

0B7 再構成 IEEVCPR IEEVCONF

IEECB927 IEEVCPLF

IEEVVFLF IEEVCPLN

IEEVCVSR IEEVTOD

IEEVCPRA IEEVCVPH

IEEVCPVF IEEVCRLF

IEEVMSI IEEVCPUT

IEEVEXTR

0B6 OAM CBRLLCAN CBRLLDMT

CBRLLERR CBRLLMT

CBRLLMTL CBRLLVER

CBRLLWT

0B8 マスター・スケジューラー IEEPRWI2

0B9 マスター・スケジューラー IEESB605

0BA マスター・スケジューラー・イニ
シエーター

IEESB605 IEFSD161

IEFSD162 IEFSD166

0BB イニシエーター IEFSD263

0BD マスター・スケジューラー IEEMB816

0BE マスター・スケジューラー IEEMB809

0BF マスター・スケジューラー IEEMB816

0Cx 監視プログラム制御 IEAVEPC

0D2 監視プログラム制御 IEAVEPC

0D3 監視プログラム制御 IEAVEPC

0D5 RSM PC/AUTH IARDX IARPE IARYB

0D9 COMMTASK IEAVPIX

0F2 IOS IECVPST

0F6 GTF AHLSETEV

0F7 JES2 IECVPST IECVPST IECVPST

IECVPST IECVPST IECVPST

0F8 監視プログラム制御 IEAVESVC

0F9 監視プログラム制御 IEAVESVC

0FB 監視プログラム制御 IEAVEPC

0FD 監視プログラム制御 IEAVESVC

0FF 監視プログラム制御 IEAVMVC0

101 タスク管理 IEAVEWAT

102 タスク管理 IEAVEPST

104 VSM IGVGLSQA

106 CSV CSVGETMD

10A VSM IGVGLSQA

10B タイマー監視 IEAVRT01

10D RTM IEAVTRTC
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

10E RTM IEAVTESP

110 IOS IOSPURGA

121 IOS IGC0003C

122 マスター・スケジューラー IEE3703D

128 タスク管理 IEAVTB00

12A タスク管理 IEAVEAT0

12C タスク管理 IEAVECH0

12E タイマー監視 IEAVRT00

12F タイマー監視 IEAVRT00

130 GRS ISGGNQDQ

133 ダンプ・サービス IEAVAD00 IEAVTSDX

138 GRS ISGGNQDQ

13C RTM IGC00060

13E タスク管理 IEAVEED0

147 DFP IGC0007A

149 DFP IGC0007C

14A DFP IGC0007D

14B DFP IGC0007E

14C 01 10 11 システム環境記録 (LOGREC) IFBBLD76 IFBSMFNT

14F タスク管理 IEAVSETS

153 SMF IFASMFDT

157 COMMTASK IEAVXDOM

15C EXCP IECVEXCP

15F SRM IRARMINT

16B タスク管理 IEAVMODE

16D 監視プログラム制御 IEAVESVC

171 RSM IARPF IARPI IARPR IARPS

IARPU IARPV IARXW

172 EXCP IECVEXCP

177 タスク管理 IEAVTEST

178 VSM IGVGLSQA

17A タスク管理 IEAVEVT0

17B 監視プログラム制御 IEAVEPD0

17D タスク管理 IEAVEVT0

182 RACF ICHRCK00

183 RACF ICHRIN00

185 RACF ICHRDF00

18A RSM IARPF IARPI IARPR IARPU

IARPV IARXV
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

1C5 00010001 システム・ロガー IXGA1WRT

1C5 00010002 システム・ロガー IXGA1WRT

1C5 00010003 システム・ロガー IXGA1SWT

1C5 00010004 システム・ロガー IXGA1DEL

1C5 00010005 システム・ロガー IXGA1SET

1C5 00020001 システム・ロガー IXGA1HSM

1C5 00020002 システム・ロガー IXGBLF01

1C5 00020003 システム・ロガー IXGBLF01

1C5 00030000 システム・ロガー IXGC3SEX

1C5 00030002 システム・ロガー IXGC3SEX IXGWORKT

1C5 00030003 システム・ロガー IXGC3SEX

1C5 00030004 システム・ロガー

1C5 00030006 システム・ロガー IXGF2EXT

1C5 00030009 システム・ロガー IXGC4RSC

1C5 00040001 システム・ロガー IXGF2WRT

1C5 00050001 システム・ロガー IXGI3DIR

1C5 00050002 システム・ロガー IXGI3DIR IXGI3RPT

1C5 00050003 システム・ロガー IXGI3DIR

1C5 00060001 システム・ロガー IXGL1SRB

1C5 00070001 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070002 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070003 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070004 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070005 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070006 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070007 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070008 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070009 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070010 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070011 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070012 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070013 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070014 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070015 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00070016 システム・ロガー IXGF1TRX

1C5 00080202 システム・ロガー IXGSDSIN

1C5 00080302 システム・ロガー IXGSDSIN

1C5 00080401 システム・ロガー IXGSDSOC

1C5 00080402 システム・ロガー IXGSDSOC

1C5 00080403 システム・ロガー IXGSDSOC

1C5 00080501 システム・ロガー IXGSDSUN
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コード (16 進) 理由コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

1C5 00080502 システム・ロガー IXGSDSUN

1C5 00080601 システム・ロガー IXGSDSGT

1C5 00080602 システム・ロガー IXGSDSGT

1C5 00080702 システム・ロガー IXGSEXIT

1C5 00080703 システム・ロガー IXGSEXIT

1C5 00080704 システム・ロガー IXGSEXIT

1C5 00080705 システム・ロガー IXGSEXIT

1C5 00080706 システム・ロガー IXGSEXIT

1C5 00080707 システム・ロガー IXGSEXIT

1C5 00080801 システム・ロガー IXGSXGET

1C5 00080802 システム・ロガー IXGSXGET

1C5 00090000 システム・ロガー IXGX1LSN

1C5 00090001 システム・ロガー IXGX1LSN

1C5 00090002 システム・ロガー IXGX1LSN

1C5 00090003 システム・ロガー IXGX1LSN

1C5 00090004 システム・ロガー IXGX1LSN

1C6 タスク管理 IEAVSETS

1FC 監視プログラム制御 IEAVESVR

200 EXCP IECVEXFR

201 タスク管理 IEAVEWAT

202 タスク管理 IEAVEPST

204 VSM IGVGLSQA

205 VSM IGVGLSQA

206 CSV CSVGETMD

20A VSM IGVGLSQA

20D RTM IEAVTRTE

20E RTM IEAVTESP

20F IOS IECVPST

222 マスター・スケジューラー IEE3703D

228 タスク管理 IEAVTB00

22A タスク管理 IEAVEAT0

22C タスク管理 IEAVECH0

22F タイマー監視 IEAVRTI0

230 GRS ISGGNQDQ

233 ダンプ・サービス IEAVAD00 IEAVTSDT

IEAVTSDX

238 GRS ISGGNQDQ

23E タスク管理 IEAVEED0

247 DFP IGC0007A
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253 SMF IFASMFDT

25F SRM IRARMERR

260 RCT IEAVAX00

271 RSM IARPV

278 VSM IGVGLSQA

27B 監視プログラム制御 IEAVEPD0

282 RACF ICHRCK00

283 RACF ICHRIN00

285 RACF ICHRDF00

28A RSM

2C6 IOS IOSVMIHQ IOSVPTHV

IOSVCDRI

2F3 イニシエーター IEFIB605

2FC 監視プログラム制御 IEAVEIOR

300 EXCP IECVEXCP

301 タスク管理 IEAVEWAT

305 VSM IGVAAQAT

306 CSV CSVGETMD

30A VSM IGVAAQAT

30E RTM IEAVTESP

312 CSV IGC018

322 SMF IEATLEXT

328 タスク管理 IEAVTB00

32E タイマー監視 IEAVRT00

330 GRS ISGGNQDQ

333 ダンプ・サービス IEAVTSDG IEAVTVSM

IEAVTSDH IEAVTSDL

IEAVTSDT

338 GRS ISGGNQDQ

33E タスク管理 IEAVEED0

35F イニシエーター IEFSD263

378 VSM IGVAAQAT

37A タスク管理 IEAVEVT0

37B 監視プログラム制御 IEAVEPDR

37D タスク管理 IEAVEVT0

382 RACF ICHRCK00

383 RACF ICHRIN00

385 RACF ICHRDF00

3FC 監視プログラム制御 IEAVEE1R
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400 DFP IECVEXCP

402 タスク管理 IEAVEPST

406 CSV CSVSBRTN

40A VSM IGVVSMRF

42A タスク管理 IEAVEAT0

430 GRS ISGGNQDQ ISGGFRR0

433 00000008 ダンプ分析重複回避機能 (DAE) ADYTRNS

438 GRS ISGGNQDQ ISGGFRR0

43E タスク管理 IEAVEED0

45F SRM IRARMEVT

46D RTM IEAVTESP

478 VSM IGVVSMRF

47A タスク管理 IEAVEVT0

47D タスク管理 IEAVEVT0

482 RACF ICHRCK00

483 RACF ICHRIN00

485 RACF ICHRDF00

4FC 監視プログラム制御 IEAVEPCR

500 EXCP IECVEXCP

502 タスク管理 IEAVEPST

504 VSM IGVVSM24

505 VSM IGVVSM24

522 SMF IEATLEXT

52A タスク管理 IEAVEAT0

530 GRS ISGGNQDQ

538 GRS ISGGNQDQ

53E タスク管理 IEAVEED0

553 SMF IEEMB839

55F SRM IRARMSRV

57D タスク管理 IEAVEVT0

582 RACF ICHRCK00

585 RACF ICHRDF00

5FC Loadwait IEAVERER

604 VSM IGVVSM24

605 VSM IGVVSM24

622 TSO/E IKJEFLJ IKJEFLG

65F SRM IRARMCHM

67D タスク管理 IEAVEVT0
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683 RACF ICHRIN00

684 RACF ICHRSV00

685 RACF ICHRDF00

6FC 監視プログラム制御 IEAVEPC

700 EXCP IECVEXCP

702 タスク管理 IEAVEPST

704 VSM IGVVSMRT

705 VSM IGVVSMRF

706 CSV CSVGETMD

70A VSM IGVVSMRF

71A DFP IGG0CLA9 IGG0CLA9

72A タスク管理 IEAVEAT0

730 GRS ISGGNQDQ ISGLNQDQ

ISGGFRR0

738 GRS ISGGNQDQ ISGLNQDQ

ISGGFRR0

75F SRM IRARMINT

76D 動的出力 IEFDOCNL

778 VSM IGVVSM31

77D タスク管理 IEAVEVT0

7C4 JES3 IATCS01 IATCS03 IATCS04

7C6 IOS IOSVUSER

800 EXCP IECVEXCP

804 VSM IGVGSQA

805 VSM IGVVSMRF

806 CSV CSVGETMD

80A VSM IGVGSQA

822 イニシエーター IEFSD263

82A タスク管理 IEAVEAT0

830 GRS ISGGNQDQ

838 GRS IEAVENQ1

878 VSM IGVGSQA

87D タスク管理 IEAVEVT0

8C4 04 JES IAZPJCL

905 VSM IGVVSMRF

906 CSV CSVSBRTN

90A VSM IGVVSMRF

922 イニシエーター IEFIB621

92A タスク管理 IEAVEAT0
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930 GRS ISGGNQDQ

938 GRS ISGGNQDQ

978 VSM IGVVSMRF

9C6 グローバル・リソース逐次化 ISGLOBTS ISGLRELS

ISGLPRGS ISGLCRTS

ISGLRTR ISGLTM

A00 EXCP IECVEXCP IECVEXFR

A03 RTM IEAVTSKT

A05 VSM IGVBDFE

A06 CSV CSVRBENQ

A0A VSM IGVBDFE

A22 再構成 IEE3703D

A23 COMMTASK IEAVMFRR

A78 VSM IGVBDFE

AC4 JES3 IATCNDB

AC7 01 タイマー監視 IEAVRTI0

B00 EXCP IECVEXFR

B04 VSM IGVVSMRT

B05 VSM IGVVSMRF

B0A VSM IGVVSMRF

B23 COMMTASK IEAVSTAA

B78 VSM IGVVSMRF

C0D RSM ASM PC/AUTH IARDG IARDP IAREI IARER

IARFP IARGA IARGD IARGI

IARKE IARKI IARKO

IARKR IARKS IARLS

IARMB IARME IARPB

IARPH IARPP IARPR IARRR

IARRW IARSC IARSI IARSO

IARSP IARSQ IARSS IARSX

IARUA IARUI IARUM

IARUR IARVF IARXI IARXR

IARXS IARXW IARYA

IARYR

C22 EXCP IECVEXCP

C78 VSM IGVSLIST

CFB JES3 IATABMN

D04 VSM IGVAAQAT

D05 VSM IGVFLSQA

D06 CSV CSVSBRTN

D0A VSM IGVAAQAT
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D0D RTM IEAVTRTE

D22 マスター・スケジューラー IEE0003D

D23 COMMTASK IEAVVWTO IEAVMWTO

IEAVM600

D78 VSM IGVAAQAT

DFB JES3 IATFCLT

E00 EXCP IECVEXCP

E03 RTM IEAVTSKT

E23 COMMTASK IEAVVRP2

EFB JES3 IATCNDAL IATCNDIT

IATCNDMS IATCNDTR
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第5章 待ち状態コードとモジュールの関連表

この表は、待ち状態コードとモジュール番号の関連を示すものであり、それぞれの待ち状態コードごとに、
関連したコンポーネントおよび検出するモジュールを列記しています。

必要とする待ち状態コードが表の中にない場合は、IBM サポート・センターに連絡してください。その際
には、待ち状態コードを提示してください。

コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

002 IOS IEAIPL00

003 IPL IOS IEAIPL00

IEAIPL03

004 IOS IEAIPL03

005 IPL IEAIPL00

006 IPL IEAIPL00

007 COMMTASK IEAVNPCA

00A IPL IEAVNP03

00B マスター・スケジューラー IEEVIPL

00D マスター・スケジューラー IEEVIPL

00E IPL IEAIPL00

017 IPL IEAIPL00

019 IPL IEAIPL00

01B RTM IEESTPRS

01C 監視プログラム制御 IEAVESPR

020 再構成 IEAVNP27

021 IOS IEAVNPM2

022 IOS IECVDAVV

023 システム・トレース IEAVNP51

024 MCH IGFPTREC

025 IPL IEAIPL41

028 IOS IEAIPL40

02E ASM ILRMSG00

030 NIP IEAVNIP0

031 IOS IEAIPL03

032 NIP IEAVNIPM IEAVNIP0

033 NIP IEAVNIPM IEAVNIP0

035 IOS IEAIPL03

037 システム環境記録 IEAVNP76

038 ASM IPL IEAIPL00

ILRASRIM IEAVNP05

039 IOS IEAVNPM3

03A CSV IEAVNP05
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コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

03B CSV IEAVNP05

03C ASM ILRASRIM ILRIODRV ILRMSG00

03D VSM IEAVNP08

03E ASM ILRTMI00

03F NIP IEAVNPM2

040 NIP IEAVNIPM

044 NIP IEAVNIP0

045 RTM IEAVNIPM

046 NIP IEAVNIP0

04A NIP IEAVNIP0

050 Loadwait IGFPTSIG

051 ACR IGFPTERM

052 ACR IGFPTERM

053 IOS IPL NIP IEAIPL03 IEAIPL99 IEAVNIP0

IOSIUCB

054 IPL IEAIPL02

055 IOS IPL IEAIPL31 IEAIPL41 IEAIPL02 IEAIPL40

059 NIP IEAVNIP0

05C DFSMSdfp IEAVNP11

05D DFSMSdfp IEAVNP11

05E DFSMSdfp IEAVNP11

05F DFSMSdfp IEAVNP11

060 ASM ILRASRIM

061 ASM ILRASRIM

062 IOS IOSRCHPR

063 ASM IEAVNP03 IEAVNP11 IEAVNP19

ILRASRIM

064 NIP IEAVNIPM IEAVNIP0

065 NIP IEAVNIPM

06F IOS IOSVMSLG

070 IPL IEAIPL00

071 IPL IEAIPL41

072 IPL IOS IEAIPL30 IEAIPL41 IEAIPL40 IEAIPL43

IEAIPL46 IEAIPL70 IEAIPL71

IEAIDRIA IOSISTOR

073 IPL IEAIPL00

074 IPL IOS IEAIPL35 IEAIPL00 IEAIPL02 IEAIPL03

075 IPL IEAIPL00

076 IPL IEAIPL00

077 IEAIPL07

079 IOS IEAIPL40
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コード (16 進) 関連したコンポーネント 検出するモジュール

07B NIP IEAVNIP0

07D NIP IEAVNPCF

081 IPL IEAIPL00

083 監視プログラム制御 IEAVESAR

084 RTM IGFPEMER

085 ASM ILRASRIM ILRASRIM

087 COMMTASK IEAVG603 IEAVG604 IEAVG605

088 IPL IEAIPL50

08A COMMTASK IEAVBLWT

08B IOS IEAIPL40

09x Loadwait IEEVEXSN

0A1 Loadwait IEEVEXSN

0A2 XCF IXCI2IST IXCI2ETX IXCI2PH1

0A4 タイマー監視 IEATESC2 IEATESCH

0B0 IOS IEAIPL43

0B1 IOS IOSIOFR IEAIPL43

0B2 IOS IEAIPL71

0B3 IPL IEAIPL49

0B4 IOS IOSIUCB

0E3 VSM IEAVNP08

0E8 MCH IEAVNP06

101 VSM IEAVGM00

102 VSM IEAVGM00

104 監視プログラム制御 IEAVESVR

110 IOS IOSRHREC

111 IOS IOSRHREC

112 IOS IOSRHREC

113 IOS IOSRCHPR

114 IOS IOSRCHPR

115 IOS IECVPST IOSVDAVV IECVPST

116 IOS IOSVRSTS

200 ALC IEFAB4I0 IEFEB400

201 COMMTASK IEAVN700

202 COMMTASK IEAVN701

A00 RTM RTM

A01 MCH IGFPMCIH

A19 IOS IOSRMCH

A1E タイマー監視 NIP IEATESC2 IEAVRTOD IEATVTOD

IEATTSCH IEATTFDH IEATESCH

IEAVNIP0

A1F タイマー監視 IEATESC2
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A20 RSM IARMN

A21 RSM IARMN

A22 マスター・スケジューラー IEEVDCSR

A23 MCH IGFPMAIN

A24 MCH IGFPMAIN

A26 MCH IGFPMAIN

A28 MCH IGFPMCIH

A29 Loadwait IGFPTERM

A2A RSM IEAVNPD8

A2B MCH IGFPMAIN

A70 COMMTASK IEAVBWTO

B23 IOCP IEAVSTAA

CCC Loadwait IEEMPS03

D0D SMF IEEMB829

FF0 インストール先で用意した 該当なし

FF1 インストール先で用意した 該当なし

FF2 インストール先で用意した 該当なし

FF3 インストール先で用意した 該当なし

FF4 インストール先で用意した 該当なし

FF5 インストール先で用意した 該当なし

FF6 インストール先で用意した 該当なし

FF7 インストール先で用意した 該当なし

FF8 インストール先で用意した 該当なし

FF9 インストール先で用意した 該当なし

FFA インストール先で用意した 該当なし

FFB インストール先で用意した 該当なし

FFC インストール先で用意した 該当なし

FFD インストール先で用意した 該当なし

FFE インストール先で用意した 該当なし
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第6章 スタンドアロン・ダンプ待ち状態コード

スタンドアロン・ダンプの作成時に、スタンドアロン・ダンプ・プログラムは、オペレーターに特定の問題
を通知するために、PSW に待ち状態コードをロードします。これらの待ち状態コードを示す PSW のフォ
ーマットは、以下のとおりです。

X'000A0000 00wwrrrr'

000A0000 00

ビット 12 ～ 15 (CMWP ビット) は A です。

ww

16 進数の待ち状態コード。

rrrr

16 進数の理由コード。

待ち状態コード 理由コード 説明 オペレーター応答

21 0000 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、IPL 装置での
入出力を待っています。

なし。

22 0000 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、IPL 装置への
介入を待っています。

IPL 装置を作動可能にしてく
ださい。

24 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、エラーを検
出しました。

ダンプ・プログラムがメッ
セージ AMD005I を出さなか
った場合は、システム再始
動を試行してください。シ
ステム再始動が失敗した場
合は、スタンドアロン・ダ
ンプ・プログラムを再 IPL

してください (できれば、別
のボリュームから再 IPL し
てください)。

0100 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、ボリュー
ム・ラベルを読み取ることができません。

別のボリュームを使用する
か、ラベルを再生成してく
ださい。ボリューム上の他
のデータ・セットが使用不
可になっている可能性があ
ります。

0200 ボリューム・ラベルが標準外です。 別のボリュームを使用する
か、ラベルを再生成してく
ださい。ボリューム上の他
のデータ・セットが使用不
可になっている可能性があ
ります。

0300 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、フォーマッ
ト 4 のデータ・セット制御ブロック (DSCB) を読み取
ることができません。

別のボリュームを使用する
か、DSCB を変更してくださ
い。ボリューム上の他のデ
ータ・セットが使用不可に
なっている可能性がありま
す。
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待ち状態コード 理由コード 説明 オペレーター応答

0400 システムが IPL 装置タイプをサポートしていません。 システムがサポートしてい
る装置タイプを使用してく
ださい。

0500 SYS1.PAGEDUMP データ・セットが IPL ボリューム上
にありません。

なし。

0600 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、スタンドア
ロン・ダンプ共通連絡テーブル (CCT) を読み取ることが
できません。

なし。

0700 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、スタンドア
ロン・ダンプ・ファイルに書き込むことができませ
ん。

なし。

テープによる IPL の場合は、IPL ボリュームの書き込み
リングが欠落していることが考えられます。

テープによる IPL の場合
は、必要な書き込みリング
があるか調べるか、または
ファイル保護を使用不可に
してください。

0800 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、モジュール
AMDSARDM を読み取ることができません。

なし。

0900 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、モジュール
AMDSADIP を読み取ることができません。

なし。

0A00 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、モジュール
AMDSAPGE を読み取ることができません。

なし。

25 0200 出力 DASD ダンプ・データ・セットの処理中に、プログ
ラム・チェックまたは他の予期しないエラーが検出さ
れました。システムはダンプを終了させます。

なし。

27 0010 システムが SYS1.PAGEDUMP から「装置とダンプ・オ
プションのテーブル」(DDO) をロードした後で、そのテ
ーブルの妥当性検査が失敗しました。システムはダン
プを終了させます。

なし。

0020 システムが SYS1.PAGEDUMP からロード・モジュール
AMDSAPGE をロードした後で、ダンプ再配置テーブル
(RLT) の妥当性検査が失敗しました。システムはダンプ
を終了させます。

なし。

0030 システムが SYS1.PAGEDUMP からロード・モジュール
AMDSAPGE を読み取っているときに、エラーが発生し
ました。システムはダンプを終了させます。

なし。

0040 システムが、SADMP ダンプ初期設定プログラムの内部
論理エラーを検出しました。システムはダンプを終了
させます。

なし。

28 0100 DASD IPL プログラムが、IPL 装置上のラベルを読み取
ることができませんでした。システムはダンプを終了
させます。

なし。

0200 DASD IPL プログラムが、IPL 装置上で標準外ラベルを
検出しました。システムはダンプを終了させます。

なし。
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0300 DASD IPL プログラムが、IPL 装置上のフォーマット 4

のデータ・セット制御ブロック (DSCB) を読み取ること
ができませんでした。システムはダンプを終了させま
す。

なし。

0400 DASD IPL プログラムが、IPL 装置としてサポートされ
ない装置タイプを検出しました。システムはダンプを
終了させます。

なし。

0500 D A S D I P L プログラムが、 I P L 装置上で
SYS1.PAGEDUMP を見付けることができませんでした。
システムはダンプを終了させます。

なし。

0600 DASD IPL プログラムが、IPL 装置からスタンドアロ
ン・ダンプ共通連絡テーブル (CCT) を読み取ることがで
きませんでした。システムはダンプを終了させます。

なし。

0700 DASD IPL 装置上の SYS1.PAGEDUMP 作業ファイルに
入出力を行っているときに、永続入出力エラーが発生
しました。システムはダンプを終了させます。

なし。

0800 DASD IPL 装置上の SYS1.PAGEDUMP 作業ファイルに
入出力を行っているときに、永続入出力エラーが発生
しました。システムはダンプを終了させます。

なし。

0900 DASD IPL モジュールまたはサブルーチンで、プログラ
ム・チェックまたは他の予期しないエラーが検出され
ました。システムはダンプを終了させます。

なし。

0A00 DASD IPL モジュール内の作業ファイル・インターフェ
ースに、誤ったパラメーターが渡されました。システ
ムはダンプを終了させます。

なし。

29 0700 テープ IPL モジュールが、IPL テープ上の作業ファイル
に書き込むことができませんでした。システムはダン
プを終了させます。

なし。

0800 テープ IPL モジュールが、IPL テープからダンプ・プロ
グラム・ローダー (AMDSADPL) を読み取ることができ
ませんでした。システムはダンプを終了させます。

なし。

0900 テープ IPL モジュールまたはサブルーチンで、プログラ
ム・チェックまたは他の予期しないエラーが検出され
ました。システムはダンプを終了させます。

なし。

0A00 テープ IPL モジュール内の作業ファイル・インターフェ
ースに、誤ったパラメーターが渡されました。システ
ムはダンプを終了させます。

なし。

31 dddd スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、装置での入
出力を待っています。

なし。

32 dddd スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、装置への介
入を待っています。

テープを取り付けて作動可
能にしてください。

33 0mmm スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、メッセージ
AMDmmmA または AMDmmmD への応答を待っていま
す。

メッセージに応答してくだ
さい。
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待ち状態コード 理由コード 説明 オペレーター応答

34 dddd スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、装置で入出
力エラーを検出し、センス・コマンドの完了を待って
います。

なし。

35 dddd スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、装置での入
出力を再始動し、入出力の完了を待っています。

なし。

36 0100 出力テープがラベル付きであり、使用できません。 別のテープを取り付けて作
動可能にしてください。

0200 出力テープには、ファイル保護リングが必要です。 テープにリングを挿入して
作動可能にするか、または
ファイル保護を使用不可に
してください。

0300 出力テープがいっぱいです。 現行テープを保管して、新
しいテープを取り付けてく
ださい。

37 0ddd スタンドアロン・ダンプ・プログラムが、装置で、セ
ンスでも再始動でもない入出力が完了するのを待って
います。

なし。

3E 0000 システムが、以下のいずれかを待っています。
v オペレーターが選択したコンソールからのアテンシ
ョン割り込み

v システム・コンソールからの割り込み
v 無コンソール状態を示す外部キー割り込み

システム・コンソールを選
択するか、または
AMDSADMP マクロで定義
したコンソールのどれかで
ENTER を押してください。
コンソールが利用不能の場
合は、AMDSADMP マクロ
で定義した磁気テープ・ド
ライブ上のテープを作動可
能にしてください。こうす
ると、外部割り込みが発生
します。

0100 スタンドアロン・ダンプをロードする前に、すべての
ストレージが 2 進ゼロにクリアされました。

なし。この時点で SADMP

を再始動すると、中央処理
装置の状況情報、クリアさ
れたストレージの要約、お
よびスタンドアロン・ダン
プのメッセージ・ログが入
っているダンプが作成され
ます。

3F 0100 生成された出力装置を使用できず、しかも無コンソー
ル状態が原因で、置換を指定できません。システムは
ダンプを終了させます。

なし。
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待ち状態コード 理由コード 説明 オペレーター応答

0101 生成された出力 DASD データ・セットが初期設定されて
いません。AMDSADMP マクロで REUSEDS=NEVER が
指定されています。無コンソール状態のため、置換を
指定することはできません。システムはダンプを終了
させます。

以下のいずれかの処置をと
ります。

v 別のシステムからこの出
力データ・セットを再初
期設定し、システム再始
動を実行してください。

v システム再始動を実行
し、使用可能なコンソー
ルを選択して、別の出力
装置を指定できるように
してください。

0102 生成された出力 DASD データ・セットは初期設定されて
います。AMDSADMP マクロで REUSEDS=CHOICE が
指定されています。無コンソール状態のため、SADMP

は、このデータ・セットを再使用するかどうかを判別
するためにメッセージ AMD096A を出すことができませ
ん。

以下のいずれかの処置をと
ります。

v 別のシステムからこの出
力データ・セットを再初
期設定し、システム再始
動を実行してください。

v システム再始動を実行
し、使用可能なコンソー
ルを選択して、SADMP

が AMD096A を出せるよ
うにしてください。

0200 出力装置の初期設定時に、プログラム・チェックまた
は他の予期しないエラーが検出されました。システム
はダンプを終了させます。

なし。

40 0100 生成された出力装置アドレスが使用不可です。無コン
ソール状態のため、置換を指定することはできませ
ん。システムはダンプを終了させます。

なし。

0200 出力装置アドレスの処理中に、プログラム・チェック
または他の予期しないエラーが検出されました。シス
テムはダンプを終了させます。

なし。

41 0000 SADMP プログラムが正常に終了しました。ダンプが完
了しました。
注: メッセージ AMD104I に、ダンプの正常終了が示さ
れる可能性があります。

ダンプを保管してくださ
い。

47 0000 予期しないマシン・チェックが発生しました。 待ち状態コードを書き留め
てください。必要があれ
ば、出力テープを巻き戻
し・アンロードしてくださ
い。この出力テープには、
通常のファイル終わりがあ
りません。

第6章 スタンドアロン・ダンプ待ち状態コード 345



待ち状態コード 理由コード 説明 オペレーター応答

4F ssee 仮想記憶ダンプ・プログラムが、内部エラーのために
終了しました。

v ss は、障害のあるモジュールまたはサービスを示し
ています。

v ee は、特定のエラーのタイプを示しています。

よく出されるコードを、以下に示します。スタンドア
ロン・ダンプ・プログラムは、自己ダンプを出力装置
に書き込もうと試みます。これらの待ち状態理由コー
ドは、メッセージ AMD066I にも示されます。

待ち状態コードを書き留め
てください。必要があれ
ば、出力テープを巻き戻
し・アンロードしてくださ
い。この出力テープには、
通常のファイル終わりがあ
りません。

0D01 SADMP エラー・リカバリーおよびプログラム終了処理
中に、予期しないエラーが発生しました。

なし。

0D02 スタンドアロン・ダンプ・プログラムが要求した自己
ダンプの数が多すぎます。

なし。

0D03 システムが、入出力エラーのため、SADMP エラー・リ
カバリーおよびプログラム終了処理を終了させまし
た。

なし。

0D05 システムが、リカバリー・スタックで SADMP エラー・
リカバリー・モジュールを検出できませんでした。

なし。

0E10 使用可能キューに SADMP 内部ストレージ・ブロック
(BCT) が十分にないため、システムが処理を継続できま
せん。

なし。

0F01 出力 DASD で永続入出力エラーが発生し、オペレーター
がメッセージ AMD098A に ’T’ と応答しました。

システム再始動を実行し
て、別の出力装置にダンプ
してください。

13F1 出力テープで永続入出力エラーが発生し、オペレータ
ーがメッセージ AMD098A に ’T’ と応答しました。

システム再始動を実行し
て、別の出力装置にダンプ
してください。

14F1 出力テープで永続入出力エラーが発生し、オペレータ
ーがメッセージ AMD098A に ‘T’ と応答しました。

システム再始動を実行し
て、別の出力装置にダンプ
してください。

1C13 システム再始動が発生しました。 なし。

1D12 外部割り込みが発生しました。 なし。

1E20 オペレーターがメッセージ AMD088D に ‘T’ と応答し
ました。

なし。

1E30 接頭部ストレージ域 (PSA) が誤っています。システムは
仮想記憶域をダンプできません。

なし。

1E40 セグメント・テーブル (SGT) が誤っています。システム
は仮想記憶域をダンプできません。

なし。

1E50 ページ・テーブル (PGT) が誤っています。システムは仮
想記憶域をダンプできません。

なし。

1E60 通信ベクトル・テーブル (CVT) が誤っています。システ
ムは仮想記憶域をダンプできません。

なし。

1E70 ページング・ベクトル・テーブル (PVT) が誤っていま
す。システムは仮想記憶域をダンプできません。

なし。
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待ち状態コード 理由コード 説明 オペレーター応答

1E80 実記憶マネージャー (RSM) 内部テーブル (RIT) が誤っ
ています。システムは仮想記憶域をダンプできませ
ん。

なし。

1E90 ページ枠テーブル (PFT) が誤っています。システムは仮
想記憶域をダンプできません。

なし。

1EA0 スワップ SGT 用の隣接するストレージが見付かりませ
んでした。システムは仮想記憶域をダンプできません
でした。

なし。

22F1 出力テープ・ボリュームで永続入出力エラーが発生
し、オペレーターがメッセージ AMD098A に ’T’ と応
答しました。

システム再始動を実行し
て、別の出力装置にダンプ
してください。

4701 ダンプ・タイトルの処理中に、プログラム・チェック
または他の予期しないエラーが発生しました。システ
ムはダンプを終了させます。

なし。

ssF1 出力装置で入出力エラーが発生しました。 システム再始動を実行し
て、別の出力装置にダンプ
してください。

FEcc プログラム・チェックが発生しました。cc は、プログラ
ム割り込みコードの右端バイトです。

なし。
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第7章 IPCS ユーザー完了コード

IPCS 処理がユーザー完了コードを出して終了した場合は、ここで述べる手順を使用してください。コード
は 4 桁の 10 進数です。

IBM 提供の IPCS コードまたはインストール・システム出口ルーチンに問題があると、IPCS は異常終了
を出す可能性があります。 IPCS ユーザー完了コードが出されたら、ほとんどの場合、次のようにしてく
ださい。

1. IPCS が問題の詳細を示すメッセージを出したかどうか調べてください。メッセージは、出口ルーチン
から出された場合以外は、BLSnnnnnc のフォーマットになっています。

2. 問題の説明については、以下に示すユーザー完了コードの説明を参照してください。それぞれのコード
ごとの診断ステップに従ってください。

3. 障害のあるインストール・システム出口ルーチンがあるかどうか調べてください。

v IPCS TRAP サブコマンドを使用して、出口サービスの使用に関連した問題を分離してください。

v インストール先で出口ルーチンを提供している場合は、ダンプを調べて、インストール・システム出
口ルーチンのいずれかが、障害のあるモジュールとして識別されていないかどうか確認してくださ
い。

IPCSTOC ファイルに、出口の識別に役立つ情報が入っている場合があります。

v 問題がインストール・システム出口ルーチンにあると思われる場合は、NOTEST キーワードを使用し
て問題をバイパスしてください。

v 追加の検査では、次のようにしてください。

– インストール・システム出口ルーチンの呼び出しを引き起こすすべてのコマンド・オプションを、
IPCS 入力ストリームから除去します。

– IPCS を再実行します。問題が再発しない場合は、インストール・システム出口ルーチンの論理に
問題があると考えられます。

インストール・システム出口ルーチンが原因で問題が発生した場合は、ダンプ・データを使用して、障
害の理由を分離してください。出口ルーチンを訂正してください。

以下に、IPCS の完了コードをリストします。

0100 (16 進数の 064)

説明: システムが、問題ディレクトリーまたはデータ・セット・ディレ
クトリーを読み取り用にオープンしようとしたときに、エラーを検出し
ました。

システムの処置: 異常終了の前に、問題の性質を示すメッセージが出さ
れます。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 異常終了の前に出されたメッセージ
BLS03nnnt に対するプログラマー応答に従ってください。

0101 (16 進数の 065)

説明: システムが、問題ディレクトリーまたはデータ・セット・ディレ
クトリーからレコードを取得しようとしたときに、エラーを検出しまし
た。

システムの処置: 異常終了の前に、問題を詳細に説明する一連のメッセ
ージが出されます。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 異常終了の前に出されたメッセージ
BLS03nnnt に対するプログラマー応答に従ってください。

0102 (16 進数の 066)

説明: システムが、問題ディレクトリーまたはデータ・セット・ディレ
クトリーをクローズしようとしたときに、エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、問題を詳細に説明する一連のメッセ
ージが出されます。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 異常終了の前に出されたメッセージ
BLS03nnnt に対するプログラマー応答に従ってください。

0103 (16 進数の 067)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。
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0104 (16 進数の 068)

説明: 問題ディレクトリーまたはデータ・セット・ディレクトリーのい
ずれかがオープン状態にあるときに、問題リソースの獲得が試みられま
した。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0105 (16 進数の 069)

説明: システムが、メッセージ作成プロシージャー中にエラーを検出し
ました。汎用レジスター 15 に、理由コードが入っています。

理由コード

説明

60 システムが、現行出力メッセージ用の十分なストレージを取
得できませんでした。

その他 内部問題が発生しました。

システムの処置: システムはメッセージを出しません。システムはサブ
コマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 理由コードが 60 の場合は、領域サイ
ズを増やしてから、再試行してください。問題が繰り返し発生する場
合、または理由コードが 60 以外の場合は、問題報告データベースを検
索して、問題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、
IBM サポート・センターに連絡してください。

0106 (16 進数の 06A)

説明: システムが、DELPROB サブコマンドの処理中に入出力エラーを
検出しました。問題のタイプが、メッセージ
BLS04042I、BLS04043I、BLS04045I、またはこれらの関連メッセージの
いずれかに示されます。

システムの処置: システムは DELPROB サブコマンド処理を終了させ
ます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0107 (16 進数の 06B)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0108 (16 進数の 06C)

説明: システムが、確認処理中に問題ディレクトリーのオープンまたは
クローズ操作を実行しているときに、エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04042I または
BLS04045I が出されます。システムは DELPROB サブコマンド処理を
終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0109 (16 進数の 06D)

説明: ダンプ・ディレクトリー等価記号レコードがサービス・ルーチン
に渡されて、その内容に対して処置が行われました。レコード内容が誤
っていました。システムは、TEST オペランドが指定されている場合に
のみ異常終了を出します。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0110 (16 進数の 06E)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、検出された内部エラーのタイプを示
すメッセージが出されます。システムはサブコマンド処理を終了させま
す。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0111 (16 進数の 06F)

説明: 比較のために渡されたレコードに、同じ VSAM キーが入ってい
ません。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04064I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0112 (16 進数の 070)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04061I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0113 (16 進数の 071)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーをオープンしてい
るときに、エラーを検出しました。データ・セット・ディレクトリーを
解放する試みは失敗しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04052I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。
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0114 (16 進数の 072)

説明: ユーザーが、’abend’ を入力することにより、診断異常終了を出
すよう IPCS アテンション処理プログラムに指示しました。

システムの処置: システムは IPCS セッションを終了させます。

システム・プログラマーの応答: IPCS アテンション出口異常終了機能
の目的は、IPCS の問題と思われる問題に関する診断情報を収集できる
ようにすることにあります。ダンプを使用して、この診断を確認してく
ださい。

0115 (16 進数の 073)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーを読み取っている
ときに、エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04053I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0116 (16 進数の 074)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーにレコードを書き
込んでいるときに、誤った書き込み要求を検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04054I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0117 (16 進数の 075)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーにレコードを書き
込んでいるときに、永続書き込み問題を検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04054I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0118 (16 進数の 076)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーにレコードを書き
込もうとしたときに、エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、通知メッセージ BLS04054I が出さ
れます。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0119 (16 進数の 077)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーをクローズしよう
としたときに、永続エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04055I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0120 (16 進数の 078)

説明: システムが、データ・セット・ディレクトリーをクローズしよう
としたときに、エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04055I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0121 (16 進数の 079)

説明: システムが、問題ディレクトリーをオープンしようとしたとき
に、エラーを検出しました。問題ディレクトリーを解放する試みは失敗
しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04042I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0122 (16 進数の 07A)

説明: システムが十分な仮想記憶域を取得できませんでした。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04015I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 領域サイズが、IPCS を実行するのに
十分な大きさであることを確認してください。

0123 (16 進数の 07B)

説明: システムが、問題ディレクトリーを読み取っているときに、エラ
ーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04043I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0124 (16 進数の 07C)

説明: システムが、問題ディレクトリーに書き込もうとしていたとき
に、誤った書き込み要求を検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04044I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

第7章 IPCS ユーザー完了コード 351



0125 (16 進数の 07D)

説明: システムが、問題ディレクトリーにレコードを書き込んでいると
きに、永続書き込みエラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04044I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0126 (16 進数の 07E)

説明: 問題ディレクトリーにレコードを書き込んでいるときに、問題が
発生しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04044I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0127 (16 進数の 07F)

説明: システムが、問題ディレクトリーをクローズしているときに、永
続エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04045I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0128 (16 進数の 080)

説明: システムが、問題ディレクトリーをクローズしようとしたとき
に、エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04045I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0129 (16 進数の 081)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0130 (16 進数の 082)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0131 (16 進数の 083)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0132 (16 進数の 084)

説明: システムが、データ・セットにレコードを書き込もうとしたとき
に、エラーを検出しました。この異常終了の前に出されるメッセージ
に、問題の性質が詳細に示されています。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0133 (16 進数の 085)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ・キューに入っていたす
べてのメッセージが端末に経路指定されました。システムはサブコマン
ド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 異常終了の前に出されたメッセージ
(出された場合) に対するプログラマー応答に従ってください。

0134 (16 進数の 086)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0135 (16 進数の 087)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0137 (16 進数の 089)

説明: システムが、データ・セットをクローズしようとしたときに、エ
ラーを検出しました。この異常終了の前に出されるメッセージに、問題
の性質が詳細に示されています。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。
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0138 (16 進数の 08A)

説明: システムが、データ・セットをオープンしようとしたときに、エ
ラーを検出しました。この異常終了の前に出されるメッセージに、問題
の性質が詳細に示されています。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0139 (16 進数の 08B)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0140 (16 進数の 08C)

説明: システムがデータ・セットをクローズできませんでした。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS03114I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。データ・セットはク
ローズされていないか、または解放されていません。

システム・プログラマーの応答: データ・セットが正しくクローズされ
ていない場合は、IDCAMS VERIFY を使用して、データ・セットをクロ
ーズしてください。データ・セットが解放されていない場合は、TSO/E

FREE コマンドを出してください。

0141 (16 進数の 08D)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0145 (16 進数の 091)

説明: メッセージ BLS04072I に示された制御ブロック・ポインターが
指している区域に、示された制御ブロックが入っていません。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04072I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0147 (16 進数の 093)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0148 (16 進数の 094)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0149 (16 進数の 095)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0150 (16 進数の 096)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0151 (16 進数の 097)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS04014I が出されま
す。システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0152 (16 進数の 098)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: 異常終了の前に、メッセージ BLS03102I が出されま
す。システムは IPCS 処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0200 (16 進数の 0C8)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0201 (16 進数の 0C9)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
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題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

0999 (16 進数の 3E7)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

2048 (16 進数の 800)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

2049 (16 進数の 801)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

2050 (16 進数の 802)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

2051 (16 進数の 803)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。

2052 (16 進数の 804)

説明: システムが内部エラーを検出しました。

システムの処置: システムはサブコマンド処理を終了させます。

システム・プログラマーの応答: 問題報告データベースを検索して、問
題の修正を見付けてください。修正が存在しない場合は、IBM サポー
ト・センターに連絡してください。
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付録. 特記事項

本書において、日本では発表されていない IBM 製品 (機械およびプログラム)、プログラミングまたはサ
ービスについて言及または説明する場合があります。しかし、このことは、弊社がこのような IBM 製品、
プログラミングまたはサービスを、日本で発表する意図があることを必ずしも示すものではありません。本
書でIBM ライセンス・プログラムまたは他の IBM 製品に言及している部分があっても、このことは当該
プログラムまたは製品のみが使用可能であることを意味するものではありません。 IBM 製品、プログラ
ム、またはサービスに代えて、 IBM の有効な知的所有権またはその他の法的に保護された権利を侵害する
ことのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM

によって明示的に指定されたものを除き、他社の製品と組み合わせた場合の操作の評価と検証はお客様の責
任で行っていただきます。

IBM は、本書で解説されている主題について特許権 (特許出願を含む)、商標権、または著作権を所有して
いる場合があります。本書の提供は、これらの特許権、商標権、および著作権について、本書で明示されて
いる場合を除き、実施権、使用権等を許諾することを意味するものではありません。実施権、使用権等の許
諾については、下記の宛先に書面にてご照会ください。

〒106-0032 東京都港区六本木 3 丁目 2-31

AP 事業所
IBM World Trade Asia Corporation

Intellectual Property Law & Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の
保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負
わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場
合、強行規定の制限を受けるものとします。

本書に対して、周期的に変更が行われ、これらの変更は、文書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なし
に、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがありま
す。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであ
り、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、こ
の IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

本文書の内容には日本では発表されていない IBM 製品 ( 機械およびプログラム )、プログラミングまた
はサービスについての参照または情報が含まれている場合があります。 しかし、このことは、これらの未
発表製品、プログラミングまたはサービスを、将来において IBM が日本国内で提供する意向を意味するも
のではありません。

IBM 製品に関する技術情報は、IBM 認定再販売者または IBM 営業員 までお問い合わせください。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム（本プログラム
を含む）との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本
プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation

Mail Station P300
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2455 South Road

Poughkeepsie, NY 12601-5400

USA

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあり
ます。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム
契約の契約条項、 IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、 IBMより提供さ
れます。

この資料をソフトコピーでご覧の場合、写真やカラーの図表は現れない場合があります。

商標
以下の用語は、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
v AD/Cycle

v AFP

v AIX/ESA

v AIX/6000

v AnyNet

v AT

v BatchPipeWorks

v BookManager

v BookMaster

v C/370

v C/MVS

v C++/MVS

v CBIPO

v CD Showcase

v CICS

v CICS OS/2

v CICS/ESA

v CICSPlex

v CT

v DATABASE 2

v DB2

v DFS

v DFSMS

v DFSMSdfp

v DFSMSdss

v DFSMShsm

v DFSMSrmm

v DFSMS/MVS

v DFSORT

v eNetwork

v Enterprise Systems Architecture/370

v Enterprise Systems Architecture/390

v ESA/370
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v ESCON

v Extended Services

v FFST

v FFST/MVS

v GDDM

v Hiperbatch

v Hiperspace

v IBM

v IBMLink

v IMS

v IMS/ESA

v IP PrintWay

v Language Environment

v MQSeries

v MVS

v MVS/DFP

v MVS/ESA

v MVS/SP

v MVS/XA

v NetView

v Open Class

v OpenEdition

v OPC

v OS/2

v OS/390

v OS/390 EZ Application Technology

v Parallel Sysplex

v Print Services Facility

v PR/SM

v PSF

v PSL

v RACF

v Resource Measurement Facility

v RETAIN

v RMF

v S/390

v SecureWay

v SOM

v SOMobjects

v SP

v Sysplex Timer

v System/390

v SystemView

v VisualLift

v VTAM

v 400

DFS は、Transarc Corporation の商標です。
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UNIX は、米国およびその他の国における The Open Group の登録商標です。

他の企業、製品、およびサービスの名称は、他社の商標やサービス・マークである場合があります。
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